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漁業情報を用いた北海道北部沿岸域における

マナマコの資源量推定
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Stock assessment of sea cucumber Apostichopus anl1ata in coastal areas 

of northern Hokkaido estimated from dredge-net catch data 
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The populations of sea cucumber Aρostichotus armata in four coastal areas of northern Hokkaido， Japan w巴r巴

estimated based on data collected between June and September 2008 using two methocls: the initial population 

was calculat巴dfrom CPUE (catch per c1rec1g巴net)against cl1ml1lative catch (DeLury methocl)， ancl from the 

catch against dredg巴c1area (swept-area methocl). The estimation obtainecl using the DeLury methocl clicl not 

refiect the actual population size in the two areas as the clata requirements wer巴 insufficient;the slope of linear 

regression of CPUE on cuml1lative catch was gentle or the coefficient of cletermination was low. The estimates us-

ing the swept-area methocl seemecl to be low巴rthan the actual population size for all the areas because the catch 

effici巴ncywas assum巴clas 1; however， sampling errors were low， as the estimates were basecl on a large number of 

sampling clata collected clirectly from a wicle area. We conclucle that the swept-area methocl provicles a more ac 

curate assessment of sea cucumber stock in the coastal areas of northern Hokkaiclo than the DeLury methocl. 

キーワード:DeLury法，資源;昆:推定，なまこけた網，マナマコ，面積密度法

北海道沿岸域において，マナマコ Aρosticlwpusanna 

Iα は潮下帯から水深 40mまでの砂磯底や岩盤域に分布ー

する重要な水産資源て・ある。 1)北海道における本種の漁

獲量は， 1980年から 1990年代には 1，000tから 2，000t 

の範囲であった。 2003年から単価の急騰にともない漁

業者の生産意欲が高まり ，漁獲量が増加して 2008年で

は約 2，800tに達している。2.:3)そのため，各地の漁業協

同組合や漁業者は，マナマコ資源に対する漁獲圧の上昇

を懸念している。北海道北部の宗谷，留萌管内は，北海

道全体のマナマコ漁獲量の約 6割を占める主要な産地

である。これら管内の浄、業協同組合は，資源の持続的利

用を目的に，漁期，漁獲サイズ，保護IR，漁獲量の上限

* Tel : 81-162-32-7177. Fax: 81-162-32-7171. Email: sano-minoru@hro.or.jp 
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などの自主的な資源管理を実施している。しかしなが

