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北太平洋におけるアラスカメヌケの体長組成

から年令組成を推定する方法について

千国史郎

まえがき

漁獲物の年令組成を推定する方法は多くある。最も直接的な方法は、漁獲物の中から無作為に抽

出した標本魚から年令形質を採集し、年令査定された標本年令組成を用いて推定する方法である。

しかしこの方法では、標本の時間的空間的な代表性を適切にするために膨大な作業が必要となる。

北太平洋におけるアラスカメヌケには 4つの系統群があり(千圏、 1914a )、それらのそれぞれに

ついてこの方法を用いで年令組成を推定する事は、実行上ほぽ不可能に近い。

年令組成を間接的に推定する方法としてよく用いなれる方法は、漁獲物の体長組成を調査してそ

れを年令組成に変換する方法である。北太平洋のアラスカメヌケについては、日本の漁業に関ーする

限り、漁獲物の体長組成が広い水成にわたってほぼ定期的に調査されている(千園、 1914a )。し

たがって、東太平洋海域(プリテツシュ・コロンピア以南の水域を除いて、漁獲物体長組成は持間

的および空間的な代表性に問題のない資料が整備されている。

体長組成を年令組成に変換する際、最も多く用いられているのはAge-LengthKeyを適用

する方法である。

この文書では、年令別体長分布から作製したAge-LengthKeyを観測された体長組成に適

用してイテレーション(繰返し計算)を行ない、適用された体長組成に最もよく適合した年令組成

を推定するという方法(福田， 1914)を用いて、北太平洋におけるアラスカメヌケの年令組成を推

定する方法を検討した。

l 年令別体長分布

別の文書(千園、 1914a)で明らかにしたように、漁獲物の年令別体長組成は、年令別平均体長

を中心にほぼ正規分布に近い分布をしている。また、その標準偏差と年令との聞には正比例の関係

がある。

ここでは、年令別体長組成がほぼ正規分布に近い分布をするという仮定において、アラスカ湾海

域系統群の年令別の尾又長と年令別体長組成の標準偏差とから年令別体長分布(正規分布)を求方

た。生活史および生長の研究結果から、加入年令は 5才、寿命は 25才と推定したから、取り扱う

年令巾は 5-25才とした。

2 試料〈年令組成から逆算した体長組成〉

13才から却才の聞の生残率を 0.15とし、 5才から 25才の聞の他の年令には適当な数値を与え
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て、シミュレートしたひとつの年令組成を作製した (Fig.l)。その年令別尾数ピ年令別体長分

布を適用して年令別の体長組成(正規分布)を計算し、すべての年令の体長組成を合計して逆算

体長組成を作成した CFig.l)。

3 イテレーション

年令組成(比)の初期値を 1とし、年令別体長分布から体長階級別年令別頻度分布を計算して第

1次のAge-LengthKeyとした。第 1次のAge-LengthKeyを体長組成に適用して第

1次の年令組成を求める。得られた年令組成(比)によって、年令別体長分布の年令別の重みづけ

を行ない、第 2 次のKey を作製する。第 2 次の ~ey を体長組成に適用して第 2次の年令組成を

求める。この繰返し計算を進めると、年令別体長分布の年令別の重みづけのために与えた年令組成

(比)と得られた年令組成(比)とが次第に緩近して、体長組成から推定された年令組成はある所

に収れんして来る。

本文書の前項で述べた、逆算体長組成について上記のようなイテレーションを行ない、計算され

た年令組成をみると、 Fig.2に示したように変化する。 Key を修正して行く過程から明らかな

ように、当初は平担な年令組成が得られるが、イテレーションの回を追って計算値はシュミレート

した数値に接近する。却回のイテレ一泊ンの結果はほとんどシミュレートした数値に一致してい

る。このイテレーションには電子計算機を用いなければならないから、徒にイテレーションの回数

を増すことは得策でない。

連続した 2回のイテレーション結果の年令組成(比)の差の絶対値

I dij 1= I川一 rj ，j-l I 
( i ::年令， J イテレーシ 9 ン回数)

