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　５月１０日、古鼡水辺公園で『２００８年矢作川川会議』が開かれた。

今年は「魚から見る矢作川」と題して、矢作川水族館のメンバー

が矢作川への思いを語り、俳優の中本賢さん、写真家の奥山英治

さんを招き魚の気持ちを代弁すべく「ざこ会談」を行った。

　魚の目を持つということは、なかなか難しいものだ。人は魚に

なれないし、魚はものを言わないのがその理由だ。したがって、

そこで必要になるのは地道な観察と柔軟な想像力である。ご立派

な学者の話より、家族に相手にされないような『釣りバカじいさ

ん』の話のほうが十倍も面白かったりするのは、そこに「おらぁ、

この目で見たんだ」という事実と体験、さらにほら話が加わるか

らであると思われる。それでは、川会議で行った矢作川水族館・

スライドショーの一部をご紹介しよう。

■メダカを知らない大人たち

　メダカを知らない人が多い。

信じられないことに学校の先

生でも知らない人が多いのだ。

みんな、小さな魚はメダカだ

と思っているようだが、産ま

れたばかりの稚魚は全部小さ

いことを忘れてはいけない。そこで観察が必要となってくる。

　小さな魚の小さなヒレや動きを見るのは、それだけで楽しい。

そして、そこから理科的な目が育ち、自然を考える心は芽生える

気がする。『自然を守ろう』『命を守ろう』などという言葉の教

育からは、自然の面白さも命に触れる感動も味わえないのである。

■過保護にされている魚たち

　そんな意味で言えば、大き

な魚の代表のコイとのつき合

い方にも問題がある。人間の

自己満足で行われる安易な放

流事業。これが大問題なのだ。

　コイは生態系の頂点に立つ、

いわばライオンである。橋の上だけで川をのぞく人は、コイしか

見ていないのであろうが、川の中は最悪だ。何しろコイは大食漢。

小魚をはじめヤゴなどの水生昆虫、タニシ、水草など、あらゆる

ものを食い尽くしてしまうのである。

　今流行りの自然愛護。ホタルだ、メダカだと浮かれるのもい

いが、安易な放流が気づかぬうちに自然破壊をしていることを

忘れてはならない。何より大切なのはそこにいる生き物。まず、

その川に棲む全ての生き物の声を聞くことから始めるべきだと

思う。

郷愁を誘うメダカ

コイを食べる人は少なくなった
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■雑魚への偏見をなくそう

　昭和天皇曰く、｢雑草という草はない」。これは正

しい。同様に「雑魚という魚はいない」のだ。雑魚が

釣り人から雑魚と呼ばれるのは「お目当ての魚でない」

「価値がない」それだけの理由なのである。　

　ただ、考えてみよう。本当に価値はないのか。釣

り人に一番嫌われるニゴイでさえ、初めて釣りをす

る少年には一生忘れない思い出を与えてくれるし、

猫またぎと呼ばれ「不味くて食えない｣ といわれる

ウグイも長野県ではご馳走だ。雑魚には価値がない

のではなく、人が雑魚に価値をみいだせないだけな

のだ。魚たちと本

気で付き合うため

に、釣り雑誌のス

タイルや雑魚への

先入観を捨て、ま

ず雑魚を釣り雑魚

を食べてみよう。

■魚の個性、川の個性を考える

　「矢作川っぽい魚ってなに？」と聞かれたら、私は

「上流のテッキリ、下流のスナモグリ」と答える。テ

ッキリとはギギ、スナモグリとはカマツカのことであ

る。ギギのヒレはノコギリ状で手が切れるからテッキ

リ。カマツカは砂に潜るのが得意だからスナモグリ。

地方名は味気ない学名に比べ実に面白いのだ。

　関東の友人は矢作川に遊びに来て、白い砂にこと

の ほ か 驚 き 、 ギ

ギ を 捕 っ て 大 喜

び し た 。 理 由 を

たずねてみると、

「 白 い 砂 の 川 な

ど 、 関 東 に は 一

つもないよ。それ

に、関東にはギギ

はいないからね」

という。どうやら、

「あたりまえ」の

景 色 の 中 に 川 の

個 性 は あ り そ う

だ。

　結局、守るものは珍しいものでも、貴重なものでも

なく、あたり前の矢作川なのだ。６０種類の雑魚のバ

ランスがこの川の個性を語ってくれる。

■小川と支流が魚の生命線

　魚が卵を産むことは、誰でも知っている。しかし、

どこで産むのかとなると、ほとんどの人が知らない。

雑魚には雑魚の味わいがある

三面張り農業用水路の悲劇

瓦にモツゴが卵をうんだ

食べると意外にもおいしいギギ

大きなカマツカが減ってきた

学校帰りの素敵な中学生。こんなやつらの存在に、矢作川の夢と未来を感じてしまう

答えはそれぞれ。砂泥に産んだり、石に産んだり、水

草に産んだり、時にはコンビニ袋にも産んだりする。

ただ、知ってほしいのは、矢作川の魚のほとんどが本

流ではなく支流で、それも田んぼの脇の小川で産卵し

たがっているという事実だ。本流だけで一生を完結す

るのは、アユくら

いのものである。

　しかし、悲しい

かな矢作川から小

枝のように伸びる

支流や水路は生活

排水が流れたりコ

ンクリートで固め

られたりして悲惨

なる状態。矢作川

の魚たちを守るに

は本気で支流の見

直しをするしかな

い。

　覚えておいてほしい。清流に棲むあの綺麗なシマド

ジョウも支流へ上がり、田んぼの脇で産卵したいので

ある。

■矢作川水族館の思い

　矢作川水族館は箱のない水族館だ。建物もなければ

水槽も持たない。理由は子どもたちに水槽の魚を見て

満足したり、納得してもらいたくないからだ。川の魅

力は川に行かなければ分からないし、魚の面白さは触

ってみなければ分からない。子どもに限らず、釣り人

に限らず、より多くの人たちが矢作川へ足を運び幸せ

な気持ちを感じてくれる。そのきっかけ作りをするの

が水族館の役割だと、われわれは考えている。

　子どもが川で遊ばなくなった？　うそうそ。水辺に

足を止めて見てごらんなさいよ。矢作川のぽんつく少

年たちは絶滅などしていないのだから。

（あべ　なつまる、小説家　矢作川水族館 館長）
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中本賢さんお手製の紙芝居

