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1980年以前の北海道沿岸における

サクラマス漁獲量の推定

玉手 剛1，*

An Estimate of Coastal Catches of Masu 

Salmon in Hokkaido in 1980 or earlier 
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Abs仕act:1 estimated the annual catches of masu 

salmon Oncorhynchus masou landed by coastal fisher-

ies in Hokkaido from 1958 to 1980， which have not yet 

been investigated well. Although a good annual catch 

(2，000 t <) seems to have often occurred from the 

late 1950s until 1960s， there was presumably a sharp 

decline in catch in the early 1970s. It is likely that poor 

catches (< 1，000 t) had already been usual in the late 

1970s. 

Key words: Masu salmon; Hokkaido; Coastal catch; 

Decline; 1980 or earlier 

サクラマス Oncorhynchusmasouは我が国の沿岸漁業に

おける重要種の 1つであるが(真山 1992)，主産地の北海

道において本種の沿岸漁獲量の公式集計が始まったのは今

から約25年前の1981年(昭和56年)からである。1980年以

前の漁獲統計においては，サクラマスとカラフ トマス 0.

gorbuschaを一括した 「ますJというカテゴリーは存在する

ものの，両魚種は区別されていなかった(隼野 2003)。 し

たがって， 1980年以前の道内沿岸におけるサクラマス漁獲

量の詳細は不明であるが，隼野 (2003)によれば， 1950年

代後半-1960年代初頭には2∞0年以降の 5倍前後の水準に

あたる年間2，000-3，000tの水揚げがあったとされる。サク

ラマスの資源増殖の観点から，このような豊漁の実態には

多くの関心が寄せられると思われる。そこで本研究では，

1980年以前の北海道沿岸におけるサクラマス漁獲量の推定

を行った。

本研究には，道庁水産部(現水産林務部)刊行の「北海

道水産現勢」および道立水産鮮化場刊行の「事業成績書」

を資料として用いた。北海道水産現勢は1958年(昭和33年)

より発刊 され*1 前述の「ますJ漁獲量の各種データが記

短報

載されている。一方の事業成績書には， 1981年以降の道内

沿岸のサクラマス漁獲量に関する各種データが掲載されて

いる。そこで， 1981-2005年までの月 別ます漁獲量と年間

サクラマス沿岸漁獲量を用いて，前者から後者を予測する

回帰式の作成を試みた。このような回帰式を得ることがで

きれば， ます漁獲量データしか存在しない1958-1980年の

サクラマス沿岸漁獲量を推定することが可能になると考え

られたからである。

まず，各月(1-12月)のます漁獲量と年間サクラマス沿

岸漁獲量との相関係数 7 を1981-2005年のデータから求め

たところ，年間サクラマス沿岸漁獲量との有意な相関関係

伊豆0.05)が認められたのは， 2月ます漁獲量 (r=0.684)， 

3月ます漁獲量 (r=0.707)および4月ます漁獲量 (r= 0.581) 

であった。北海道においてはカラフ トマスを対象とした日

本海ます流し網漁業などの操業の関係で， 4月はカラフ ト

マスの水揚げが相当量にのぼる年があり，当月の「ますJ
に占めるサクラマスの割合は 2月および 3月より低くなる

傾向にある。具体的にいえば，1982年以降の 2月および 3

月ますにおける平均サクラマス占有率は 7・8割であるが，

4月ますではそれが 5割ほどに落ちる(王手未発表)。この

ことを踏まえ，説明変数としての効力が1980年以前におい

ても比較的高いと思われる 2月および 3月ます漁獲量を用

いて線形回帰分析を行った。その分析に より作成した回帰

式は， 2月ます漁獲量，3月ます漁獲量もしくはこれら両月

を合計した 2月 '3月ます漁獲量を説明変数とする単回帰式

と，両月の漁獲量を個別に説明変数として用いた重回帰式

の 4つである。これら 4式の中から，自由度調整済み決定

係数 R*2を判定基準として最もあてはまりのよい回帰式を

選択し，それを用いて1958-1980年における道内沿岸サク

ラマス漁獲量を推定した。

1981-2005年までの25年間において， 2月ます漁獲量は最

低 28t (2001年)で最高は155t (1991年)，3月ます漁獲量は

最低 27t (2001年)で最高は217t (1984年)であった。2月 ・

3月ます漁獲量は， 前述の25年間では55t (2001年)から

303 t (1984年)のあいだで推移した。また，この期間にお

けるサクラマスの年間沿岸漁獲量の最低は2001年の400t， 

最高は1992年の1，035tであった。サクラマスの年間沿岸漁獲

量を y， 2月ます漁獲量，3月ます漁獲量およ び2月・ 3月ま

す漁獲量を Xとする単回帰式は， それぞ、れ

Y = 448.904 + 3.708X (F1幻 =20.230， P<O.OOI， R叫=0.445) 

Y = 477.040 + 2.747 X (Fl.23 = 22.972， P<O.OOI， R*2 = 0.478) 

Y = 397.885 + 1.997 X (F1，23 = 36.794， P<O.OOl， R*2 = 0.599) 

となった。2月ます漁獲量 X1および3月ます漁獲量Jもを用

いた重回帰式は，

2∞7年8月3日受付。 2007年12月17日受理.
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Fig. 1. The fluc加ationof the annual catch of masu salmon landed by coasta1 fisheries in Hokkaido from 1958 
to 2005. All catches in 1980 or earlier were estimated in出iss加dy.

Y = 393.911 + 2.259X1 + 1.825X2 (F2.22 = 17.736， P<0.001， 

R叫 =0.582) 

であった。これら 4つの回帰式は全て予測式として有効で

あったが，Rホ2から判断して最もあてはまりのよい回帰式は，

2月 ・3月ます漁獲量を説明変数とする単回帰式であった。

この回帰式を用いて，1958-1980年における道内沿岸の

サクラマス漁獲量を推定した (Fig.1)。なお， この期間に

おける 2月 ・3月ます漁獲量の最低は173t (1972年)，最高

は1，737t (1969年)であり，外挿による推定年が16年分ある。

これら外挿データ(説明変数)の全ては，この単回帰式の

作成に用いられた説明変数の最高値303tを超えるが，その

外挿範囲においても本回帰式が適用可能と仮定して推定を

行った。その結果， 1958-1969年 までの年間漁獲量の全て

は外挿に よる推定となるが，それらの推定値は前述の“豊

漁説>>(隼野 2003)と一致するものが多い (Fig.1)。このこと

は，先に述べた外挿に関する仮定が概ね妥当であることを

逆に示しているのかもしれない。核心の推定漁獲量の経年

推移をみると， 1950年代後半-1960年代は年間水揚げ2，000t 

を超える大漁年が頻発していたと推定された (Fig.1)。 し

かし， 1969年の約3，900tという記録的な豊漁を最後に激減

し，1970年代後半には1，000tを切る までに落ち込んでいた

と推定される (Fig.1)。本研究で得られた推定値の精度検

証と併せて，この“激減"に関する精査が待たれる。
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