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ＣＯＰ１０開催記念生物多様性リレー講演会 

静岡の川から考える生物多様性   

 

   講演①  「川 あ っ て こ そ 魚 （ う お ）                       」 

 

                静岡淡水魚研究会会長  板 井 隆 彦 氏 

 

 

 板井です、どうぞよろしくお願いします。 

 先ほど副市長さんからＣＯＰ10の話がありました。Conference of the Partiesの第10回目の会

議ということで、まもなく名古屋で開かれるということになっています。ＣＯＰ10の会議内容とい

うのは、生物の多様性の保護、生物の保護、それのほかに有効な利用、それから有効な利用したと

きに生じる利益、それの公平な分配、そんな観点でのものです。多くの人が参加するという点では、

やはり最後の遺伝子資源を有効に利用についてで、これでもうけようと、そういう魂胆の人たちが

たくさん集まってきているように思います。しかし、生物の保護にも最近関心が向いてきていると

いうのは、大変我々ナチュラリストにとってはありがたいことだと思っております。 

 きょうは、川の中の生き物はたくさんいるんですが、その中の魚だけの大変限られたお話をする

ことになります。多様性の問題、それからもう１つは川の問題、この両方をお話しすることになり

まして、今日のタイトルは、変じゃないかと思われる方も多いのではないでしょうか。「魚あって

こそ川」、魚がいてこそ川じゃないかというタイトルにするのが本当じゃないかとお思いでしょう

が、きょうはわざわざ逆さまにして「川あってこそ魚」ということでお話をさせていただきます。 

 最初は川魚の代表、アユですね。このスライドはアユの塩焼きですが、残念なことに緑色のもの

がありません。私、関西人なのですが、関西の人間は、蓼酢で食べるというのが食べ方なのです。

緑、鮮かなこのカボスが添えられていないのは特に残念ですが、それなしでもアユは非常においし

い魚です。特に興津川のアユは全国的にも有名で、この川のアユの解禁は全国一早いということで、

その点でも釣り人でたいへんにぎわっています。 

 この魚が興津川で健全にずっと育ってくれればいいのですが、近年川が尐し乱れてきているとい

うようなこともありますので、その点でも今後、皆さんに尐し厳しく監視していただこうというお

願いを込めて、きょうの話をさせていただこうと思います。 

 静岡県には天竜川から東のほうの千歳川までたくさんの川がありますが、一本の川でも上流から
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河口までいろいろ形が見受けられます。そして、そのそれぞれにいろいろな魚が生息していまして、

これらについて、つぎに紹介します。 

 上流にいる魚、それから中流には、アユを含めていろんな魚がいます。下流にはメダカですね。

きょうは、午前中、麻機のところで子供を集めた自然観察会がありました。やっぱりＣＯＰ10とい

うのがありますから、その中に、生物多様性の事業に貢献するというある企業の方が大勢見えられ

て、本来は20名の子供さんとその親御さんだけで40名くらいで細々とやるのですが、きょうは百何

十名というような感じで、随分にぎやかな自然観察会になりました。そのときに目玉になったのが

やはりメダカです。麻機の遊水地にも随分メダカが戻ってきました。 

 河口では、フナ、コイ、それから下流では、シロウオがいます。 

 つぎに川の仕組みです。川と言えばふつう、魚と思うのですが、実はいろんな生き物がいて、１

つの生物群集というのをつくっていて、それが環境と一体になって川の生態系というのをつくって

います。 

柿田川での生き物調査によってわかってきたことですが、太陽の光が、こういう微小藻類しか書

いてありませんが、水草類もたくさん生えていて、それらがまず、水生昆虫類やその他エビ、カニ

類の食物となるエネルギーの流れがあります。そして、魚では、アユは直接に藻類を食い、その他

の魚は藻類を食ったり、水生昆虫を食ったりして育っていくというようなエネルギーの流れがあっ

て、最終的には鳥にいったりあるいは人間にいったりし、一つの生態系が、生態系というのは閉じ

ていなければ生態系と言えないのですが、ちょっとオープンな生態系ができ上がっています。 

 だから、川を考えるときには、まず生き物だけを考えても、こういうさまざまなものを考えなけ

ればいけないということになるわけですね。魚が単独で生きているというようなことはほとんどな

いということです。 
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次は魚など生き物でなく、川の環境ということをちょっと考えていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図は、横軸は川の河口からの距離、縦軸は山の高さといいますか標高になります。だけど川

は上からこういうふうに流れてくるわけです。景観写真を見ていただきますと、河口と下流、それ

から中流、上流という、こういう景観の変化があるわけです。これらを可児藤吉という人が、上の

ような図によって区分分けしたんですね。そこに書いてあるのがＡａ、Ｂｂ、Ｂｃという記号分け

で、これが川の流域といいますか河川の形態を示すものになります。 

 普通、川を上中下に分けるのは、河川管理者は川を３等分して、一番下の部分を下流、真ん中部

分を中流、一番上の部分を上流に区分します。例えば静岡市を流れる巴川のような川は景観の上で

は、ほとんど下流ばっかりというふうに思いますが、河川管理者の言う区分では上流というと、こ

の辺が上流ということになりますね。この巴川というのは下流の景観の部分が非常に長くて、３等

分した場合には、景観的には下流なのだけど、もう中流に入っちゃうというようなことが起こりま

す。 

 そういうお役人がやるような区分は環境には向かないということで、可児さんの区分が用いられ

ることになります。こういう川の蛇行の仕方と瀬と淵の配分によっていまして、蛇行が起こると水

衝部、水が当たった部分が掘れるわけですね。掘れるとそこが深みになる。深みになるとその上の

部分、上流側の細かい砂がこの下流側の淵に流れていく、そうすると大きな石ばっかり残るという

ことになって、ここの部分に瀬ができます。その石が流れる部分がだんだん尐なくなると平瀬とい

う緩やかな瀬になります。 

 だから、淵があるから早瀬ができ、平瀬ができます。こういうことになっていて、そういう目で
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川の上流、中流、下流を、こんな蛇行区間の瀬と淵の配分、瀬から淵への流れ方で見直してみる。

１つの蛇行区間の中にたくさん瀬と淵があるのはＡａ、１つの蛇行区間の中に一対の瀬と淵がある

というのがＢｂ、これは中流ですね。下流も同じなのですが、こういう波立った瀬がない、こんな

区分で分けると、これは一本の川における場所的な多様性ということにもなります。 

 川の上、中、下流の環境を大まかに川の規模、水温、水質、あわせて魚の種類を一覧表に示して

みました。 

 可児さんが示した川の区分の上流は左側に、下流は河口になると右側にあります。上流のほうは

当然河川の規模は小さくて流量も尐く、下流になると大きいというわけですね。同じように水温は

上流は、冷たいが下流になると温かくなる。水質も上流は非常に良好で貧栄養であるが、下流にな

るに従って栄養が多くなるというふうに川の上流から下流に向かい、一定の環境の勾配があるわけ

ですね。 

 それに合わせて魚がすんでいるわけでありまして、上流には冷水性の魚が尐数の種類だけすんで

います。中流には随分多くの魚がすんでいます。下流になると、下流の魚のほか、海から上ってく

るようなボラとかマハゼとか、その他の海の魚が入って来ています。そんなことで下流になるほど

種類は多くなってくるわけです。 

 このスライドは１つのすみ分けを示したものでありまして、可児藤吉さんが河川の区分をやると

きに指標にしたというより、これら水生昆虫のすみ方を説明したいために先ほどの河川形態区分を

したのですけれども、ヒラタカゲロウ類についてのものです。ヒラタカゲロウ以外にもコカゲロウ

とかブユとかにも同じようなすみ分けがあるんですが。川はちょっとこういった図の常識に外れて

右側から左に流れています。蛇行した部分の上流側に流れの速い早瀬があります。同じように早瀬

があり次に、淵があって平瀬があると、そういう川の流れがあるわけですね。その中でそれぞれの

虫がそれぞれ適当な場所にすんでいます。一番流れの速いところにすむのはウエノヒラタカゲロウ

というカゲロウ。順次、コミモンヒラタ、エルモンヒラタと変わり、シロタニガワカゲロウという

のが一番流れの緩い淵を中心に生息します。 

 川のいろんな環境があるから、こんなすみ分けによって、いろいろな虫が住むことができます。

同じように魚に援用すれば、いろんな環境があるからいろいろな魚がすめることになるわけです。 

 川には、さまざまな環境要因が関係しています。水が流れているから、コンクリートの溝でも水

が流れているから生き物がいるかなと考えるのは大間違いで、大体そういうところにはほとんど生

き物はいないですね。やはりいろいろな多様な環境があるから多様な生物がいるのです。これで今

日の「川あってこそ魚」というタイトルの話になっていくわけです。 
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 今までの話をおさらいしておきますと、川の生き物にとって大事なのは、先ほど言った物理的な