ら，マナマコの資源量が正確に推定されてないため，資

源に対する漁獲圧の影響は明らかにされていない。

水産生物の資1除、量の推定方法は，漁業情報を用いた手

法と漁業から独立した手法に区分されている 0
4)漁業情

報を用いた資源量推定は，受益者である漁業者自らが，

資源評価に必要な調査と資源管理の両方を担うことにな

るため，長期的な資源のモニタリングが可能となりやす

い。漁業情報を用いた代表的な資源量殺定方法として，

漁業を通じて比較的容易に得られる漁獲量努力量デー

タを用いる DeLury法司がある。長崎県大村湾のマナマ

コの初期資源墨推定に適用されている00一方で，近年

宗谷海峡のミズダコにおいて樽流し漁船の航跡の GPS
情報と漁船J.!IJの漁獲量データを組みあわせて，漁場面積

や分布密度を把援する手法が開発されている。7)この手

法は，分布密度を漁場面積で引き延ばす面積宿度法によ

る資源量推定に応用できる。そのため，北海道北部沿岸

域で一般的ななまこけた網漁業"において，なまこけた

網漁船の曳網時の航跡情報とマナマコ漁獲量を組み合わ

せれば，面積密度法による資源量推定が可能になると考

えられる。しかしながら，北海道北部沿岸一域における漁

業情報を用いたマナマコ資源量推定において， DeLury 

法ならひ)こ面積密度法の比較検討は行われていない。そ

こで，本研究では，北海道北部沿岸の4地区におい

て，なまこけた網漁船の漁業情報を用いて， DeLury 

法5)と面積密度法によりマナマコの資源量を推定し，両

手法による推定精度および資源管理への活用を検討する

ことを目的とする。

なお， 岡本に分布するマナマコの学名はこれまで

Atostichotus f，αtonicus Selenka， 1867で統一されてい

た。近年，マナマコとされている;種類には遺伝的に異な

る2つの集団が存在し，これら集団はアカとアオ・ク

ロの体色で区別されることが明らかとなっている。9)ア

カ型の特徴をもっ種の学名は，Aρostz:chotusfajJonicus 

Sel巴nka，1867，アオ・クロ型はAρostichotusannata 

Selenka， 1867であり 仰木研究対象地域て、漁獲される

マナマコの体色はアオ・クロ型であることから，学名を

Atosticlzotus annata Selenka， 1867とした。

試料および方法

調査場所 2008年 6月から 9月に，北海道北部沿岸

(Fig. 1)の4地区において，なまこけた網漁船の漁業

情報を収集した。ただし，現在マナマコの単価が高騰し

ており，密漁、の被害が発生している。そのため，密漁の

誘発を防ぐ点から具体的な場所と地域名は明らかにしな

い。各地区のなまこけた網漁業の概要と資源管理措置を

Table 1に示す。

DeLury法 DeLury法には，適用に必要な仮定を弱

めた拡張版が種々存在するが 11)本研究では DeLurγ 法

はオリジナルの方法5)を意味するとした。資源量推定の

仮定は，山川lJ)をもとに下記の通りとした。

① なまこけた網漁期中は漁場内外でのマナマコの移

動および加入がない。
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Table 1 S巴acucumber fishery data in four areas (a-cl) of north巴rnHokkaiclo 

Items a C 

Numb巴rof ships with clredg巴n巴tfor sea c1.1cumber 1 6 10 6 

Fishing season 16 J1.1n-30 Sep 1 Jul-31 Aug 16 Jun-31 A1.1g 16 J1.1n-31 A1.1g 

Upper limit of catch (ton) boat-1 no limit 4.7 5 5 

Lower limit of body w巴ightat captur巴 (g) 100 130 100 100 
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② 漁期が短く，マナマコの自然、死亡は無視できる。

① 世話、期中のマナマコの成長は無視できる。

④ CPUE (1曳網あたりの漁獲量)はマナマコ資源

量に比例する。

⑤ 漁具能率は漁期中一定である。

なまこけた網漁船の漁獲量と努力量を把握するため

に，調査対象地区のなまこけた網漁船の全漁業者は，漁

期中 1曳網ごとに曳網開始時刻，終了時刻，漁獲サイ

ズ以上のマナマコの漁獲量 (kg) を操業日誌に記録し

た。このデータから CPUE(1曳網あたりの漁獲量，単

位.は kg/(隻・曳網))を求め，地区ごとに日平均を算出

して解析に用いた。なお，曳網時間は 0.5から1.5時間

のばらつきがあるため， 1曳網は l時間あたりに換算し

た。累積漁獲量と CPUEの関係を表す第 1モデル5)を

用いて，初期資源量 (No，単位は kg)は最小 2乗法に

よる回帰直線により推定した。初期資源量の 95%信頼

区間 (No.CJ 95J; ，単位は kg)は，回帰直線のy切片と

傾きの母係数の 95%信頼区聞を求めて推定した。漁獲

されたマナマコを出荷する際に，キズ等による規格外の

個体が除かれる。各地区の漁獲率は，マナマコ初期資源

量に対する出荷数量の割合とし，なまこけた網によるマ

ナマコ出荷数量は各地区の水揚げ伝票を集計して把握し

た。

面積密度法漁業情報を用いた而積密度法の仮定は

DeLury法の仮定①~①までと同様である。本手法だけ

に前提となる仮定は以下の通りである。

④なまこけた網の漁獲効率は 1とする o すなわ

ち，なまこけた網が通過した場所のマナマコは全て

波\~聾される。

⑤ なまこけた網は漁船の真下で曳網する。すなわ

ち，漁船の位置がなまこけた網の位置と一致する。

なまこけた網漁船の航跡の位置情報を収集するため

に，漁船の GPSから出力される NMEA信号をコンパ

クトフラッシュ (SanDisk社製もくしは Transcend社

製)にテキス卜形式で記録できるデータロガー12)を，

なまこけた網漁船に搭載した。データロガーを搭載した

なまこけた網漁船数(括弧内は企なまこけた網漁船数)

は， a地区は 1隻 (1隻)， b地区は 6隻 (6隻)， c地区

はl隻 (10隻)， d地区は 1隻 (6隻)であった。デー

タロガーを搭載した漁船の漁業者は，曳網開始時刻，終

了時刻，その漁獲量を紙の操業日誌に記録した。漁期後

に，コンパクトフラッシュと操業日誌を回収した。

漁船の位置データ(緯度，経度，時刻の時系列データ)