多摩川紙芝居

　―次の世代への僕からのバトン― 

すよね。川底は魚たちの食料生産基地なんです。

　ただ、川の横の人は暮らせない。護岸なんかしてな

いから増水すると全部流れちゃう。怖い川なのに、人々

は離れない。増水して冠水した田んぼが、翌年いっぱ

い米がとれる。怖いけど、有り難いことも沢山あった。

　最近の川は、近いと困ることばかりを気にして整備

されています。増水しても平気なように、河床を掘り

下げて、フェンスを建てる。匂いがし始めると「フタ」

をしちゃう。簡単管理を目指して「三面コンクリート」

の川にしちゃいます。魚に必要な境目は、当然無くな

っちゃいますよネ・・・。おかげで、怖さが無くなり、

今では川の横でも暮らせるようになりました。

　そして誰も川に関心を持たなくなった。自分のウン

チをどこに流してるか知らないし、蛇口から出てくる

水、どこから出てきてるんだかも知らない。そんな暮

らししておいて、地球の裏側のペンギンを心配してい

る。そんなことより、お前の横の川を心配しろって言

いたいですね。お前のウンコがどこ流れるのか、そこ

にどんな生き物が暮らしているのか、すこしは関心持

ちやがれーッ！・・・てことです、ハイ。

　地球温暖化の勉強も必要だけれど、先ずはあなたの

暮らしている一番大切な水環境に関心を持つことから、

やり直さなければいけませんネ・・・。みんなが、川の

怖さだけでなく、川の楽しさを理解できるようになれ

ば、必ずいろいろな素晴らしい動きになると思います。

◆人の通う川

　多摩川が１９７０年代から比べ、きれいになったポイ

ントは何かと言うと、人がいっぱい来たってことです。

多摩川には年間にだいたい２,０００万人もの人が遊びに

来る。多くが竿を持たない、近所の人です。散歩した

り野球やったり・・・とにかく、わんさか人が来る。

中本　賢さん

　「Let，sドン・キホーテ」っていうテレビ番組を１４年

やりました。あちこち川を中心にやりましたが、矢作

川が僕の心に残っているのは、すっごく普通の川なん

ですよね。僕、普通が大好きです。それでいて川に入

ると鮎はたくさん居るし、川底は砂だし・・・。矢作川、

とっても気になっていました。

◆多摩川の川遊び

　今日は矢作川を愛して止まないみなさんに、僕が東

京の多摩川で面白おかしく遊んでる様子をお伝えでき

たらと思ってます。多摩川は、東京と神奈川、日本で

一番人口が密集しているところを流れる川ですから、

矢作川と違うのは、流域人口が極端に多い。４３０万人

もの人が暮らしています。

　多摩川沿いに引っ越したのは、撮影所に近いからで

す。多摩川には何の興味もありませんでした。でも当

時、家の子どもがちょうど遊びたい盛りで、少しずつ

子どもと一緒に多摩川へ行くようになりました。魚釣

りとかして。川には誰も居ませんでしたから、一人じ

めですよ。近所の人は、多摩川に魚がいることも知ら

ないようでした。と言うか・・・関心がない。人がこん

なに一杯近くに住んでいるのに、多摩川は「近くて遠

い川」でした。

◆川への関心を持たせたい

　画用紙に絵を描いて紙芝居を作り、小学校の総合学

習の時間を貰い子どもたちに川の面白さを伝えています。

　紙芝居の最後にやるネタです。絵を見せて「川では

境目が３つある、どれか判るか？」って聞きます。川

の境目、１つ目は陸と川の境目で、川の真ん中の深い

ところから、だんだん浅くなってくる。そういうとこ

ろには必ず抽水植物帯っていうのがあって、これを「ガ

サガサ」と呼びます。ちっちゃい魚や、体力のない魚