環境ももちろんなのですが、生物的な環境としての食物源というのがもっとも大事です。魚にとっ

ては付着藻類と底生動物が主な食物源ですから、それがどこに多いか、どこに尐ないかというのは

大切です。 

 瀬はどうかというと、付着藻類は早瀬で多く生産されます。淵は大体尐ないですけれども、尐な

いけれども全くないというわけではなくて、おもに瀬で生産されたものがたまってある程度存在し

ます。同じように、底生動物も早瀬に多いことは間違いないです。淵では全くいないかというと、

やはり瀬で生産された付着藻類がつねに供給されていますので、淵でも結構生息し、特に落ち葉が

貯まっているようなところでは、非常に虫の量が多くなります。こういうふうに、魚の食物となる

生物が生産されるところ、それからたまるところというのがあっていろいろ存在するところができ

るわけです。 

 魚のほうを見ますと、瀬にすむものは、皆さん御存じのアユ、先ほど食べるのにおいしいといっ

た魚、それが一番代表的です。それから吸盤を持った多くのハゼ類です。これも急流に適したもの

もおり、それらは瀬にすんでいます。しかし、大多数の魚は淵にすみ、ハゼ類でも吸盤の形の弱い

ものは淵にすむということになります。やはり、魚でも瀬にすむもの、それから淵にすむもの、そ

れから淵でもさまざまな場所にすむものがあり、いろいろな魚がすみ分けています。そして瀬で生

産したもの、それから淵でたまったものを、食べ分けているというのが、実際の川における魚の生

活の仕方ということになります。 

  生息場所はハビタートともいいます。ハビタートも大きな見方で、それから中ぐらい、また小

さいといろいろな見方をして、魚のすみ場を考える必要があります。大きなハビタート、川の上・

中・下流域ですね、イワナのような魚は下流域にはすみませんし、小さいハゼ類は主に下流域にす

むと。小さなハビタートは、瀬、淵、川岸なんていうものにあたりますが、中流域にすむハゼ類の

うちヨシノボリ類は主に瀬にすむ。ところがヌマチチブのようなハゼは、これはまた秋山先生の話

に出てくると思いますが、淵にすむことが多いというように、１つの生息場所として場所を小さく

見ることができます。もっと小さく見るというのは、川底が砂であるか礫であるか泥であるか、ま

たは、石があって大きく浮いているかはまっているかはミクロハビタート、マイクロハビタートの

見方となります。このようにして、さまざまな見方で環境を考えなければいけないというわけです。 

 こういったハビタートの多様性、生息場所の多様性が魚類群集の多様性を保証しているというこ

とが、きょうのタイトル「川あってこそ魚」という活のテーマになります。 

先ほどの川の浮き石、はまり石というのはどんなものかというとこういうことです。石が浮いて
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いるのは、石が積み重なってたくさんの隙間があって、ここに砂や小さい礫が混じっていない。だ

から、この下は流れに多分恐らくは大きな淵があるということですね。淵がなくて砂の運びが悪い

ところは、はまります。砂礫の上に完全に載っているときは載り石、はまり石といい、だから浮き

石のこういう間隙、この間隙こそが多くの水生昆虫のすみ場所になり、また、魚のすみ場所になる

ということで、非常に大切なところとなります。 

 川は蛇行によって水衝部ができる。水衝部ができると淵ができる。淵ができると早瀬ができる。

先ほど言ったことですね。そのほかに、蛇行していると、淵の上流にしばしばワンドという形のも

のができる。蛇行をしていて、そこでできる我々が河床型と呼んでいる川の形、川底の形は、蛇行

が典型的であればあるほど、格好がいいということになります。これが真っすぐになりますと、水

衝部がありませんから蛇行がすすまない。すなわち削る部分がないわけですから、どろどろっとし

た流れになって、生き物のすむ場所が乏しくなる、こういうことですね。今までやってきた川の改

修というのは、そういう直線的な改修が主だったわけです。 

 さて、川の構成単位と生息魚類についてですが、淵でも、底質が粗砂の部分とそれから石が粗砂

に乗っているところがあります。早瀬は浮き石で早瀬と淵の間に、はまり石の部分があります。付

着藻類、また底生動物においても、同じように量の多いところ、中くらいのところ、尐ないところ

があるので、同じ中流でも早瀬、平瀬、淵、それから、瀞（とろ）というのは淵の特に流れの遅い

部分になるわけですが、といったように場所の環境がいろいろ違うと、そこを利用する魚もそれに

応じて違ってくるというわけですね。 

 可児藤吉さんは、川岸もひょっとして４つ目の大事な環境要素ではないか示唆されていたのです

が、特に最近になって、私の後輩の谷田一三さんが、やはりそれを重要なものとしてクローズアッ

プさせました。この瀬の早瀬と平瀬、淵、それから川岸、これが重要な川の４要素であるというこ

とを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。 

 さて、ここからは、魚だけの紹介とさせていただきます。 

 上流の魚といえばヤマトイワナ。淵の深みにいます。まあ上流にいる魚は、早瀬が滝のようにな

っていますから、瀬にすむものはほとんどおらず、淵にすんでいます。そのかわり種類によって淵

の場所をすみ分けるわけですね。川底、それから中層の割と流れの速いところ、それから川底より

川岸と言うべきところを使う、こういった魚がいます。 

 カジカはそういった中でも礫の間に主にすみますから、上流でもやや下流側に多い魚になります。

それから、オオヨシノボリはそういう礫間の間にもすみますが、淵にもすみます。これは非常に遡

上能力の大きい魚ですね。以下ざっと見ていただくことにします。 
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 今度は中流です。アユ、それから瀬にすむものとしてもう１つボウズハゼがいる。これはアユと

同じように付着藻類を食います。オイカワも瀬に出たり、時には淵に入ったりしますが、そんなこ

とが起こることについては後で説明します。 

 淵にいるものはこんなものですね。ウグイ、カワムツ、アブラハヤ。それから淵の底にいるもの、

カマツカ、シマドジョウ。アユカケ、これは大きな石がないとおりません。 

 このスライドは、京都付近での淵の魚のすみ方を描いたものです。上層のほうにカワムツという

浮き魚が浮いています。アユは石のところにへばりついて付着藻類をはんでいます。ウグイは底に

沈み、それから石のあるところにヌマチチブやギギがいます。砂のところにはカマツカやシマドジ

ョウがいます、こんなふうに１つの淵の中でも環境に応じてすみ分けるということが起こります。 

 ここにいるカワムツについてですが、魚の生活場所は季節、正確には共存する魚種によって変わ

る、というのがオイカワ、カワムツとアユとの関係でみられ、アユがいるときにはオイカワは淵側

に移ります。カワムツは本当は淵にいるのです。オイカワに押し出されて瀬側に移ってくるといっ

たような変化が起こります。アユがいないときには正常な状態ですね。カワムツが淵にいてオイカ

ワは瀬に出ます。生活場所の占位関係も何がいるかによってこんなふうに、また変わってくるとい

うことです。 

 これが川魚たちの正常な姿なんですが、最近こういう大きな深い淵というのがなくなっています

ね。蛇行がないために水衝部がほとんどない。水衝部がなくなると掘れないので浅くなる。そうす

るとオイカワとかカワヨシノボリとか、そういった小砂利の多いところを好む魚ばかりになってし

まうということが多くの川で起こっています。 

 最後に、魚の世界への障害、外来種ということで紹介します。スライドでお示ししたような外来

種の多くは川にはおらずに、ため池あるいは池や湖とかの止水域に多いんです。こういう魚が入っ

たために在来のフナとかモツゴとかそういったものがいなくなる、メダカもいなくなるというよう

なことが起きています。こういう魚が入ると在来の魚、もとからいた魚がすめなくなるというよう

なことから、これらは特定外来種に指定されて、飼育したり、あるいはどこかへ持っていって放し

たり、そういうふうにすることは禁じられています。釣り上げたりしたとき、もちろん殺して持っ

て帰ることは構わないので食べることもできるわけですけれども、できたらそういうふうにして処

分していただきたいと思います。 

 次に、「川あってこそ魚」ということ表現で書いてありますが、まとめのようなものです。川は

上・中・下流で環境が違う。大事なのは蛇行があるということ、そして瀬、淵があるということ、

私が一番言いたいところはこれなのですね。 
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 あと、蛇行によっていろいろな環境ができます。そして、その多様な環境に応じて多様な魚がす

むようになります。こういうのが実は自然的なんですけれども、現在は乱れているという話は先ほ

どいたしました。ただ乱れている川については写真も何も出すことはありません。まず淵が大事だ

大事だと言ってきたわけで、淵の重要性について証拠を出した先生の研究例を紹介しておきたいと

思います。 

 蛇行点に淵ができるというのは非常に重要であるというのは繰り返しお話ししてきましたが愛媛

大学をもう今退官されて名誉教授でいらっしゃる水野先生のご研究です。兵庫県の円山川、これは

コウノトリの生息地である、豊岡市を流れる川ですね。30センチ以上になる大きなアユができる川

として、魚釣りの仲間でも有名な川です。私もこの川へ行って、余りに石が大きいので、川の調査

で何度も転んだ覚えがあります。そこの川も、いい川だ、いい川だと言っていても、やはり人間の

手が入ると乱れて、淵が失われてきたということで、この水野先生が今、国交省になっている建設

省の協力を得て実験をされたのです。直線的に単調化した瀬、淵もないような川を、淵を再生しよ

うということで造成しまして、そこの魚類がどう変わるかを調べました。 

 造成前は、ほとんどまっすぐ流れ、蛇行をつくってはおりません。ここに、ただ、一部淵をつく

って狭めるんですね。そういうような工夫をしまして瀬、淵を造成する。淵ができると早瀬ができ

るというような格好での淵の造成をしました。 

 造成前、魚はこんなふうにいたということです。それが何倍になったかというのが図で示されて

います。この一番多いのは100倍を超えている。それから黒で示したのが数です。それから白で示

したのが重さで示しています。何倍になったか、もとの何倍になったかを示していますが、造成後

の８月には、早瀬、淵はそんなに多くなっていないんですが、平瀬がとくに多くなりました。同じ

ように10月も、今度は淵が多くなって平瀬もそれにつぎ、早瀬のほうもかなり多くなったというよ

うに、造成後は造成前に比べると非常に多く魚がすむようになったということです。 

 要するに淵の造成をしたのだけれども、淵だけに魚が多くなるのではなくて、周りにも非常に影

響が及んだということですね、造成後は早瀬、平瀬、淵ともに生息密度が増大した。これは非常に

大切なところで、例えば、興津川でアユを多く育てたいと考えたときに、何を守ればいいのかとい

うと、まずは淵を守るということですね。淵ができると瀬ができるということは確かなのですが、

淵に魚がいるから、幾ら釣り上げても、釣り上げても、瀬にまたアユが湧いてくると、こういう状

況が起こるので、この研究はまさにその証明であるわけです。もしアユが早瀬だけにしかいなかっ

たら、それを釣り上げてしまえば、あっという間に魚はいなくなるわけですが、淵から供給される

とそしていつまでもいつまでも楽しくアユ釣りができる。こういうことになるわけです。淵の存在
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が非常に重要だということがおわかりいただけたでしょうか。 