は，漁船ごとにデータベース (Microsoft0伍ceAccess 

2003)に登録し，操業記録の曳網開始時刻と終了時刻

を用いて，曳網時の位置データの抽出を行った。抽出し

た位置データは， ArcGIS (ESRI inc.)により，ポイン

トフィーチャにした (Fig.2)。なお，これ以降の処理

では，基本的に ArcGIS標準搭載のツールと， ArcGIS 

エクステンションの ETGeoWizards (ET Spatial Tech-

nique)ならびに Howth'sAnalysis Tools (Spatial Ecolo-

gy. Com.)を用いた。このポイントフィーチャを，世界

測地系の地理座標から投影座擦の UTM座標第 54系に

変換した。座標変換したポイントフィーチャを曳網ごと

のラインフィーチャにし，さらになまこけた網の間口の

幅を用いてバッファの作成を行い，ポリゴンフィーチャ

にした。各地区のなまこけた網の間口は，a地区で 2.1

m， b~d 地区で 3.2m であった。曳網ポリゴンフィー

チャにおけるマナマコの分布密度 (Xa，単位は kg/m2)

は下記の式で求めた。

Ca 
'ー

ぺ九

ここで，曳網ポリゴン数を η，曳網ポリゴン αの漁獲量

をCa (α=1，2， ..η，単位は kg)，曳網ポリゴンαの面

積を Ya(m2) とする。

2008年漁期におけるなまこけた網の総曳網面積なら

びに総漁獲量の分布図を作製するために，地区ごとに漁

期中全ての曳網ポリゴンフィーチャを重ね合わせた

(Fig.2)。この全ての曳網ポリゴンと空間的に重なるベ

クターグリッドを作成した。その際にグリッドサイズを

100 m x 100 m とした。このグリッドを用いて，全曳網

ポリゴソを 100m x 100 mのグリッドごとに切り分け

た。グリッド数を Lとし，任意のグリッド hにおける

総曳網面積(九，単位は m2) と総漁獲量 (C"，単位は

kg)は下記の式で求めた。

Y戸 W1:Y"i
;=1 

C，，= W 1: X"iY"i 
;=1 

X"i=Xa 

W=4 
ここで，グリッド h(h = 1， 2， "， L)における曳網ポリ

ゴン数を冗"，グリッド h内の曳網ポリゴンの断片 iの

マナマコ筏度を X"i(kg/m2)，グリッド h内の曳網ポリ

ゴン断片 1の面積を Y"i(m2) とした。曳網ポリゴン G

の断jiが曳網ポリゴソ断片 1である場合，断片 Zの密度

は断片前の曳網ポリゴン αの密度X。を用いた。全漁船

数を B，データロガー搭載隻数を D，総漁獲量と総曳網

面積の推定値を求めるための全漁船数に対する調査協力

漁船数の比を W とした。総曳網面積と総漁獲量の分布

図について，分布の集中度を明らかにするために森下の

集中度指数13)を算出した。

各地区における漁期初めのマナマコ資源量(以下，初

期資源量N。とする)を推定するために，各グリッドに

おける曳網面積の合計値が 5%以上 (500m2) のグリ
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Fig. 2 Image of spatial data processing for stock assessment of sea cucumb巴r.11: number of polygons. XII: density (kg/m2) of the 

catch in th巴polygona (a = 1， 2，ー，n)九:dredged area (m2) in polygon. C.: catch (kg) in polygon. L: number of grids. n，，: 
number of selected polygons in the grid 11 (h = 1， 2， ...， L). Xlli: clensity of selectecl polygon Z: in grid h (z: = 1， 2， ...， n，，)九i:area 
of selectecl polygon i in gricl h. YII: total area of polygons in gricl 11. C，，: total catch in grid h. B: total number of ships participating 

in the cucumb巴rfishery. D: number of ships collecting GPS clata and catch. W: data collection ratio to estimat巴thetotal clreclg巴d

a1羽 andcatch in gricl h. 11111: numb巴rof polygons recorded on th巴firstc1ay of th巴五shingseason in grid h. X，匂:clensity of polygonj 
recorcled on the first day of the fishing season in gricl h (j = 1，丸一，m，，).Y1υ: area of polygon j recordecl on th巴主rstclay of the 

fishi昭 seasonin grid hμ，，: mean clensity (kg/m2) in gricl h. ai，: variance of dens町 ingricllz. 