をとり、その平均値

ー=十111djj I 
がイテレーションによってどのように変化するかを調べた (Fig.3)odjは、初回からイテレー

ションが進むに従って急速に減少して行くが、 0.001を越えたあたり(5回)から減少速度が若干

低下する。その後も減少速度は除々に低下し、 0.00005を越えると(14回)、急に大きく速度が低

下してほとんど変化しなくなる。この変化はdjがほぼ0.001となるまでの聞に収れん速度の有効注

第 1段階があり、それから 0.00005となるまでの聞に第2段階がある事を示していると考える。

イテレーションを終了する判定条件として、

dj ，0.002 

2 



という条件を設定すると、この試料のイテレー.ションは 5回で終了する。イテレーション 5固で得

られた年令組成をシミュレートした数値と比較すると、 21才以上の高令域ではまだ充分に収れん

していないが、司全体としてみればよく接近している(Ta b 1 e 1， F i g. 2 )。計算された年令

組成の分布型に、偏りはほとんど生じていない。また、実数値の差もわずかである。すなわち、シ

ミュレートした数値と計算値との差は、 5~ 12才について 122尾(0.5%)、 13 ~20 才につい

て 156尾(0.6%)、 21~25 才について 284尾(1. 1%) にしか過ぎない。したがって二 13~20

才の計算値から求めた生残率(O. 755 )は、試料に与えたそれ(O. 754 )によく一致している。

21~25 才で求めた計算値の生残率( 0.846 )は、試料に与えられたそれ(0.772 )より大きいが

その差は 7.4%程度でしかない。 13才から 25才を通して求めた生残率の差は1.2%程度である(

Ta b 1 e 1 )。

以上の結果を総合し、アラスカメヌケの体長組成を年令組成に変換するには、 Age-Length Keyを用

いてイテレーションを行なう事が適切と考える。イテレーションの収れんの判定条件としては、Key

を作製する年令別体長分布の重みずけに与えた年令組成(比)と得られた年令組成(比)との差の

絶対値の平均が 0..002以下になる事とすれば、実用上充分な精度の推定値が得られる。

アラスカ湾のアラスカメヌケについて著者が以前に報告した年令組成(千園、 1970)は、上記の

ような検討がなされていない方法によって推定した。したがってそれらの報告値は充分に信績でき

ない。

イテレーションによる年令組成の収れんの速度や推定値の精度は、年令Htl体長分布の特徴、体長

組成の分布型、尾数の大きさなどによって異なる。これらの点は今後シミュレーションによって吟

味する必要がある。
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Tab I e 1. Comparson of the age-compositions between 

simulate number and estimates through 5-times 

iteration. 

S imu I ate 
Estimates 

Age by 5-t ime s 
number iteration 

5 180 115 

6 866 861 
7 880 996 
8 1,878 2,065 
9 8, 128 8,129 

10 8,885 8,660 

11 8,708 8,541 
12 8,084 8,010 
18 2,400 2,870 
14 1,819--- 1,788 
15 1,872 1,829 

16 1,085 990 
17 774 742 
18 584 570 
19 440 447 
20 829 856 

21 249 291 
22 191 244 
28 148 208 
24 116 180 
25 94 159 

Total 26,550 26,551 

Survival rate, o. 754 o. 755 ages 18-20 
Survival rate, O. 772 0.846 ages 20-25 
Survival rate, O. 756 O. 768 ages 18-25 
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TRANSLATION 

A METHOD TO ESTIMATE THE AGE COMPOSITION FROM THE OBSERVED LENGTH 

COMPOSITION FOR PACIFIC OCEAN PERCH IN THE NORTH PACIFIC 

by Shiro Chikuni 

Fishery Agency of Japan 

October 1974 

INPFC 
Doc. 1678 

There are a variety of procedures to estimate the age composition of 

the commercial catch. Most directly it can be done by age determination 

using aging materials taken from random samples from the commercial 

catches, although a formidable amount of work is required to guarantee 

representativeness of sampling coverage in time and space. Practically 

speaking, it is hardly possible to follow this kind of direct procedure for 

Pacific ocean perch in the Nerth Pacific, consisting of four more or less 

discrete stock unit (Chikuni, 1974a). 