 生物の多様性を乱すもの。生物多様性は、一般的に生物分野の人は種多様性というのを考えるこ

とが多いんですが、今ＣＯＰ10で考えられている生物多様性というのは、余りそれにとらわれてい

ないんです。種多様性についてはいろいろな見方の尺度があるということです。生物多様性は、簡

単に言えば生物が豊かに存在することです。その点では種多様性もほとんど同じです。 

 ところが、川を狭いところに閉じ込めると、川の河口あたりは埋め立てて、本来大きな湿地がで

きていたところは、湿地なんかを埋めてしまって水あそび場が、巴川の河口なんかそうですね、な

くしてしまうというふうなことが生じ、余りに過度に土地利用、環境の利用を行うと、多くの生物

がすみ場を失って、ものによっては絶滅の危惧さえ起こっています。 

 2004年に静岡県でレッドデータブックというのができて、その中に挙げられている絶滅危惧種の

魚の割合、それが12.3％あるということです。全国的にはもうちょっと高いですね。28％くらいあ

りましたか。そういう点では、静岡県はまだ自然が豊かであるというあかしにもなるわけですが、

いずれにせよ絶滅の危惧が１割以上あるということですから、もうふだんから環境に配慮するよう

な生活をしていくということが大事になってきます。 

原因として考えられるものに移入種がある。それから土木的な工事がある。土木工事というのは

おもに、面的な工事で、河川の流域を開発するというものですね。それから、河川工事といい、河

川内で行われるようなものがあります。それから、もう１つ、水質の汚濁がある。最近、巴川は流

域下水道が整備されて非常に水が澄んできましたね。そういうこともありまして、安心できるよう

な方向にはなってきているんですけれども、環境の多様性という点ではまだまだ物足りませんね。

真っすぐにしてしまった川を蛇行させろというのはなかなか無理な話なんですが、環境をもう尐し

多様化してもいいかなというふうには思います。 

 さて、絶滅の危惧というのが、特にこの静岡県の中部地域で大きいのがこのヤマトイワナとカジ

カの２種類なのです。平地にいる、静岡市にはいない魚では、カワバタモロコとかヤリタナゴとか

という魚も静岡県でとくに絶滅の危惧は大きいんですが。この静岡の井川の奥にいるヤマトイワナ

ですね。これはニッコウイワナという種類を人間が入れたのですね。そのおかげで居場所を奪われ

るということのほかに、雑種をつくって遺伝子汚染を起こしています。今、純粋のヤマトイワナが

いるようなところというのは、2004年に調べたときと、今調べているんですが、今と比べると、も

ともとのヤマトイワナのいた空間が狭くなっています。非常に狭くなっていて、本当に驚くべき速

度でヤマトイワナが減っているということがわかってきています。 

 カジカなんかも、近年、大井川の上流でいるかなと思って調べたら、もともといた川でとれなか
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ったとか、安倍川の奥仙俣にも多尐いたところがあるんですが、そこも最近調べたらとれなかった

というようなことが起こっていて、だんだん、あんまり人間が開発をしないでいるところでも、い

ろんな要因で生物の減尐が進んでいるということがわかってきました。それらは、かつてから進め

てきた森林開発のツケが来ていて、森林管理の意欲を失っているために森が荒れ、山から土砂が流

れるということが起こっている。また、かつて林道が非常な勢いで乱開発された時期があって、そ

の時、流れ込んだ土砂がいまだに川の中にたまっていること、そのほか新たに河川整備も行われる

こと、そんなことがこれらの生き物の生息を脅かしているということになります。 

 これは静岡市内の、ずっと秘密にしてきた所なのですが、ここら辺に地下水生のミミズハゼとい

うのがいるのです。そこで護岸工事が乱暴に進められたため、すむ環境が全然なくなってしまった

のです。こういう河川工事も、ことによっては大変重要な生息地を乱す場合があるということです

ね。先ほど言った河川工事ですね。さまざまな工事が川の環境を損ね、衣質を悪化させ、多様性を

失わせるというようなことが起こっているわけです。 

 さて、次はアユです。アユの話をするということは、先ほどの安倍川のあのあたりの話にもなる

んですが、アユは１年魚で、春先に河口から上ってきます。川の中流域を中心に生息して、大きく

なります。そして大きくなったのが中秋から晩秋に川を下り、そして河口の直前ぐらいで、川によ

ってはもっと上流になるんですが産卵をします。親魚は死に、ふ化した稚魚が海に下って翌春まで

そこで育つ、こんな生活史があるわけです。アユの寿命が１年なので、毎年ちゃんとした繁殖が保

証されることが大事なんです。ところが、そうなっていないんじゃないかという川があるというわ

けです。 

 これは藁科川の中流域で、このあたりでアユが産卵しているのですね。これは2007年の多分12

月に写したものだと思います。調査した写真がこれですが、アユの卵がこういうふうにある。これ

は採集された土砂とともに、採集されたものの写真を撮ったものですが、調査した場所というのは

ここです。2003年から2007年あたりまで数年調査をしました。アユが産卵時期が正常であるか、

場所はどこか。これは県の内水面の漁業調整規則に書いてあるんですが、そこの中に書いてあるも

のと現状が一致しておるかどうかということを調べるためにやったものですね。結果から言えば、

一致していないということです。 

 これは、水温とかその辺の変化を示しています。下は2006年の11月18日から12月16日です。こ

っち側か2007年の11月23日から12月22日までです。早い時期に河口付近で産卵しているというの

は２年ともそうですね。ただ、産卵量は多くないです。白い部分は新しい卵、黄色い部分はやや古

い卵、それからもっと濃いところはもうふ化直前の卵、あるいはふ化した稚魚という区分をしてあ
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ります。 

 だから白い部分が含まれているところが、新しく産卵をしたものだと思っていただければいいん

です。県の規則では、10月15日から11月11日までが産卵期間だとしてあるんですね。だけどこれ、

その期間が過ぎた11月18日になってもほとんどまだ産卵していない。２年ともほとんど産卵してい

ない。この時期には、これだけ調べているのにどこも全然産卵している場所がありません。という

状況で、この川のアユの産卵は明らかに遅れているのです。アユは水温が15度を下回ると産卵する

というふうになっていて、産卵条件は確かにこの調査時期には適当になっていると判断され、これ

より前の時期は水温は高いわけです。産卵の条件が多分まだ整っていない状況ですから、県の内水

面漁業調整規則は、もう何十年も前に定められたものですので、現状に合うように改めなければい

けないわけです。産卵期はもうちょっと遅く設定しなければいけない。 

 何のためにこのようなことを言うのかと言いますと、河川工事、この時期11月からやられている、

産卵の真っただ中なのにやっているわけですね。ここ産卵場所になっているんですが、そういうア

ユの産卵期の真っただ中でそういう工事をするということが行われるのは、漁業調整規則の中で産

卵期が10月15日から11月11日までと定めてあるので、もうそれから外れたらいいでしょうと、そ

れが河川管理者や、あるいは漁協もそんなふうに思っているみたいです。けれども、本当は産卵期

が終わっても20日ぐらいは卵が育つ期間がありますから、工事をしちゃよくないわけですね。まし

てや、こんなように12月に入っても産卵がまだ盛んに行われているという現状では、工事が行われ

ればアユへの影響というのは実に大きくなるということになります。 

 さて、2007年にＮＨＫで、私もちょっとだけ登場しましたが、安倍川の渇水の報道がなされたこ

とがあります。この年の12月にはもうすっかり水が干上がってしまっていて、これは静岡市の水道

取水の影響だというのは多くの人が言うところなので、水利用について市民が全員で考えなきゃな

らないんじゃないか、こういう渇水の時期は水道取水も尐し減らして、川の水を戻すような、そう

いう対策が必要ではないかということも取材時に申し上げたのです。 

 渇水してしまうと、この上流側で産卵するわけですね。藁科川もこの安倍川の合流点よりずっと

上流側で水が切れてしまいますから、その上流でアユは産卵します。そうすると生まれた子供はど

うなるの、そこで生きていけるのっていえば、アユの子は海に下りないと、次の年に帰ってくる子

アユになりませんから、結局、生まれた卵はまるまる無駄になってしまうわけです。アユにとって

はこの渇水は大変やっかいなもので、毎年毎年こういう渇水が続くと、また12月ぐらいに渇水が起

こると、ひょっとしたら安倍川は、自前でアユの種苗を供給できない川になってしまうので、やは

りそれはよろしくないですね。安倍川は一級河川として非常に水質もきれいだったという過去もあ
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りますから、それはもったいないというふうに思います。 