ッドについて，漁期中に初めて曳網した日の曳網ポリゴ

ンの断片を抽出した (Fig.2)。グリッド hにおける曳

網初日の曳網ポリゴン数を 1η"とし，これら曳網ポリゴ

ンの断片fのマナマコ密度 (X"j' 単位は kg/m2) と面

積 (Y"j' 単位は m2) から，グリッド hにおける漁期初

めのマナマコ密度の平均 (μ"，単位は kg/口12)と分散

(σ7，)を下記の式で求めた。

JIIIr 

μ，，=言7ZX山 υ

JIIh 

σ1=す LY"j(X"j一向)2
1 "j~ 1 

これをもとに，対象海域全体のマナマコ密度の平均
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なった。

累積漁獲量と CPUEの関係は，いずれの地区も有意

な負の回帰関係となった (Fig.4)。しかしながら， a地

区の決定係数は 0.26であり，回帰直線のあてはまりが

低かった。 b地区の決定係数は 0.50と中位であった

漁業情報を用いたマナマコの資源量推定

Fig. 3 Daily CPUE (kg・dredge-I・day-1) of sea cucum匂

ber in th巴 fourareas (a-d) betwe巴n15 June and 23 
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(μ，単位は kg/m2) と分散 (σ2) を下記の式で求めた。

μ=士土 μh

1 !::... 1 
σ2=~ L ，~ L Y"j(X"j-μ)2 

L ・，Yllj~ 

=士cド+色(…)2)
さらに，マナマコ平均密度の推定精度の指標として変動

係数を下記の式で求めた。

1 1 I L c.v=で二行二 一 σ2
μJL I¥jL-1' 

最後に，初期資源量推定値 (No，単位は kg) とその 95

%信頼区間 (No，CJ 95%)はμが正規分布に従うとして

下記の式で求めた。

No=μxLx1002 

( 1 I L ¥ 
叫 C I 9 5 % = 〔いvμ件:tto，o閃 川5

xL X 1002 

各地区のマナマコ漁獲率は，初期資源量 (No)に対す

るマナマコ出荷数量の割合とした。ここで 1002は 1つ

のグリッドの面積である。
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Fig. 4 Regression of CPUE (kgoclredg巴・1・day-I)of sea 
cucumb巴ron cumulative catch in the four areas (a-d) 

in 2008， F is varianc巴 ratiofor ANOV A， The symbol 
"*，， shows that the slope of a linear 1巴gressionis sig 

nificant (ANOV A， T < 0，05) 

DeLury法なまこけた網漁業の CPUE(1日1曳網

あたりの漁獲量)の日変化は，各地区で異なった (Fig，

3)0 a地区の CPUEは漁期開始後の急激な低下は認め

られず， 6 月から 7 月まで約 50~90 kg/ (曳網・日)の

水準で推移し， 7月下旬から 8月まで 100kg/ (曳網・

日)を超える日が認められた。 9月以降に CPUEは急

激に低下し，大半の操業日で 40kg/ (曳網・日)以下と

なった。 b地区の漁期は 19日間であり，他地区より漁

期が短かった。漁期開始直後の CPUEは 113kg/ (曳網

・日)となり，その後減少した。しかし，漁期最終日の

CPUEは60kg/ (曳網・日)であり，他地区よりも高か

った。 C地区では漁期開始後の CPUEは99kg/ (曳網・

日)， d地区では 52kg/ (曳網・日)となり，漁期後ま

での 2，5ヶ月間，連続的に減少した。漁期最終日では C

地区で5kg/ (曳網・日)， d地区で4kg/ (曳網・日)と

果

Table 2 Estimates of abundanc巴inweight (No)， catchability coefficient (q)， exploitation rat巴 (E)，and sampling date for sea cucum-
ber in th巴fourareas (a-d) in 2008 using the DeLury m巴thod

36.4 

(27，3-50，2) 

0，0011 

53，8 

16 Jun-31 Aug 

C 

63.4 

(53.4-75，7) 

0，0012 

69.7 

16 Jun-31 Aug 

b 

199.8 

(116.5-490.5) 

0.0005 

14.0 

1 Jul-19 Jul 

a 

28.8 

(16.9-59.7) 

0.0029 

50.6 

16 Jun-30 Sep 

No (ton) 

(95% CI) 

q (dredge'l・day'l)

E (%) 

Sampling date 

Param巴ter
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が，累積漁獲量の増加にともなう CPUEの減少が緩や

