
令和4年度　北海道周辺海域における主要魚種の資源評価結果一覧

評価区分 用いた様式 No 魚種 海域 指標 評価年 集計期間 水準 動向

一般 一般 1 スケトウダラ 日本海 産卵親魚量 2021年度 4月～翌3月 低 横ばい

一般 一般 2 スケトウダラ 太平洋 資源量指数 2021年度 4月～翌3月 中 横ばい

ハーフ（まがたり） 概要報告 3 スケトウダラ 根室海峡 CPUE 2021年度 4月～翌3月 中 －

ハーフ（まがたり） 概要報告 4 スケトウダラ オホーツク海 CPUE 2021年度 4月～翌3月 高 －

一般 一般 5 マダラ 日本海 漁獲量 2021年度 4月～翌3月 高 減少

ハーフ またがり 6 マダラ 太平洋 CPUE 2021年度 4月～翌3月 高 不明

ハーフ またがり 7 マダラ オホーツク海 CPUE 2021年度 4月～翌3月 高 不明

一般 一般 8 ホッケ 道央日本海～オホーツク海 資源重量 2021年度 1月～12月 中 横ばい

一般 一般 9 ホッケ 道南日本海～道南太平洋 資源重量 2021年度 1月～12月 中 減少

ハーフ（まがたり） 概要報告 10 ホッケ 太平洋～根室海峡 漁獲量 2021年度 1月～12月 中 －

一般 一般 11 マガレイ 石狩湾以北日本海～オホーツク海 資源重量 2020年度 7月～翌6月 中 横ばい

ハーフ（一般） 概要報告 12 マガレイ 道南太平洋 漁獲量 2020年度 8月～翌7月 中 －

一般 一般 13 ソウハチ 日本海～オホーツク海 資源重量 2020年度 8月～翌7月 中 横ばい

一般 一般 14 ソウハチ 道南太平洋 資源重量 2020年度 8月～翌7月 高 横ばい

ハーフ（一般） 概要報告 15 クロガシラガレイ 石狩湾以北日本海～オホーツク海 漁獲量 2020年度 6月～翌5月 低 －

ハーフ（一般） 一般 16 アカガレイ 噴火湾 漁獲量 2021年度 1月～12月 低 横ばい

一般 一般 17 ヒラメ 日本海～津軽海峡 漁獲量 2020年度 8月～翌7月 中 横ばい

一般 一般 18 マツカワ 北海道～常磐以北太平洋 資源重量 2021年度 4月～翌3月 中 増加

またがり またがり 19 ニシン 道北日本海～オホーツク海 漁獲量 2021年度 1月～12月 中 不明

一般 一般 20 ニシン 後志～宗谷湾 資源重量 2021年度 5月～翌4月 高 横ばい

一般 一般 21 シシャモ 道南太平洋 CPUE 2021年度 1月～12月 低 横ばい

一般 一般 22 シシャモ 道東太平洋 CPUE 2021年度 1月～12月 低 減少

一般 一般 23 ハタハタ 日本海 資源重量 2021年度 1月～12月 低 増加

概要報告 概要報告 24 ハタハタ 太平洋 漁獲量 2021年度 1月～12月 低 －

太平洋：中

オホーツク：低

ハーフ（浮魚） 概要報告 26 イカナゴ類 宗谷海峡 漁獲量 2021年度 1月～12月 低 －

一般 ケガニ 27 ケガニ 噴火湾 資源量指数 2021年度 4月～翌3月 中 減少

一般 ケガニ 28 ケガニ 胆振太平洋 資源量指数 2021年度 4月～翌3月 低 増加

一般 ケガニ 29 ケガニ 日高 資源量指数 2021年度 4月～翌3月 低 減少

一般 ケガニ 30 ケガニ 釧路西部・十勝 資源量指数 2021年度 4月～翌3月 不明 不明

一般 ケガニ 31 ケガニ 釧路東部 資源量指数 2022年度 1月～12月 低 増加

一般 ケガニ 32 ケガニ オホーツク海 資源量指数 2021年度 3月～翌2月 中 横ばい

一般 一般 33 ホッコクアカエビ 日本海 CPUE 2021年度 1月～12月 低 横ばい

一般 一般 34 トヤマエビ 噴火湾 資源重量 2021年度 1月～12月 低 不明

ハーフ（一般） 概要報告 35 ミズダコ 北海道周辺 CPUE & 漁獲量 2021年度 1月～12月 中 －

概要報告 概要報告 36 ヤナギダコ 北海道周辺 漁獲量 2020年度 9月～翌8月 中 －

浮魚 浮魚 37 スルメイカ 日本海 CPUE 2021年度 4月～翌3月 低 不明

浮魚 浮魚 38 スルメイカ 太平洋～オホーツク海 漁獲量 2021年度 4月～翌3月 低 横ばい

浮魚 浮魚 39 サンマ 太平洋～オホーツク海 標準化CPUE 2021年度 1月～12月 低 減少

浮魚 浮魚 40 マイワシ 北海道周辺 漁獲量 2021年度 1月～12月 中 横ばい

浮魚 浮魚 41 サバ類 太平洋 漁獲量 2021年度 1月～12月 中 横ばい

浮魚 浮魚 42 ブリ 北海道周辺 漁獲量 2021年度 1月～12月 高 横ばい

●評価区分

　・浮魚資源：本州南部で産卵し，本道周辺には索餌回遊する資源

　・一般資源：概要報告，またがり，浮魚を除くその他の資源

　・またがり資源：ロシア海域や本州海域から不規則に来遊することが想定される資源

　・ハーフ評価資源：またがり，浮魚，一般のうち、得られる情報が限られていることや、行政や現地からのニーズ等を考慮し、フルバージョンの評価書の作
成は３年に一度程度とし、その他の年には概要報告書の提出のみとする資源。概要報告に該当する年には動向判断は行わない。

●令和４年度から概要報告書を除く資源評価書を、一般、またがり、ケガニ、浮魚の４種類とした。

●指標：　水準（資源水準または来遊水準）を判断する指標，　評価年：水準を判断した年（年度），　集計期間：評価年に対応する集計期間

●水準：一般資源では資源水準，浮魚とまたがり資源では北海道への来遊水準，動向：評価年から翌年にかけての資源動向
※  概要報告書では動向判断は行わない

2021年度 1月～12月 －概要報告

　・概要報告資源：得られる情報が限られていることや、行政や現地からのニーズ等を考慮し、フルバージョンの評価書を作成せず、概要報告書のみを毎年
提出する資源。動向判断は行わない。

概要報告 25 キチジ 北海道周辺 漁獲量
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