 それから、もう１つアユカケという魚がいて、これは同じ時期に海に下って海で産卵するんです

が、海に下れない。最近、渇水がこの時期に激しくなっていますので、最近はアユカケが安倍川か

ら非常に尐なくなって消えかけているような状況ですね。昔はたも網ですくえばポロポロとれたの

に、今はほとんどとれません。そういう状況になっているということです。 

 安倍川のアユの将来として、ほかの河川からもし供給されないのであれば、安倍川のアユは絶え

てしまうということも起こり得ます。ただ、大井川とか興津川とか近隣にいい川がありますので、

いまは、それらから稚魚といいますか、それが供給されるということになっているのだと思います。 

 最後にまとめです。我々静岡市民は、安倍川、藁科川、興津川、その他由比のほうまで含めると、

たくさんの川があって、その多くが清流です。その清流で美しい景色を楽しんで、おいしい水を飲

み、それからおいしい川からの恵みであるアユを釣って暮らしているわけです。要するに、川から

いろいろな恵みを受けて、生活しています。ＣＯＰ10の生物多様性の中でもよく論議されている生

態系サービスという概念ですね。そういった川から多くの恵みを受けているということをまず認識

する必要があるわけです。 

 もう一度このお話の最初のほうに戻りますが、自然の中で豊かな生物が川の環境の多様性に依存

して生存しているわけですね。魚がたくさんいるということは環境が非常に多様であるということ

である。そういう環境を我々は享受してきたわけですが、次に生きる人たちのためにも、我々は川

の豊かな自然環境を守っていく必要があるだろうと、こんなふうに思います。 

 ところが河川工事やその他の川の周りの工事、それで川の環境が乱れていくことがあります。先

日、静岡市の川である浜川でアユが大量に浮いたという事故がありました。浜川も実はものすごく

きれいな川なんですよ。湧き水が多い、いい川なのです。ただ、残念ながら工場排水が大量に流れ

込んでいて、今回も工場からの硫酸が流れ込んだということで事故が起こってしまった。清水区の

この辺も、工場からの排水が直接川に流れ込まないように、また巴川の流域のかなりの部分が工場

も直接巴川に水を流さないように随分してきたはずなのです。これは巴川だけじゃなくて多くの川

でそんなふうにしていただきたいと思います。 

 魚が減った、魚が死んだというそういう現象だけを憂えているだけではだめで、もう尐し深く、

原因が開発事業の工事、あるいは工場の営業、そういったさまざまなものにわたっているので、こ

れは行政で一括して見るというのはなかなか難しい点があります。そういう点で、流域に住んでい

る住民が、いつも川を散歩するという副市長さんの話もありましたが、川をずっと見て、多様性を

失わないように、川が汚れないように環境を監視していく必要があると思います。 
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 環境の保全というのは、昔はお役所に任せておけばいいというふうに思ってきたし、我々もそう

いうふうにしてきたわけですけれども、そういう時代はもうとっくに過ぎ去っているということで

すね。環境基本法、あるいは、県や市の環境基本条例、そういうものには、環境を保全する義務が

市民の一人一人、もちろん市民だけじゃなしに行政にもある、それから事業者にもある。だけど市

民の一人一人もそういった責任があるというように規定しております。 

 ということは、我々が川を見て何か問題が起これば、それを行政に訴えるということは当然権利

としてできるわけですね。だから、何かトラブルがあったということを見つけたら、すぐさま河川

管理者のほうに連絡をするということが大事になってくるし、河川管理者自身が何か困ったことを

やっているんであれば、それについていろいろ苦情を言うということも権利としてできるわけです。

行政の仕事もよく監視することが必要であるということです。 

 また、市民自身では、ごみの投棄、これもいまごろ川をごみの捨て場と考えている人はいなくな

ったと思いますけれども、いまだに飼っていた魚を殺すにはしのびないということで野外に放逐す

ると、そうすると巴川からアリゲーターガーですか、あるいはピラニアのようなものが見つかった

り、そういうことが起こるわけですので、そういうことをしないように、厳しく自分自身を見ると

ともに人の行動も監視すると、そういうことをやっていく必要があると思います。 

 これで私の話をおしまいにします。どうも御清聴ありがとうございました。 

 

○質問 先生の今の御説明の中にもしばしば出てまいりましたが、シロウオですか、先生の御著書

の中にも出ておりましたが、静岡県ではシロウオはもうほとんど見られないというか、というふ

うに記されておりましたのですが、この市でつくりました子供たち向けの「生物多様性を知ろう」

という中で、清流基準で静岡市では安倍川、藁科川、興津川に清流基準を設けている。その基準

の中にシロウオが入っているんですけれども、シロウオが生息していますか。 

○講師 私もシロウオについては、10年以上前ですか静岡県下の分布について随分詳しく調べたこ

とがあります。 

 静岡県では、遠州灘に注ぎ込む川にはほとんど見たことがありません。沖ではとったことがあ

るんですが、川ではとったことがありません。それから、駿河湾に流れ込む川では、萩間川から

富士川までの間なら大体、要するに駿河湾の西半分には大体います。それから、伊豆半島にも若

干いる川がある。１河川だけ、青野川という川にいます。 

 シロウオはそれでも西から富士川くらいまではずっといることはいるんですが、それから東に

行っても西に行っても、あんまりいないのですよ。また、東の富士川もあまりいないし、西の相
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良のほうの川に行っても余りいません。たくさんいる川は、ここの清水港の中に流れ込む川です

ので３河川ですね。巴川もありますが巴川で今のところ見つかっていません。庵原川、それから

波多打川、それから興津川、この３河川が非常に多い川になっています。いっとき庵原川は河川

工事が随分激しく行われて水質も汚れたので、ほとんどだめになりましたけれども、今は戻って

きていますね。 

 逆に興津川のほうが最近川の河口の環境が悪くなって随分減ってきているような感じを持って

います。 

○質問 先ほどのお話の中で、これまで河川の工事が防災機能優先で、水を安全に流下させること

を考えてきて、その中で淵とか瀬とか生物や魚の環境に、長い期間配慮されずに進められてきた

と。最近、そういう反省点から、生物への配慮をしていこうという施策をしておるんですが、何

分今までつくってしまった単純な川というものをどうやって回復させようかというと、なかなか

妙案が出ていないと聞いております。 

 具体的に、先ほどおっしゃった淵をつくることによって瀬を回復させるという、今の単純化し

てしまった川を直すような方法というのは具体的にあるものなのでしょうか。 

○講師 私、今、自然環境復元協会という協会にも入っていて、そこでの初めのころの大きな関心

はその辺にあったんですね。 

 国交省が、当時は建設省でした1990年に多自然型川づくりを国交省の河川部局、それから都道

府県の河川部局に指示したんです。そういう運動は1980年代の真ん中ぐらいから起こり始めたの

ですが、それはスイスやドイツの近自然河川工法というのが行われるようになったからです。ど

この国でも、それまでやはり垂れ流し河川というのをつくっていて、雤水、工場廃水のようなも

の、農業排水のようなものは真っすぐして、すみやかに排水して処理しようというような考えで

したことでした。しかし、だんだん環境対策が進んで水がきれいになってくると、どうも川の水

はきれいになったけど生き物が戻ってこないという苦情が出て、結局、川のコンクリートをはい

で蛇行させるという試みをスイスやドイツで始めたのです。そうするとそれが大変いい環境を生

み出すということになり、日本でもコンクリートまでなかなかはげないんですが、川の中で蛇行

がある程度できるように、多自然型川づくりというのをやり始めたのです。それが1990年ですね。 

 それから、2005年ですか６年ですか、それがある程度進んで、どうも弊害が出てきた。どうも

パターン化し過ぎているのでよろしくないということで、今度は「型」を取って「多自然川づく

り」と、その土地、土地に合った川づくりをしてくださいというようなことで新たな試みが始ま

っています。これは国交省のホームページを見ていただくと、随分いろいろな事例が出ています。 
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 釧路川なんかは自然再生事業で行われていますけれども、ああいう川のように、真っすぐにし

てしまったのを、もとのように蛇行を大きくさせるというような試みも実際に行われています。

ただ、住民が余りにもたくさん住んでいる、例えば巴川のようなところで蛇行を再生する、それ

はちょっと無理だと思いますね。人間が余り住んでいないような地域で試みにやってみるという

のが今の状況です。ただ、蛇行している川が治水上安全性が低いというふうに言われた時代は過

ぎ、蛇行していても十分に河積があれば安全に流れるということもわかっていますので、そうい

う取り組みもいろいろ行われることになっていくと思います。 
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講演②  「海と川を行き来する生き物たち」 

 

                東海大学海洋学部教授  秋 山 信 彦 氏           

 

 

 東海大学の秋山です。よろしくお願いします。 

 まず、川というと普通に水は流れているわけですが、大もとの水は一体どこから来るのでしょう

か。小学校のときに大体習っていますが、海に行き、もちろん陸地もそうですが、主に海で温めら

れた水が蒸発して、それが雲になって雤として降ります。これが一旦山の中に蓄えられます。今、

山はスギとかいろんな針葉樹林の植林で山の保水能力というのがなくなっていて、地下に浸透しな

いでザーッと流れてしまいます。これが鉄砲水と言うんですけれども、本来は、広葉樹林なんかの

林では山の土の中に一旦水が入ってそれがしみ出して川をつくります。山の上で、じわっと出てい

る水は年間を通じて温度は一定で、夏は冷たくて冬は温かいと感じるのですが、これは余り圧力が

かかっていないで不圧地下水と呼んでいます。これが主に川をつくる地下水になっているわけです。 

 一方で、静岡県では柿田川がありますが、あれは富士山に降った雤が山の麓のほうでわき出して

きています。これはいわゆる地下水が自噴しているわけです。こういったところは結構あちこちに

あるのですけれども、静岡県も富士山の周辺に非常に多い、こういうのは圧力がかかっていますの

で被圧地下水と呼んでいます。こういう地下水はどっちかというとまれなのですが、この２種類が

主に川をつくっている水ということになります。 

 それともう１つ、川の表面を流れている水があるのですが、静岡市の葵区で安倍川の伏流水を使

っているのですけれども、これは川の表面を流れているのではなくて、川の地下を流れている、そ

ういう水もあります。 

 こういったいろいろな経路で雤がまた海に戻っていく、この経路を川と呼んでいるわけです。こ

の川の中、上流から下流までありますが、例えば水温、水温をとっても上流と下流で全然違います。

それから、ここに栄養とありますけれども、実は、海にとって川というのは非常に重要なのです。

なぜかというと、栄養を陸地でつくるわけです。いろいろな栄養をつくります。そのできた栄養を

海に運んでくれるのが川なのです。 

 それからあと、川が蛇行することによって深さが変わります。深さが変われば当然流れも変わり

ます。それから上流と下流では塩分が違います。 

 きょうの一番のテーマですけれども、こういったいろいろな環境のところでそれぞれの生き物が
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生活しているのですが、どうしても海と川の両方が必要な生き物というのがいます。これは進化の