かであり，回帰直線の傾きは -0.0005と最も小さかっ

た。一方 c地区， d地区の傾きはそれぞれ 0.0012， 

0.0011と同様であり，その決定係数は高かった。

DeLury法による資源量推定結果を Table2に示す。

回帰直線の決定係数が最も低い a地区の初期資源量は

28.8 t，初期資源量の 95% 信頼区間は 16.9~59.7 tとな

り，推定精度は低かった。 a地区の漁獲率は 50.6%で

あった。 b地区は，初期資源量が最も高く， 199.8 tで

あり，漁獲率は最も低い 14.0%となった。ただし，漁

期最終日の CPUEが60.9kg/ (曳網・日)であるため，

初期資源量は極端な外挿により推定され，初期資源量の

95% 信頼区間は 116.5~409.5 tとなり，推定精度は地

区間で最も低かった。回帰直線の決定係数が高い C地区

の初期資源量は 63.4t， d地区は 36.4tであり， 95%信

頼区間はそれぞれ 53.4~75.7 t， 27.3~50.2 tとなった。

漁獲率は C地区で 69.7%，D地区で 53.8%とa，b地区

より高い値となった。

O 5‘000 111 

Dredged area (m2)口 10001-15000 _ 25001 -

• -5000 巳コ 15001-20000 

. 5001 -10000 巴コ20001-25000 

Fig. 5 Distribution maps of the total dredged area (m2) 

by grid in the four ar巴as(a-d) in 2008. Grid size was 
100 m x 100 m. Morishita index，叫 ん， indicates the 
d巴greeof contagiousness in distribution of th巴 total
dredge area. Th巴 symbol“*" shows that contagious 
ness is significant (F t巴st，ρ<0.05)

面積密度法 2008年の漁期1:1コにおける各地区のなま

こけた網によるグリッド別総曳網面積の分布図を Fig.5

に示した。全地区において，総曳網面積の分布は集中分

布であった。ただし，総曳網面積は各地区で異なった。

a地区， b地区では総曳網面積が 10，0001112を超えるグ

リッドがわずかしか認められず，大半は 10，000m2以下

であった。 C地区では，総曳網面積が 10，000m2を超え

るグリッドの割合は全グリッドの 47%を占めており，

複数箇所に集中していた。 d地区ではこの割合は 28%

であり， 1箇所に集中して認められた。

2008年の各海域におけるマナマコの総漁獲量の分布

札全地区で集中分布であった (Fig.6)。総曳網面積

の低い a地区， b地区では総漁獲量が 100kgを超える

グリッドは僅かしか認められなかった。一方， c地区，

d地区では，総漁獲量が 200kgを超える高い場所が認

められた。

2008年のマナマコ初期分布密度は，全地区で集中分

布であった (Fig.7)。初期分布密度が 10.0g/m2を超

。 5
‘000 III 

Catch(kg) b]100.1-150.0. 250.1-

. 0.0 -50.0 ロ 150.1-200.0

. 50.1 -100.0 r:;)200.1 -250.0 

Fig. 6 Distribution maps of the total catch (kg) of s巴acu-
cumber by gricl in the four areas (a-d) in 2008. Grid 
size was 100 m x 100 m. Morishita inclex，1:lJん， incli 
cates the degree of contagiousness in clistribution of 
the total catch. The symbol“*" shows that con-
tagiousness is significant (F test，ρく0.05)
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えるグリッドが全グリッドに占める割合は a地区では

22%， b地区では 47%に対して c地区では 10%，d 

地区では 1%であった。さらに， 5.0 g/m2以下の低密

度のグリッドの割合は a地区では 23%，b地区では 1

% であったのに対し c地区， d地区では高く，それぞ

O 5.000 111 

Density (g1m2
) 口 10.1-15.0.25.ト

.0.0・5.0 仁コ 15.1圃 20.0

_5.1・10.0 cコ20.1-25.0 

Fig. 7 Distribution maps of the initial density (g/m2) of 

sea cucumb巴rby grid in the four areas (a-d) in 2008. 

Grid size was 100 m x 100 m. Morishita indexYlJ h in-
dicates the degree of contagiousness in distribution of 

the initial d巴nsity.The symbol "*" shows that con 
tagiousness is sign泊cant(F test， pく0.05).

