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要　旨
　2011年９月，石狩湾沿岸のサケ定置網へのジンベエザメの混入が発見された．北海道沿岸でジンベエザ
メが発見されたのはこの年が初めてであり，その原因としては数十年規模の海洋変動が考えられる．
キーワード：ジンベエザメ，石狩湾，対馬暖流，海面水温，太平洋十年規模振動

はじめに

　ジンベエザメRhincodon typus Smith, 1828は，全

世界の熱帯～温帯海域（北緯35°～南緯30°）に分
布し，外洋から沿岸まで回遊する（水産総合研究
センター，2013）．回遊経路や距離，生息深度，
系群構造などは不明である．現生魚類として世界
最大であり，17～18mに達するだろうとされてい
るが，実際に正確に計測された最大値は12.1mで
ある（Compagno, 2001）．体色は背面～側面は
青灰色で白色の斑点と格子状の模様を持ち，腹面
は白色．プランクトン捕食者であり，小型の甲殻
類や小魚などを海水ごと口に含み，鰓耙で濾過し
て捕食する．IUCNのレッドリストでは絶滅危惧II
類（VU：絶滅の危険が増大している種）に指定さ
れている．肉やフカヒレは食用にされるが，日本
ではほとんど利用されず，ジンベエザメを対象とし
た漁業もない．
　 例年３月から９月にかけて定置網への迷入が比
較的多く発生し，沖縄や西日本を中心に，太平洋
側と日本海側合わせて年間およそ２～20尾程度が

記録される（水産総合研究センター，2013）．北
海道沿岸では2010年以前の発見例は知られていな
い．
　 このたび，2011年９月に石狩湾沿岸の定置網に
ジンベエザメが迷入した事例があった，との情報
を得たので，これについて調査し，海洋環境との
関係について考察した．
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図１．ジンベエザメの迷入が発見された位置（★）．
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目撃記録

　 石狩湾沿岸でのジンベエザメの情報は，2013年
10月初めに石狩市の漁師，清水周一郎さんから，
その知人と石狩市役所を経由して，いしかり砂丘
の風資料館に寄せられた．同月４日に聞き取り調
査を実施した．証言の概要は次のとおりである．

・2011年９月16日午前６時頃，石狩湾新港東
方，陸からの水平距離約1000m，水深約
12mの地点（図１）．

・第八十八石狩丸でサケ定置網を揚げたとこ
ろ，ジンベエザメが迷入していた．

・網のチャック（口）の大きさ（11～13m）
よりも大きく，頭と尾が引っ掛かった．ま
た，漁船のサイズとの比較から，体長は
14～15mと思われる．

・携帯電話のカメラで２枚の画像を撮影し
た．

・暴れるため漁船に転覆の危険があり，必死
で網から出した．逃れたジンベエザメは，そ
のまま泳ぎ去った．

　 清水さんによって撮影された２枚の画像は，同
日06:01に続けて撮影されたものである（図２）．
１枚目には網の中の吻部右側面が写っており，噴
水孔（呼吸孔）と眼が確認できる（図２Ａ）．２
枚目は第１背鰭の右側面と思われ，青灰色の地に
ジンベエザメの特徴である白色の斑点と格子模様
が明瞭に見て取れる（図２Ｂ）．

北海道におけるジンベエザメの記録

　 北海道沿岸におけるジンベエザメ目撃等の記録
は，今回の事例にほかに，2011年９月中旬の増毛
沖（三原，2012），2012年９月17日の余市沿岸
（おたる水族館，2012），の２例が知られている
のみである．おたる水族館により2013年に北海道
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図２．石狩の定置網に迷入していたジンベエザメ．
　　　Ａ：吻部右側面．Ｂ：第１背鰭右側面．
　　　（撮影：清水周一郎さん）
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西半分地域の漁業協同組合への聞き取り調査が実
施されているが，少なくとも日本海および太平洋
沿岸では過去のジンベエザメ目撃・捕獲情報は得
られなかった（おたる水族館，私信）．よって，
本例の石狩もしくは増毛の事例が，北海道沿岸に
おけるジンベエザメの初めての記録となる．
　 2011，2012年の３例ともサケ定置網への混入
で，増毛の個体が体長約５m，余市の個体が体長
約３mである．2011年の増毛の個体は現場で海に
戻され，2012年の余市の個体は混獲直後におたる
水族館に搬送され，10日間ほど飼育されたが，９
月27日に外洋へ放流された．2011年の石狩の事例
は増毛の事例とほぼ同時期だが，体長が大きく違
うことから，別個体と考えるのが自然である．ま
た，これまで記録のなかった北海道沿岸にも関わ
らず，この２年間で相次いで３個体も目撃された
ことは，偶発的な事象ではなく，海洋環境の変動
が要因である可能性を示唆している．