過程で、例えば、淡水で生まれた生き物というのは、栄養を求めて海に行ったとしても、必ず卵の

段階では、一番最初の段階に戻らなければいけないのです。ですから淡水でないと卵は発生しませ

ん。反対に海にいる生物というのは、何かの現象で淡水域に入り込みます。ところが卵の段階とい

うのは必ず海でないと発生が進まない、そういう特徴が生物にはあります。 

 まず、簡単に説明していきますと、温度の問題ですが、上流から河口までありますが、もう大分

前に、安倍川の上流から河口までずっと単純に温度を測ったことがあります。大体夏場でしたが、

上流と下流で15度くらいの温度差というのがありました。梅ヶ島のあたりと一番河口のあたりで約

10度の違いがありました。それくらい上流から下流にかけて温度が変わります。 

 それぞれのところでその温度に適した生物というのがすんでいるんですが、なぜ冷たいところで

ないと生きていけないような生物がいるのでしょうか。実はこのサケ科の魚類、これは後ほどもう

尐し詳しくお話しますが、氷河期にずっと日本の南のほうまで来て生活していました。ところがだ

んだん地球が温暖になってきて、もともとこれは淡水魚だったのですが、川ではあんまり栄養があ

りませんので海に栄養を求めて出ていったのです。しかしやはりまた発生するためには淡水に戻っ

てこないといけなかったのです。 

 そのようなときに、実はもうこの日本の周りというのは暖かくなり過ぎて、海に下ると死んでし

まいます。特にこの辺は黒潮がありますのでとても海には下れません。一部、例えばアマゴの仲間

でサツキマスというのを聞いたことがあると思いますが、これは伊勢湾に下ります。下りるのもち

ょうど今ころです。今ころおりて海が冷たくなるころに下りて、もう来年の春には海が温かくなっ

て死んでしまいますので、その前にまた川を上がっていきます。わずか半年しか海にいないのです。 

 ほかにヤマメが北のほうにいますが、もう尐し長く海で生活するものもいます。もっと低水温で

ないと生きていかれない魚、イワナももともとは海に下っていました。現在でもエゾイワナとかア

メマスというふうに言われますが、イワナの仲間アメマスとか、それからオショロコマといいます。

このオショロコマも淡水だけで生活しているものと、知床にいるものは海と川を行き来しています。 

 こういったように、冷たい海ではまだ辛うじて海と川を行き来するような種族が残っていますが、

もうこの辺のヤマトイワナとか中国地方にいるゴギとかニッコウイワナ、こういったものはほとん

ど、基本的には海に下りません。東北の一部では尐しニッコウイワナが下っているという話もあり

ますが、尐なくとも静岡県で海に下るイワナはもういなくなっております。 

 川は曲がりくねるということですが、北海道の、ラムサール条約になっています釧路川、釧路湿

原は大変曲がっています。これが本来の川の姿です。今このような川があると当然氾濫してしまい
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ますので工事をしてしまいます。工事をして真っすぐにしてしまいます。 

 こういった大きい川、例えば大井川では、大きく蛇行している中でもまたこの中で尐しずつ蛇行

しています。小さな蛇行があります。必ずこういう蛇行が川にはできます。蛇行点が深くなって、

次の蛇行点にかけてまた浅くなってまた深くなると、この繰り返しです。 

 川の傾斜に伴って瀬と淵が非常にたくさんあるケースと、１蛇行区間に１つの淵と１つの瀬しか

ありません。それから河口域、静岡県余りにはこういう川は、狩野川の河口では尐しなっています

が、平地性の川なので大きな平野、ですから、利根川とか長良川もそうですね、ああいう平野を流

れるような川の下流域では、瀬と淵はあるのですけれども表面で見えない、非常に緩やかに流れて

いるような川、そういったように、尐なくとも３つのパターンが出てくるわけです。 

 安倍川の上流域で、１つの蛇行区間にたくさん瀬と淵がある、中流域です。瀬と淵があります。

ちょうど道路になってしまっているのです。 

 これは九州の挾間川という川なのですけれども、これも基本的には瀬と淵が１蛇行区間に１つず

つあるのですが、ここで尐し注目してもらいたいのは、瀞（とろ）という言葉が出てきます。これ

は浅いが流れが非常に緩やかな場所、浅いと普通は瀬になって流れが早いのですが、浅いが流れが

緩やかな場所、こういった場所があります。 

 後ほど、シロウオという魚を題材にお話を進めていきますが、シロウオにとっては実はこういう

場所が非常に重要な場所になっています。 

 安倍川の下流に瀬がありますが、瀬の下流側です。淵に入る、下流側といっても瀬がずっと続い

ているような状況ですが、浅い淵があります。その淵の入り口のところに、ぽこぽこ穴があいてい

ます。何かというと伏流水が湧いているのです。瀬の上流側で水が入り込みます。入り込んだ水が

瀬の下流側で湧き出します。こういう繰り返しがあるのです。それでまた水がきれいになるという

こともあります。 

 実は、ここにはサケはいませんけれども、よく皆さんが食べるサケですね、シロザケというのは、

卵を産むのはこういった場所でないと産まないのです。反対に缶詰になるカラフトマスというのは、

この瀬の上流側で水の吸い込むところ、そういうところでないと卵を産みません。それくらい、同

じサケの仲間でも産卵する場所が微妙に違います。それはその環境の違いによってそういうことが

起こるわけです。 

 旭川という岡山の川です。蛇行区間があるのですが、どこが深くてどこが浅いのかわからない、

これはもう下流域に発達するような形態です。これも同じような川で、これは山口県の島地川とい

います。 
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 それから淵、北大の先生で大分詳しく研究された方がいらっしゃるのですが、淵もいろいろなも

のがあります。今言った蛇行点にできる淵、そういったものです。それから極端な場合には、蛇行

点のところに土砂が堆積して、いわゆる三日月湖というようなものができてしまいます。これも淵

の１つです。 

 それから、次に多い淵というのが石とか流木です。北海道は流木が多いのですが、その流木とか

石の上側と下側、淵、これも非常に重要な淵です。サケ科魚類は大体こういう淵に身を隠していま

す。 

 それから、これは底質の違いです。堅い場所と柔らかい場所があると、柔らかい場所がどんどん

掘れて淵になります。その極端なものが滝です。滝というのはそういう形でできているところもあ

ります。 

 それから、人工的なものですが、堰堤とかダムです。そのようなものができると、その上流側が

必ず深くなります。反対にこういったものができると下流側、床固めをコンクリートでやるのです

が、その下側というのは大体深くなります。それがこのケースになりますが、そのような形でいろ

いろな淵があるということです。 

 これは北海道の小さな川ですが、これは自然の護岸です。よく氾濫しますので、護岸が安定しな

い、これが本来の川の姿です。しかし、静岡でこのような川を期待してもまず無理です。我々の生

活というのがありますので、こういった自然の護岸というのはもうできません。ただ、このような

ものはまだ北海道に行くと幾つか見ることができます。 

 そのような深い浅いというものがありますが、そのような浅いところ深いところにいろいろな生

物のすみ分けがあります。深い淵にはさっき言ったようなサケ科魚類とかウグイなんていう魚がす

んでいます。反対に浅い場所には、アユが浅いところでコケを食べて生活しています。ほかにもア

ユがいるようなところにはヨシノボリの仲間とかボウズハゼといったようなハゼの仲間、それから、

反対に非常に早い流れのところで石の下に生活している魚で、たカジカもいます。 

 オイカワも淵にいるのですが、オイカワはサケ科魚類と違って、淵の浅いところや結構あちらこ

ちらに出現しまして、瀬にも出てきますし、非常に広い範囲で出現します、そういう魚もいます。 

 アユは、浅いところにずっといるのかというと実はそのようなことはなくて、昼間しかいません。

昼間はえさを食べるために浅いところに出てきて石の表面のコケを食べます。ところが夜になり、

浅いところだとアユは夜になると寝てしまいますので流されてしまいます。ですから流れない、流

れの緩やかな深いところに入ってきます。実は、昔からと日本では漁師さんがそういう習性を知っ

ていて、昼間は浅いところでアユの友釣りをやって、この辺でも釣りをやられる方がいっぱいいる
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と思います。 