れ 58%，90%であった。

漁場面積は各地区で異なり， b 地区で 11.32km2と最

も高く a地区で 7.38km2と低かった。初期分布密度

の平均値は a地区， b地区でそれぞれ 8.8g/m2， 10.6 

g/m2と高く c地区， d地区では 5.0g/m2， 2目9g/m2と

低かった。これらの変動係数はいずれも 3%以内とな

った。これらをもとにした面積密度法により推定された

初期資源量(括弧内は 95%信頼区間)は， b 地区で最

も多く 119.7t (1l7.7~12 1. 8t) であった (Table 3)。

a地区 c地区はそれぞれ 64.7t (61.1 ~68.4 t)， 57.9 t 

(55.8~60.1 t) であった。ただし a地区と C地区の漁

場面積と初期密度は異なり a地区では漁場面積が狭い

のに対して初期密度が高く c地区では漁場面積が広

く，初期密度が小さかった。 d地区の初期資源量は，

27.7 t (26 .4 ~29.0 t) と最も少なかった。漁獲率は a

地区， b地区が約 20%前後と低く c地区， d地区は約

70%前後と高かった。

考 察

長崎県大村湾のマナマコの資源量を DeLury法で推定

した事例では，漁期開始後から急激に CPUEが減少し

ており，推定に用いた期間は 3 日 ~50 日と短期間であ

った。日)木研究において，初期資源量推定に用いた期間

は c地区， d地区ともに 77日であった。これら地区

では，漁期開始後からの急激な CPUEの減少が認めら

れ，累積漁獲量に対する CPUEの回帰式の決定係数も

高かった。 ー方で， b地区の初期資源量推定に用いた期

間は 19日と短く， CPUEの低下は緩やかであり，回帰

係数も C地区， d地区に比べて低かった。 DeLury法は

比較的短期間に強度の漁獲によって資源が減少する場合

に用いられる。長崎大村湾のマナマコ資源量を推定した

事例仰と比べると， b地区の CPUEの減少傾向は緩やか

である。さらに回帰直線からの初期資源量の推定は，極

端な外挿となっていることから，初期資源量の 95%信

頼区間が極端に大きかった。 a地区の CPUEは6月か

ら8月までほぼ横ばいで推移したため，初期資源量の

Table 3 Estimates of fishing ar巴a，initial density， initial population size (No) ， catch efficiency (11)， exploitation rate (E)， and sam-
pling date for sea cucumber in the four areas (a-d) in th巴fourresearch areas using the swept-area method 

Parameter a b C d 

Area (km2) 7.38 11.32 11.63 9.41 

Initial density (g/m2) 8.8 10.6 5.0 2.9 

Coefficient of variation (%) 2.9 0.9 1.9 2.4 

l l l 

No (ton) 64.7 119.7 57.9 27.7 

(95% CI) (61.1-68.4) (117.7-121.8) (55.8-60.1) (26.4-29.0) 

E (%) 23.1 20.8 74.2 69.6 

Sampling date 16 Jun-30 Sep 1 Jul-18Jul 16 Jun-22 Aug 16 Jun-29 Aug 
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95% 信頼区間は 16.9~59.7 tとなり，推定精度は低か