A common and indirect procedure is to transform length compOSition into 

age composition, ~epresentative samples of length composition being more 

easily obtainable. The length composition of Japanese catches of Pacific 

ocean perch in the North Pacific have been investigated at mere or less 

regular intervals with a wide coverage (Chikuni, 1974a). In other words, 

the length composition of the commercial catch, sufficiently representative 

in time and space, is available for Pacific ocean perch in the eastern 

North Pacific (exclusive of the waters south of British Columbia). 
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A usual way of transformation is a simple allocation by use of the 

so-called Age-Length Key. In this document, however, a trial is made by 

iteration (Fukuda et ale 1974) to obtain an estimated age composition 

which will better fit the observed length composition, starting with length 

frequencies by age. 

1. Length frequency distribution by age 

As indicated in another document (Chikuni 1974a), the length frequencies 

by age have each followed an almost normal distribution with a mode of the 

average fork length by age. Their standard deviations indicate a linear 

relationship against age. 

Therefore, assuming a normal distribution for the length frequencies 

by age, the parameters--mean and the standard deviation--were determined 

through the observed mean fork lengths and the observed standard deviations. 

Life history and growth studies have indicated the age of recruitment to be 

five years of age and the life span to be about 25 years, and therefore the 

observed length composition is assumed to include 5 to 25 year old fish. 

2. Test material (Derived length composition from a given age composition) 

A hypothetical age composition was constructed by assuming a survival 

rate of 0.75 for ages 13 to 20 and by giving arbitrary compositions for other 

ages between 5 and 25 years (Fig. 1). Then, the length composition by age 

was calculated by use of length frequency distribution by age and summed 

to a derived length composition from a given age composition (Fig. 1). 

3. Iteration 

The first-step Age-Length Key (Age frequencies by length class) was 

constructed by assuming a rectrangular age compOSition and by use of the 
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length frequencies by age in the above. And then the first approximate age 

composition was obtained by allocation of the length frequencies of the 

derived composition by means of the first-step Age-Length Key. The second-step 

Age-Length Key was constructed by use of the original length frequencies by 

age and the first approximate age composition and weight. The second 

approximate age composition was then obtained by allocation of the length 

frequencies of the derived composition by means of the second-step Age-Length 

Key. With iteration proceeding, the j-th approximate age composition comes 

out closer to the (j-l)th approximate age composition, which was used as 

weight in the j-th iteration. 

The step by step results of applying this kind of iteration procedure 

are shown in Fig. 2. As iteration proceeds, the approximate age composition 

comes out closer not only each other but also to the initially assumed age 

composition. The 20-th approximate age composition was almost identical to 

the initially assumed age composition. 

Now, denote by I dij I the absolute differences of the approximate age 

frequencies rij ,in the two successive iterations, 

I dij I = t rij-ri, j-l I 

and take their arithmetic mean as follows 

dJ = 1 n 
n~ 

i=l 

I dij 1 

i=age 
j=number of iteration 

n=number of age classes 

-The behavior of dj against iteration is shown in Fig. 2. As expected, dj 

decreases rapidly in the earlier stages but its decrease slows down gradually 
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later (Fig. 3). If we set a condition to stop the iteration procedure as 

follows, dJ:$ 0.002 

then the procedure ends at the fifth iteration. Comparison of the fit-th 

approximate age composition with the initially assumed age composition indicates 

a good fit as a whole, except for the ages higher than 21 years old (Table 1, 

Fig. 2). Practically speaking there are no appreciable biases in the approxi

mate age composition. That is, their differences in number (and percentage) 

are 122 (0.5~) for the ages 5 to 12, 156 (0.6~) for 13 to 20, 284 (l.l~) 

for 21 to 25. The survival rate (0.755), calculated for ages 13 to 20 from 

the approximated age composition is almost the same as the initially assumed 

0.754. The calculated survival rate 0.846 for ages 21 to 25 is a little 

higher than the initially asSUJD!! dO. 772, but the difference in percentage 

is only 7 .4~. The discrepancy of the calculated survival rate over age 13 

to 25 years is 1.2~ (Table 1). 

Summing up the results of the test run in the above, we have concluded 

that this kind /of iteration procedure gives practically reliable estimate 

of the age composition of the commercial catch. The age composition for 

the Pacific ocean perch in the Gulf of Alaska, previously reported by 

the author (Chikuni 1970), was not guaranteed through this kind of examina

tion in the above and necessarily m~ be modified. 

The accuracies and practicability of the above procedures depend 

essentially on the characteristics of length frequencies by age, the observed 

length frequencies and the size of the sample. And they have to be further 

examined by simulation. 
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