 反対に夜はどうやってとるかというと、深い淵にたくさんアユがいるんですね。刺網を仕掛ける

んですが、アユは寝ていますので刺網に引っかかんないんです。どうするかというと強引に動かす

わけです。火振り漁と言って、これ実際にカーバイトという水の中でパッと光るのがあるのですけ

れども、それをつけてアユを驚かして、それでアユをとる漁業があり、鵜飼もそうです。鵜飼も早

い瀬では鵜がとても泳いでいられませんので、淵に入った夜にとります。 

 そのように、魚の生態をよく理解した上での漁業というのが昔ながらの日本の漁業として受け継

がれてきているわけです。 

 それから、成長に伴って生息場所を変えるということもあります。オイカワですけれども、オイ

カワは親になると大体どこでも出てきますが、特に淵の、ちょうど早瀬の流れ込み口には多いです。

なぜというと、上流からえさがいっぱい流れてきます。そのようなものをよく食べます。ですから

オイカワを釣るのに毛針をよく使うのですが、特に夕方に集まって、盛んに上流から流れてくるい

ろいろな虫を食べています。 

 それから産卵は、平瀬、尐し流れのあるようなところで産卵するのですが、その卵は流れないよ

うに石につきます。興津川に子供を連れて遊びに行かれる方もいると思うのですが、本当に浅いと

ころに針みたいに小さい魚がいるのを見たことがあると思います。よく皆さんメダカ、メダカと言

うのですが、あれは実はほとんどがオイカワの子供のケースが多いようです。 

 そういった浅いところに何で行くのかというと、大きな魚が入り込めないです。大きな魚は入り

込めないですし、さっき言った瀞というところが多いのですが、流れが緩やかですから、あんまり

遊泳能力のない子供でも流されることがありません。そういったところでしばらく生活して、だん

だん遊泳能力が出てくると尐しずつ深いところにも出現します。そういったように一生涯を通じて

すむ場所が川のいろんなところに移っていきます。ほとんどの魚がそういうふうに場所を移動して

います。 

 きょうのメインの話になりますが、淡水魚なのか海水魚なのか。最近は淡水魚と海水魚を一緒に

飼おうということで、岡山理科大の先生もいろいろな研究をされています。根本的なところでは魚

の性質というのは変わりません。 

 まず、淡水魚ですが、我々の身体の中の塩分というのは大体0.9％くらいです。魚はというと、魚

もほぼ0.9％なのですけれども、若干0.65％ぐらいのものもいます。0.65から0.9％の間ぐらいにな

るのですが、淡水魚の場合、自分の身体の周りを取り囲んでいる水は塩分がありません。これはど

ういうことが起こるかというと、必ず水というのは同じ濃度になろうとする性質があります。です
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から、放っておくといずれは塩分が一緒になるのですが、外の淡水というのは塩分がありません。

身体の中には大体0.9％の塩分がありますから、当然外の水がどんどん身体の中に入ってきます。ほ

っておいても入ってきます。 

 そうするとどうするかというと、自分の身体の中の塩分の量を調整するために一生懸命おしっこ

をするのです。おしっこをして、入ってきた水を外に出していきます。反対に積極的に塩類をとる

のです。それは多くの場合食べ物からとりますけれども、それ以外にえらで調整することもありま

す。あと腎臓です。腎臓でとるというようなことをしています。 

 反対に海水魚はというと、海水は大体塩分が3.4％くらいです。そうすると0.9％の身体の中のほ

うが薄いわけですから、今度は身体の中の水分がどんどん外に出ていってしまうのです。反対に塩

類がどんどん入ってきてしまいます。じゃどうするかというと、とにかくおしっこは尐しでもしま

せん、なるべく出しません。反対に入ってきてしまう塩類をどんどん捨てないといけないのですが、

それを捨てる仕組みが実はえらのところにあります。塩類細胞というのですが、そこからどんどん

塩を捨てていきます。そういうメカニズムがあるのですね。それぞれ淡水魚と海水魚でそういうメ

カニズムを持っているわけです。ですから、それぞれの生活する場所で自分の身体の中の、恒常性

というのですが、それがしっかり維持できるようになっています。 

 これは一般的な淡水魚と海水魚です。横軸に環境水中の浸透圧、これ相対値で表していますけれ

ども、これが身体の中の浸透圧、これを見たときに、淡水魚の場合ですが、ある一定の濃度までは

ずっと耐えられるのですけれども、それ以上に環境水中の塩分が多くなると、体の中の塩分が環境

水中と同じになっていってしまいます。反対に海水魚の場合、ずっと身体の外の塩分が濃いうちは

いいのですが、あるところからどんどん身体の中の水分が多くなってしまいます。こういう状態に

なると一般的に魚は死んでしまいます。 

 ところが、今ここに緑の線で出ているウナギ、これはほとんど変わりません。若干変わりますが、

要するに死ぬことがありません。ですから、こういう魚が何種類かいるのですが、こういう魚は要

するに海水魚の浸透圧調節機能と淡水魚の浸透圧機能と両方持っているのです。それをあるときに

変えることができます。そういう魚は何種類かいます。 

 一方で、そうやって淡水と海水の浸透圧調節を変えられる魚もいれば、実は、淡水と海水の間の

水を汽水と言うんですけれども、こういった水でないとうまく繁殖できない、実は魚ではあまりな

いのです。魚ではいません。ここに尐し出ているエビでなくてアミなのです。アミとかシジミ、こ

ういった生物は汽水、要するに尐し塩分の甘い水、そういったようなところでないとうまく繁殖が

できません。そういう生き物も実はいます。 
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 魚でも幾つかハゼの仲間でそういうような種類がいます。汽水魚と言われるのですが、本当は厳

密に言うと、後で出てくる両側回遊魚にも含まれるのですが、主に汽水域で生活しているという意

味で汽水魚という言い方をします。ハゼの仲間に非常に多いです。ほかにもクロダイも汽水魚に分

類する学者もいます。これ専門家によって多尐カテゴリーが変わるので、必ずしもこの魚はこの汽

水魚だというわけではないです。汽水域に出現する魚だと思っていただければいいと思います。 

 それから、汽水域というのは非常に重要な場所でもありまして、えさが非常に豊富な場所です。

後でお話しますけれども、一生涯の一時期を汽水域で生活する魚というのは結構います。この辺の

巴川なんかにも多いですが、ボラもそうです。ボラというのは本当は海で卵を産んでいます。です

が、一番小さいときは海岸で生活しますが、尐し大きくなると淡水域にまで入ってきます。 

 ほかにも皆さんよく御存じのトラフグ、これも結構淡水に入ることが報告されています。クサフ

グはかなり入ってきます。それからスズキもそうです。スズキは稚魚のときに汽水域で生活するの

ですが、親になるとまた別の意味で汽水域に集まってきます。そういった形で非常に汽水依存性の

高い魚ですけれども、これも本来から言うと海水魚の１つなのです。ただ淡水にでも、完全な淡水

だとだめですが、汽水域によく出現する魚、ほかにもカレイとかヒラメの仲間は、このあたりには

あまりいないですが、南のほうの島に行くとカレイの仲間、非常にたくさんの種類が汽水域に出現

してきます。 

 この汽水域というのは、今回のＣＯＰ10にも出てくると思いますが、非常に重要な場所なんです

が、残念ながら日本ではもうほとんど見ることができなくなっています。 

 静岡県は河川勾配が厳しいものですからあまり干潟はできないのですが、河川勾配の緩やかなと

ころ、平地性の川があるようなところでは、干潟というのができるのですが、これが非常に生物の

多様性の富んだ場所でもあると言えます。要するに、陸地でできた栄養を、尐しの間蓄えておく場

所というふうに考えていただければいいと思います。 

 その蓄え方は、泥として蓄えたり、生物として蓄えます。例えば、アサリという動物の中に栄養

を蓄えておくのです。それはまた別の生物に食べられて栄養の形がどんどん変わっていくわけです。

一方では、こういった鳥が来て水の中の栄養をまた陸地に戻すというような、複雑な営みというの

がここにあるわけです。 

 干潟はもちろんそうなのですが、今、問題となるのはこの汽水域です。ここはどういうことかと

いうと、淡水からの栄養がどんどん入ってきます。一方で、海の温かい水とここで混合することに

よって、たくさんの植物プランクトンが発生するのです。コンスタントに安定してできます。それ

をえさとした食物連鎖というのがここで起こるわけです。スズキはまさにそれをねらってこの汽水
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域に出現する、そういう魚です。こういったような汽水域の重要性というのがあります。 

 この汽水域なのですけれども、干潟がなくなるのと同じで、特に最近よくできるのは防潮堰とい

うのができます。川の水を取り過ぎると海の水がどんどん遡ってきます。そうするとどういうこと

が起こるかというと塩害が起こります。塩害が起こらないようにどうするかというと防潮堰という

堰をつくってしまいます。こうすることによって海水がそれ以上、上に上がらないわけです。とこ

ろがこれによって汽水域がなくなっているんです。なくなると言うと語弊があるのですが、出来方

が変わっていきます。本来の川はこういう形で海水があって淡水があります。 

 海水というのは真水の比重１に対して海水は1.024になります。そうする若干真水よりも海水の

ほうが重いのですね。わずか024ですけれども重いものですから、淡水の下に海水が入り込みます。

汽水も同じように入り込むのですけれども、こういう形で、くさびを打ったようにどんどん上流に

海水が入ります。ですから、かなり上流のほうで、上の水は淡水であっても、下のほうは汽水の場

合があります。 

 実はそういうところで生活しているのがシジミなのです。ところが防潮堰ができると大体防潮堰

の上から水を放水します。そうすると真水は軽いですから、この上にずっと広がってしまうのです。

そうすると汽水域が川底にできなくなってしまいます。そういうことでいろいろな生物がすめなく

なる、こういうことが起こっています。 

 川と海を行き来する魚ですが、３つのパターンがあります。１つは、ここにもシロウオを例にし

て出していますけれども、一番皆さんよく御存じなのはサケです。サケというのはちょうど今時期、

北海道へ行くとサケが上がってきて卵を産んでいると思います。この子供は来年の春大体３月、４

月ぐらいになると川底から出てきて泳いで、大体初夏までの間に海に下ってしまいます。シロザケ

の場合には早いものは３年、長いものは８年かけてまた生まれた川に戻ってくるわけです。そして、

大きくなってまたもとの川で卵をみます。 

 ですから、卵を産むために、ふだんは海で生活しているわけです。ところが卵を産むためだけに

川に入ってきます。そういう魚がいます。実はシロウオもそうなんです。後でシロウオについては

もう尐し詳しくお話をしますが、この静岡県にまだ残っている非常に貴重な魚になってしまいまし

たが、このシロウオも川に卵を産むために上がってくるのです。これを遡河回遊魚と言います。川

を遡る、よく「サッカ」と言う人もいるのですが、国語の辞書を見ると「サク」とは実は尐し違っ

て、これは遡河（そか）という言い方をします。 

 それから反対に海を下る魚もいます。ウナギが有名です。マリアナ海峡で卵を産むというふうに

言われていますが、まだ本当かどうかわかりません。恐らく98％ぐらいはマリアナ海峡で卵を産ん
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でいるだろうというふうに考えられていますが、このウナギも、生まれた後、海流に乗って日本沿