った。ただし a地区では 9月に CPUEの急激な減少

が認められた。マナマコは水温 17SC~19.00C 以上に

なると消化管の萎縮代謝が生じて岩の下ゃくぼみに入

り，不活発な状態、で過ごす夏眠現象が報告されてい

る。 14)本海域の漁業協同組合の水深 15111層の水温観測

データによると，この期間の平均水温は， 7月， 8月，

9月で 15.4
0
C，18.7

0
C， 19.3

0

Cであった。そのため， 9月

にCPUEの水準が低下した原因として，高水温により

マナマコが岩の下や海底のくぼみ等へ分布し，漁獲能率

が変化したことが考えられる。

Miller and Mohn 15)は， DeLury i法では漁獲努力量が

漁場内で均一に分布しない場合に，別の手法で推定した

真の資源量と考えられる値と， DeLury法による推定値

が奥なることを明らかにしている。なまこけた網におい

て漁獲努力量に相当するのは，総曳網面積である。本対

象地区のなまこけた網の総曳網面積の分布から， c地区，

d 地区における曳網場所には大きな偏りがあり，漁場内

では均一に分布していなかった。また，小島16)は，ク

ロアワビを対象とする海士漁業において，単位努力量あ

たり漁獲量 (CPUE)の減少が生息密度の高い場所から

順次漁獲されることが原国であり， DeLury法の成立条

件を満たさないことを示している。クロアワビと同様

に，漁業者が漁獲場所を選択できるなまこけた網では，

漁業者は利益をあげるために高密度の場所から曳網して

いくため，漁期初めの CPUEは必ず高くなると思われ

る。そのため c地区， d地区における累積漁獲量に対

する CPUEの減少が，資源の減少を反映したものか，

曳網場所が変わることによるものなのかを，本解析で用

いたデータだけで分離することは困難である。さらに，

DeLury法による c地区， d}也区の初期資源量の 95%

信頼区間は，それぞれ 53 .4 ~75.7 t， 27.3~50.2 tであ

り，マナマコ漁獲量の上限を規制する判断基準としての

精度は低いことから，実際の資源管理ーでの活用は困難で

ある。ただし， DeLury法では様々な修正，拡張例が報

告されており 11)解析に利用できる情報が増えれば推定

精度を向上させることは可能であると思われる。

調査船を用いた調査では調査点数(標本数)が限られ

るために，面積密度法で資源量推定を行う際に，水深や

水温などによる海域の層別化を行い，抽出誤差を小さく

することが行われる。17-20)一方，標本数を多くすること

でも，抽出誤差を小さくすることは可能である。21)本手

法は漁船の曳網情報を活用しているため標本数が非常に

多く， 10，0001112のグリッドに分けた漁場から分布密度

を取得していた。つまり，木手法は，漁場全面からのマ

ナマコ分布密度の直接計測であり，マナマコ平均密度の

変動係数は 3%以内と低く，抽出誤差は小さかった。

さらに，初期資源量の 95%信頼区間は非常に狭く，マ

ナマコ漁獲量の上限規制の根拠にできる推定精度であっ

た。しかし，対象地区のいくつかではマナマコの保護区

や，たこ箱などの漁具の常設により，なまこけた網で曳

網できない;場所が存在している。さらに，マナマコの分

布密度が低いので，漁業者が曳網を行わない場所，また

は，標本漁業者以外の漁業者しか曳かなかった場所など

もあり，このような場所の分布密度は本手法では把握で

きない。そのため，このような場所も含めた資源量の推

定は，マナマコの分布特性に基づいた空間補聞により可

能であると思われる。

なまこけた網の漁獲効率は，長崎県大村湾では 0.206

~ 0.482，5)福井県小浜湾では泥質で 0.78，1深質で

0.55522)と報告されている。本研究では，底質を考慮せ

ずになまこけた網の漁獲効率を lとしているので，資

源量は常に過小評価となっている。ただし，得られた初

期密度分布図に詳細な底質分布図を GIS上てo重ね合わ

せれば，底質による漁獲効率の違いを初期分布密度の推

定に反映させることは可能である。真の資源量は，資源

の再生産関係や適正な漁獲率を把握していく上で不可欠

である。そのため，資源量推定の精度を向上させるに

は，保護区などの資源量の推定やマナマコの分布の特徴

の解明に加えて，なまこけた網の効率の把握および底質

分布図の作製を行う必要がある。

本研究で扱った DeLury法，面積密度法ともに，漁業

情報をベースとしているため，試験調査にともなう調査

費用がほとんどかからず，調査の継続性の点では支障は

ない。ただし， DeLury法ではモデル適用の基本条件を

満たさない場合があり ，新たな情報を収集して拡張した

DeLury法11)を用いなければ，継続的に資源評価を行っ

ていくのは困難である。 一方，面積密度法は，なまこけ

た網の漁獲効率を 1としていることと，保護区などを

除いていることから，資源量推定値は真の資源量より過

小となっていた。しかし，面積密度法は漁場全体からマ

ナマコの分布密度を直接計測しているため，抽出誤差が

小さく，対象とする漁場の初期資源量の最小推定{j直を必

ず算出することができる。さらに，付随する情報として

漁場の規模，マナマコの分布，努力量の分布などの空間

情報も把握できる。北海道ではマナマコの資源管理は漁

業者自らが意志決定をして実践しており，具体的な管理

方法として保護区の設定，漁獲制限サイズの設定，漁期

の制限，漁獲量の制限がある。マナマコの漁獲量の規制

や努力量の総量規制を行う恨拠とするには， DeLury法

の資源量推定値は精度が低い。さらに，空間情報を活用

できないので，保護区の設定や，曳網;場所の集中を回避

する具体的措置の提言は困難である。一方，面積密度法

は，資源量推定値の推定精度が高く，曳網場所，漁獲

量，マナマコ密度の分布などの詳細な空間情報が得ら

れ，資源状況に応じた具体的な管理措置を提言できる。
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したがって，北海道沿岸域のなまこけた網漁場における

マナマコの資源量推定には，資源量の推定精度と空間情

報を資源管理に活用できる点で面積密度法を推奨する。

謝辞

本研究は，総務省委託研究事業 「戦略的情報通信研究

開発推進制度 (SCOPE) (平成 21 年度~22 年度)j の

「マリンブロードバンドを活用した ICT漁業の実現とリ

アルタイム水産資源評価に関する研究開発j，ならびに

農林水産委託研究事業「新たな農林水産施策を推進する

実用技術開発事業」の「操業情報共有による北海道マナ

マコ資源の管理支援システム開発とガイドラインの策定

(平成 23~25 年度) j を活用した成果である。ここに記

して謝意を表す。

本論文をまとめるにあたり，ご校聞の労をとっていた

だき，有益なご助言を賜った北海道立総合研究機構稚内

水産試験場調査研究部長中明幸広氏には，心より深謝し、

たします。

文献

1) 高橋手[1寛.マナマコ. li漁業生物図鑑新北のさかなた

ちJ(上|珂吉幸，前田圭司，嶋FEI 宏， I鷲見達也編，永島

敏博，鳥津雅監修)北海道新聞社，札幌. 2003; 408-

409. 