ジンベエザメの北上と海洋環境

　 余市でジンベエザメの混入が見られた2012年９
月の石狩湾周辺海域の海面水温（SST）は，月平
均値で平年差＋４℃と際立って高い（気象庁，
2013a；志賀，未公開データ（図３））．同年秋
は石狩湾沿岸でアオイガイやタコブネなど，対馬暖
流を起源とする生物の大量漂着現象が見られた
（志賀，2013）ことからも，ジンベエザメのよう
な温帯～熱帯に分布する生物が，対馬暖流に乗っ
て北海道沿岸のような亜寒帯まで北上しやすい状
況にあったことがわかる．
　 しかしその一方，石狩と増毛で混入が記録され
た2011年のSSTは平年より１℃高い程度にすぎ
ず，石狩湾のSSTの上昇だけにジンベエザメ北上の
原因を求めるのは困難である．そこで北太平洋広
域のSSTに影響を与えている気候変動要素として，
北太平洋十年規模振動（PDO）の指数を見ると，
2010年以降，極めて大きな負の値を継続して示し
ている（図４，気象庁，2013b）ことがわかる．
PDO指数が低い（負の値で絶対値が大きい）時期

は，アリューシャン低気圧が弱体化し，北太平洋
高緯度域の中部から西部にかけてSSTの年偏差が
高くなるなどの現象が出現する（Mantua-et-al., 
1997）．このことは，石狩湾周辺に限定されな
い，PDOの影響が及ぶような半球規模の気候変動
が，ジンベエザメ北上の背景にある可能性を示唆
している．
　 日本国内におけるジンベエザメの目撃情報は，
前述のように西日本を中心に年間２～20尾程度の
報告がある．水産総合研究センター（2013）がま
とめた全国での年間目撃件数を整理してみたとこ
ろ，情報数の非常に少ない1980年以前を除くと，
長期的な傾向として，目撃件数の増加が目立つの
は1990年代前半，2000年前後，2000年代後半
（2005年～2010年頃）以降の３つの時期であるこ
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図３．石狩湾新港の東方における８月～９月の
SST．砂浜で海水を採取して計測した値．矢印は
ジンベエザメが発見された日．点線は観測を始め
た2006年から2013年までの平年値．
Ａ：2011年，Ｂ：2012年．
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とがわかる（図５）．これらはいずれもPDO指数
が負の値を示している時期に一致する．
　また，記録のある1950年～2010年の間で最北目
撃海域は青森県で，1962年と2002年の記録がある
（ただし２例とも情報源はインターネットであ
り，詳細は不明）．いずれの年も，10～20年とい
う長期間に渡ってPDOが負のモードに移行してい
た時期である（図４）．この点も，SSTの上昇に
加え，海洋の一次生産量や海流など，北太平洋に
おける数十年規模の気候変動に伴う様々な海洋環
境の変動が，ジンベエザメの北上に影響を与えて
いた可能性を示唆している．その関係の検証のた

めにも，今後の目撃・混獲記録の確実な収集が必
要である．
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図４．1950年以降の北太平洋十年規模振動指数の
変動（気象庁（2013b）公開の値から作図）．

図５．日本沿岸海域における1950年以降のジンベ
エザメの年別出現記録（水産総合研究センター
（2013）から作図）．
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Record of a whaleshark (Rhincodon typus) caught on the coast of Ishikari Bay,

Hokkaido, Japan in 2011 and its oceanographic significance

Kenji SHIGA

Abstract
        Rhincodon typus was discovered in a fixed net of salmon fishing at Ishikari Bay, September of 

2011. It was the first year that R.-typus was seen near the coast of Hokkaido, Japan. Decadal 

oceanographic change may made them move northward.
Key words: Rhindocon typus, Ishikari Bay, Tsushima Current, sea surface temperature, 

Pacific Decadal Oscillation
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