岸に来て、それで川を遡ります。ふだんは川で生活しているのですが、やはり卵を産むときだけは

どうしても海に戻らないといけないと考えられています。 

 確実にわかっているのは、アユカケという魚です。このアユカケは秋、ちょうどもう尐ししてか

ら川を下って海に入ります。それで卵を産んで、その子供は来年の春、川を上ってきます。これは

一生涯何回か卵を産みますので、親も海の温度が温かくなってくると川を上ってきます。 

 これはカジカの仲間でして、カジカの仲間というのはさっきのイワナとかサケと同じで、冷たい

水でないと生きていけないのです。カジカというのはもともと海で生活していましたので、海でな

いと卵が発生しないわけです。寒い冬に来て卵を産んで、海が温かくなる前に親も子供もさっさと

また上流の水の冷たいところに避難していきます。そういった生活史です。いずれにせよ卵を産む

ために海に下ります。これを降河回遊魚と呼んでいます。 

 それから、静岡県に非常に多いアユ、それからヨシノボリ、よくダボハゼと言っていますが、川

でとれるハゼの仲間なのですが、これもやはり海と川を行き来しています。ただ、アユはちょうど

今ぐらいから卵を産んでいると思いますが、川で卵を産みます。淡水で発生をしますので、川で卵

を産んで生まれた子供はすぐに海に下ります。冬の寒いとき、川ではえさがありません。温かい海

の沿岸域でコペポーダなんていう小さなプランクトンを食べながら生活をして、来年のまた春先に

なると川に上がってきて川で生活をします。ですから、一生涯のほとんどを淡水で生活していなが

ら、卵も川なのですね。ですから卵を産むために、要するに生活圏を変えないのです。ところが一

生涯の一時期だけちょっと海に入ります。この反対のパターンの魚もいるのですけれども、これを

降河回遊魚とか遡河回遊魚と分けて、両側回遊魚と呼んでいます。 

 実は、回遊というのはいろいろなことを目的として移動する現象です。移動するのですが、世代

を変えてもいいのですが、またもとのところへ戻ってきます。これを回遊と言っています。卵を産

むための回遊、えさを探すための回遊、季節、水温とかが特に関係しますけど季節に応じた回遊、

こういったものがあるのですが、そういう中で通し回遊と非通し回遊という言い方をしますが、淡

水と海水の間を行き来するものを通し回遊と言います。反対に、海水は海水だけ、淡水は淡水だけ

というのを非通し回遊魚と呼んでいます。今お話しした降河回遊魚、遡河回遊魚、両側回遊魚の３

つは、海と川を行き来しますので、通し回遊魚と呼んでいます。 

 この通し回遊魚にとって困った問題というのが幾つかあります。興津川ですが、堰堤というのが

できます。我々が水を利用するために、水をくみやすいようにするために堰堤を築きます。そのま

まですと魚は上下流移動できませんので、こういった魚道をつくったりしています。興津川の上流
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でこのような魚道があります。 

 それでは、魚道をつくれば魚は自由に移動できるのでしょうか。これは実は魚道をつくればいい

ということではなく、ほとんどの魚道は我々が利用する魚のためにつくられています。今回のＣＯ

Ｐ10でも変な方向に行かなければいいと思っているのですが、えてして人間のエゴで考えてしまう

ケースがあります。魚道というのはまさにそうです。簡単に言えば、アユさえ上ればいい、言って

みれば漁業者が困らなければいい、魚のためにつくっている魚道ではないのです。 

 アメリカはすごくよい魚道をつくっているのですが、土地が日本はないのでなかなかできないと

いう現状もあるのですが、今の魚道は多くの場合、ウグイやアユカケはもうほとんど上れません。

全くゼロではないのですが、ひどいのは隣の神奈川県の相模川の寒川に取水堰という大きい堰があ

りまして、ここの下はウグイが大量にほんとうに上を歩けるのではないかというくらいウグイがた

まっています。でもその横をアユがすいすいと上っていきます。そのくらい魚の種類によって遡上

能力というのが違います。 

 では、アユは絶対上れるかというと、これもまた違うのです。特に今のように気候がおかしいと、

本来アユが遡上する時期、その時期に水がなければいけないのに水があまりないケースがあります。

アユも、幾ら遡上能力があるといっても跳躍力があります。大体先ほどのように、まず流れの中を

ずっと泳いでくるのです。早い流れですが泳ぎます。あるところからピョンと跳び越えて上流に行

きます。ですから、そのピョンと跳び越える高さというのが重要なのですが、水の流れがなくなっ

てしまうと流れの中を泳いでいくことができませんので、下からぴょんぴょん跳びます。でもその

後泳いで上に上がるものも中にはいるのですが、あまり水が尐ないと、そこでまた落ちてしまう、

こういう現象が起こります。 

 ですから、今の箱形魚道というのが多いのですが、ほんとうに魚のことを考えた魚道かどうか、

言ってみればとりあえずつくっておけばいいだろうというようなものが結構多く見受けられます。 

 そういう中でシロウオ、ちょうどこの静岡の街中の川でも生活しているハゼの仲間なのですが、

この魚を題材として尐しお話をしたいと思います。 

 シロウオは、よく桜前線という言葉があるのですが、その桜前線のおよそ１カ月から２カ月前を

シロウオ前線という言い方をよくしますが、北に上がっていきます。一番早いのは豊後水道に面し

たところが１月の下旬ぐらい、大分県には番匠川がありますが、ここは早い年は１月の頭、正月明

けにはもう上がり出します。それから２月、３月、この静岡県は大体２月の下旬ぐらいから３月が

盛期ですけれども遡上します。北に行くに従って遅くなって、秋田県や青森県の陸奥湾では５月の

ゴールデンウィークぐらいが大体盛期になります。 
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 そのようにしてシロウオが遡上し始める時期というのは、北に行けば行くほど遅くなります。こ

れは当然川の水温に依存しているということになります。川の水温と海の水温がほぼ等しくなるの

は大体14度なのですが、それぐらいの温度になると、海で生活していたシロウオが川を遡上してい

きます。 

 これは先ほど言ったように、産卵のために遡上するのですが、その遡上してきたものをつかまえ

て、よく踊り食いと言って食べるのです。これは大分の番匠川ですけれども、いろんな漁法があり

ます。これは先ほどのアユと同じです。いろいろな魚の性格をちゃんと昔から漁師さんは見てきて、

それぞれの川に合った漁法というのをつくっているのです。 

 簀立てを立てて、川岸を上がってきたシロウオを小舟の下の大きな網のほうに誘導していくんで

す。おもしろいことに、漁師さんが持っているのは棒の先にカラスの羽をつけています。カラスで

ないとだめなのだそうです。そのカラスの羽を見せるとシロウオがいやがって反対方向に行ったも

のを網の中にどんどん導いていきます。そういうとり方をする川もあれば、石川県では、四手網を

使う漁法が非常に多いのですが、簀立てをつけて魚の通り道をつくって、そこに四手網を入れる方

法でとっています。 

 それから、これは非常に有名な九州の室見川という川です。これは尐しとひどいなと思うのです

が、シロウオが上流に行けるのはわずかしかありません。あとはみんな梁を仕掛けます。ですから

上がってきたのを根こそぎとってしまうので、室見川ほとんど今いません。尐しこれはとり過ぎで、

１カ所ならいいんですけど、３カ所もあって、そこまでとらなくてもいいのではないかというくら

いとっている川もあります。 

 似ているのですけれども、これもひどいなと思うかもしれないのですが、実はこれは干潮のとき

です。シロウオは実は満潮のときじゃないと遡上しません。満潮のときは実はこの川、水がずっと

この上まで来ますので、シロウオは上を自由に行き来できますので、これは根こそぎとるというよ

うなことではありません。 

 福井県の小さな川とこれも有名な山口の萩の松本川という川です。これもこういった四手網です。 

 静岡県も昔は実は結構シロウオの漁業、巴川でかなり遡上したらしいのですが、は明治時代には、

東京から、春、一番最初にシロウオを食べたいということで、有名な政治家が結構来たというよう

な話を漁師さんはよくされています。今は残念ながらシロウオは漁業としては利用しておりません

が、サギたちは、シロウオが上がってくるころ、とりやすい場所を知っています。早瀬で、シロウ

オが上がってきたのをせっせとついばんで食べています。ちなみに今のは庵原川です。 

 それでは、シロウオは上がってきてどうするのかということですが、雄ですが、シロウオの雄は
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石の下に巣穴をつくります。巣穴をつくってだんだん自分の身体を入れていき、入るようになると、