2) 附和 58年~平成7年北海道水産現勢(北海道水産部

漁政諜編).北海道λK産部，札幌 1985~1997. 

3) 平成 8年~平成 20年北海道水産現勢(北海道水産林

務部企画調務課編).北海道水産林務部，札幌 1998~ 
2008 

4) 白木原因雄 資源量推定手法の現状と発展方向.研究ジ

ャーナjレ1994;17・6-10.

5) DeLu1'Y DB. On estimation of biological populations. Bio 
metrics. 1947; 3: 145-167 

6) 松宮義晴.長崎県大村湾におけるマナマコ資源の解析

長崎大学水産学部研究報告 1984;55: 1-8 

7) 佐野稔，坂東忠男.ハンディ GPSプロッタを用いたミ

ズダコ資源分布図の作製の試み.海洋水産エンジニアリ

ング 2007;7: 15-21. 

8) 北海道の漁業図鑑 写真でみる沿岸漁業最前線.北海道

水産業改良普及職員協議会.札幌 2006. (CD-ROM) 

9) Kanno M， Suyama Y， Li Q， Kijil11a A. Microsatellite Anal-

ysis of J apanes巴SeaCucumbe1'， Stichotus (Atostichotus) 

Jatωlicus， Supports Rep1'oductive Isolation in Colo1' Va1'i-

ants. Mal'. Biotech河01.2006; 8・672-685

10) 倉持卓司，長沼毅相模湾産マナマコ属の分類学的再

検討 生物関科学 2010;49: 49-54 

11) U.I川 卓 DeLury法 「資源評価体制確立推進事業報告

害一資源解析手法教科書 J (問中昌一，青木一郎，赤嶺

達郎， づL俊雄，岸|到達，高場稔，圧l中栄次，福田

雅明，谷津明彦，白木雄一，平日出時失編)社団法人日本

水産資源保護協会，東京. 2001; 73-90 

12) 和任l雅昭，畑中勝守，木村l暢夫，天下井清ー水産業にお

ける情報技術の活用について- 1. 三次元海底地形図の

取得と活用 日本航海学会論文集 2005;112: 189-

198 

13) Mo1'ishita M. Mesuring of disp巴rsionof individuals and 

analysis of the distributional patterns. Mem. Facul. Sci 

Kyushu Univ. Sel'. E. 1959; 2: 215-235 

14) 佳相 「なまこの研究 ーマナマコの形態・生態・増殖

」海文堂，東京 1963. 

15) Miller RJ， Mohn RK. Critique of the Leslie l11ethod for es-
til11ating sizes of c1'ab and 10bste1' population. N. Am. J 
Fislz. A佐1月age.1993; 13: 676-685 

16) 小島博 クロアワビの生態と資源評価.水産資源管理l
談話会報 2007;39: 17-35 

17) 若林 清 東部ベーリング海におけるコガネガレイの漁

業生物学的研究速水研報 1989;26: 21-152目

18) 服部努，成松謄二，伊藤正?に上回祐司，北川大二

東北海峡におけるキチジの資源量と再生産成功率の経年

変化. 日水誌 2006;72: 374-381 

19) 上回祐司，成松庸二，服部努，伊藤正木，北川大二，

宮川なす美，松石隆. VPAと着底トロール調査におけ

る資源量から推定された東北海域におけるマダラの漁獲

効率. 日水誌 2006;72: 201-209. 

20) 志村健， 大下誠二，寺門弘悦，閃永軍 日本海南西

海域におけるに1"層トローノレと而積密度法を用いたマアジ

当歳I旬、の現存量推定手法の開発.日水弘、 2009;75: 1042 
-1050. 

21) 川原重幸 掃海面積法. 1資源評価体制確立推進事業報告

書 資源解析手法教科書-J(回1'1.1昌一，青木一郎，赤嶺

達郎， ー丸俊雄，岸田達，高場稔，問中栄次，福旺1

~ít明，谷津明彦， 由木雄一，平日圧!日寺夫編)社団法人日本

水産資源保護協会，東京 2001; 170-175. 

22) 畑中宏之.ナマコこぎ網の漁獲効率の推定について 水

E主1曽姫 1994;42: 227-230. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