巣穴の中の土を尐しずつ口にくわえて外に出します。こういうふうにして巣穴をつくります。これ

は庵原川の巣穴です。川底なのですが、アリの巣みたいな巣をいっぱいつくっていきます。巣がで

きると雌を呼びます。普通は顔を出しているだけなのですが、あまり雌が来ないといらいらして、

身体の半分ぐらいを出して身体を振ります。ここに巣があるぞというのを雌に教えます。 

 雌が来ると、しばらく雌はこの巣の周りをぐるぐる身体を小刻みに動かしながら、震えながら回

っています。この巣でいいかなと思うとピューッと入ってきます。これは必ず一つがいになります。

一つがいになって、巣穴の中に入ると雄はすぐ入り口閉じてしまいます。ほかのものが入ってこな

いようにです。巣の中に入った状態なのですが、上が雄で下が雌です。この巣の中で雄、雌仲よく

大体３週間過ごします。えさは食べません。その間に、シロウオは１年魚なのですが、１年間自分

の身体にためた栄養を全部卵に送り込みます。同じ雌なのですが、たかだか３週間で卵巣がこんな

に発達します。 

 次にいよいよ産卵です。何で石が要るかというと、石のこれが天井になるのですが、天井の部分

に卵を産みつけます。卵を産みつけてしまうと、もう雌は用無しで外に出ていきます。かわいそう

なのですが、この後、雌は大体ふらふら泳いでいるところを鳥なんかに食べられてしまいます。大

体河口域にふらふら泳いでいるのですが、鳥のえさになってしまいます。そういうことで１年魚と

言われています。 

 雄はどうするかというと、雌が出ていくとすぐにまた穴を埋めます。ほかのものが入ってくると

困りますので、穴を埋めまして、そのあと約また３週間、ですから都合６週間、雄はえさを食べず

に一生懸命頑張るのです。卵なのですが、このようなところだと酸欠になってしまいます。ですか

ら、先ほど安倍川のところで話をしましたように、伏流水が湧き出すような環境でないとなかなか

巣をつくりません。それでもやはり酸欠になりがちなので、巣の中の水を循環させたり、身体を卵

に押しつけているのです。卵の表面に水生菌という、カビとは違うのですが、そういう生物が付着

すると卵が死んでしまいます。ですから、そういうものが付着しないようにしょっちゅう身体をこ

すりつけて掃除をします。こんなことを３週間やり続けるのです。 

 これがちょうどシロウオの実際にあった卵です。これが１つのワンペアー分です。これがまた別

のものですね。卵が発生をしていき、ある程度の大きさになると、ふ化します。ちょうど出てきて

いますけれども、ふ化したての子供はこのようなものです。大体全長で２ミリくらいでしょうか。

非常に小さいです。 

 どこへ行くかというと、もうすぐに海に入ります。海でどんなところにいるかというと実は藻場
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です。アマモとかアラメ、カジメ、それからガラモ、こういったいろいろな海藻、厳密に言うと藻

の仲間や草の仲間で、海の藻場というところで生活をしています。 

 それで１年たって川を遡上してくるのですが、実はたかだか５センチの魚です。さっきのアユみ

たいにぴょんぴょん跳ぶことはできません。非常に遡上できる川というのは限られてきます。これ

は興津川ですね。まだ興津川が環境のいいころの川です。この静岡市内で再生産をしているという

ところは興津川、波多打川、庵原川、この川３つが、静岡県の中で一番遡上量の多い川だと思いま

す。安倍川も若干遡上しています。ただ量的には非常に尐ないです。やっぱりここはこの辺に藻場

があるというか、あったというか、つい最近もこの辺にあった藻場が全部埋め立てられてしまいま

したが、どんどん海の環境も変わっています。 

 実際に安倍川や庵原川の上流のほうですね。どこでも産卵するかというと、川の下流域の限られ

た場所です。赤く示しているところがそうです。こちらが波多打川ですね。これが興津川です。興

津川でも、新幹線のガードの上ですが、一番下流のＪＲのあたりです。あのあたりでももうほんと

に限られたところです。波多打川もかなり上るんですけれども、もうほんとに限られたところです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波多打川について拡大して示します。ほんとにわずかなところです。こんなところでよく今まで

生き延びていたなと思うのですが、この中でも最も卵を産んでいるのは15､16､17番です。これが

巣の数です。たかだか１メーター四方です。１メーター四方にここら辺はもう100以上も巣ができ

ています。もう巣だらけです。穴だらけです。 

 反対側、９、10、11番もそこそこに多いです。普通の川でこのくらいあると相当多いのですけれ

波多打川での調査 
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ども、これもう異常です。ここまであるというのはなかなかないです。それ以外は巣がないところ

もあります。例えば１、２番なんていうのは早瀬です。こういったところには絶対巣をつくりませ

ん。 

 それから、この５、６、７、８番の辺なのですが、ここら辺は実は礫がありません。礫がないの

で産卵気室と言って卵を産みつける場所がないのです。ちょうどそういうのが整った場所で、なお

かつ、実はあんまり流れのないこういう場所というのは、泥がたまりやすいのです。 

 普通、川の下流のほうで流れのないところというのは泥がたまって埋もれてしまって、そんなと

ころには絶対シロウオは卵を産まないのですが、実は礫なんですね。粒子の大きさが１ミリよりも

小さい粒子というのは半分以下なのです。あまり流れがないのに泥っぽくないのです。そういう場

所が河川の下流のほうに形成されるというのは非常に尐ないのです。 

 あともう１つ落差です。これは実験でやったのですが、シロウオは体長が５センチです。飛ぶこ

とはありませんので、自分の長さくらいの落差をどれくらい上れるのかという実験をしました。１

センチは難なくクリアし、２センチもいいのですが、流れを遅くし、毎分３リッターにすると、急

激に上れる量が減ってきます。３センチになると流量３リットルではもう上れません。４センチに

なると大分上れなくなるのですが、流れが毎分30リットル以上あると若干、上るものがいます。つ

まり、ただ堰堤があっても上れるのではなくて、流れというのが非常に重要なのです。流れと落差

の関係があるということです。 

 それからもう１つ、これは生まれてからどれだけの間にえさを食べなければいけないかというこ

となのですが、生まれてすぐえさをあげたり、翌日やったものはほとんど死にません。ところが２

日間絶食させたものはもうどんどん死んでいきます。そのあとここ２日の段階ではまだ生きている

のです。生きているのですけれども、生きているときにえさをやっても、もうどんどん死にます。

人間で言えば拒食症と同じです。要するに無給餌で、全くえさをやらないのとほとんど変わらない

のですね。 

 なぜこんなことをやるのかというと、実は川の流れが余り緩いと海に到達できません。海に到達

できないとえさを食べられません。ですから、川の下流域で、流れがある程度あって、すぐに海に

下れるような環境、こういう場所でないとまた今度生まれてきた子供が育ちません。 

 ほかにも、塩分があると卵は発生しません。これは淡水起源の魚ですので塩分があると卵が発生

しませんので、汽水域ではだめなのです。ですから、くさび状に海水が入ってしまうような余り勾

配のない川だと、相当上流まで行かないといけないわけです。そういう点でもある程度河川勾配が

あって、河口域で水がきれいな川の下流域で、ＢＯＤやトータル窒素の数字もかなりきれいでない
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と遡上しません。 

 今の話をまとめると、河口から近いのですが、塩を感じないところで、当然堰堤があってはだめ

です。小石があって泥が堆積しない、これも産卵行動に関係するのですが、砂の粒子が４ミリ以上

だともう巣をつくれないんです。そういう細かい砂であって、泥ではいけないのです。流れが緩や

かな、いわゆる瀞と言われるような場所でないといけません。これが河口で形成される川というの

はほんとに数尐ないのです。 

 シロウオを増やすために幾つか提言をしていますが、川だけでなく海も大事なのです。幾ら川を

きれいにしても、育つ海がないとシロウオは増えません。 

 そういった形で、いろいろな魚がいろいろな環境を利用して生活しています。ですから、今ここ

でとった、その魚はその環境でないと生きられないのか、そうではないんです。それは一生涯の中

のほんの一時期そこで生活しているだけであって、いろいろな環境があって初めて１つの種類とい

うのが生きています。その種類がいるおかげでまた別の生き物が生きています。そのためには、川

が蛇行して深いところ、浅いところができて、なおかつ適度に土砂を流して干潟ができたり、流量

がそこそこないと汽水域というのが健全にできません。 

 それから、きょう話には出ませんでしたけど、例えば田んぼ、圃場整備をやりますけれども、田

んぼの高さと用水路の高さはできれば等しいほうがいいのです。ただ、水田に関しては賛否両論あ

ります。これは人間がつくった自然だから、自然環境とほんとうに呼んでいいのがどうかという議

論もあります。ただ、尐なくとも昔ながらの農業によってたくさん増えた生き物が、今の新しい農

業によってどんどん減っているということも事実です。環境というのはどんどん我々が生活するこ

とによって変わってきます。 

 そういったことで、多様な環境があってこうやって生きていたのですが、現在では川は直線にし

てしまいます。直線にすると全部平瀬という単純な川になってしまいます。そういったところでは

コイとかウナギしか生活できなくなります。こういった河口堰によって、魚が川を遡上しにくくな

ったり、当然干潟はもうありません。土砂が運ばれなくなりますので当然海岸線も侵食されます。

そういったいろいろな問題が次々に引き起こされ、さらに人間が持ち込んだ外来魚種の問題も出て

きています。こういったことによって、今どんどん生物の多様性が失われているということが言わ

れています。 

 だからといって、昔に戻していいのかというと、またこれも我々の生活ということがありますの

で、その辺を両立できるようなポイントというのを我々が探していかないといけません。これから

どんどん探していかないといけないということだと思います。 
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 以上で話を終わりにしたいと思います。 

 

 