が生活する場所。たとえば、小さいのが川の真ん中を

泳いでいたら、一発でやられちゃいますね、大きな魚に。

　２つ目は水と空気の境目「水面」。じゃあ３つ目は

何かといいますと、川と陸の地面の境目、つまり「川

底」です。川底には

石がある。石に太陽

の光線が当たると表

面がヌルヌルしてき

ます。ヌルヌルした

珪藻がつくと、川虫

がいっぱい出てきま

「マイク使わないんですよ。でっかい声でやる方が気持ちいい。」



再生紙を使用しています

後記
　今年の「川会議」は雨の中ではじまった。終わりまで雨……。賢さんの「Let`sドン・キホーテ」のかつてのフ
ァンが大方。これは偶然と必然が重なったとしか言いようがない。飾り気も商売気もない番組だったから。「雑魚」
という名の魚はいない。価値がないのではなく、人が価値をみいだせない、と夏丸さんの声。どんな生命も生き
る意味はある。良い川は子供が遊んでいる川、と英治さん。３人ともフィールドの多摩川や矢作川をしっかり見
ている。川が棲家の一つ。遊びの達人の極意が自然を自然体で語らせた、そんな雨の川べりの集いであった。（水）
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表紙の写真：2008年矢作川川会議　上（子どもアマゴ釣り大会）,  中（ざこ会談）,  下（中本賢さんを囲んでの懇親会）2008.5.10撮影

つじ

お知らせ
矢作川学校「集まれ川ガキ」矢作川学校「集まれ川ガキ」

　たくさん人が来ると川を気にする人も増えますよね。

ゴミが流れると、管理事務所に通報する。臭いが出る

と、これまた通報。管理事務所も大変ですが、実はこ

れが再生のきっかけになりました。どうにもならない

大きな問題は、市民活動家や市民が立ち上がり行政を

動かします。多摩川の流域住民は、日本一「うるさい」。

でも、行政も様々な施策を生んで、それに応えていま

す。やっぱり市民が関心を持つってぇーのが、大切で

すね。

　「川会議」のみなさんが、世間に「矢作川はおもし

れえ」と触れ回り、普段川に来ない人をどのように川

に来させるかが大切ですね。釣りをしなくても面白く

て価値がある場所・・・そこんとこ目覚めさすことが大

切なんだと思います。

　そうやって集まる人は素人ですが、やがて新たな矢

作川の価値観を生み出すかもしれない、大切な人材で

す。継続する活動は次々と未来を生み続け、１００年後

には我々では思いつかない素敵な矢作川をドンドン作

り出すと思います。

　僕たちはそのためのバトンをリレーする活動を続け

なければいけません。こんなに陽に焼けた黒い人たち

が居るんですから、大丈夫です。もっと凄い矢作川に

しなければいけませんネ。この、ありきたりな「普通

の川」で頑張っていただきたい。

　いつの日か、交流が出来るといいですね。「普通」

同士で。気合入れてくださいね。箱根の向こうから、

力いっぱい応援しています。

　会場は笑い声であふれ、たくさんのエールをいただき
ました。中本さんの「普通が好き」は、日々の地道な調
査と経験に裏付けられていることが分かりました。画面
からにじみ出る親しみやすさと深い魅力がどこから来る
のか分かったような気がします。矢作川の川オヤジ、出
番です。

　　　中本賢さんのＨＰ「多摩川クラブ」
http://members3.jcom.home.ne.jp/ken195665/

　紙面に限りがあり、ご講演の一部しかご紹介できませ
んでした。『矢作川研究』第１３号（２００９年３月末発行予定）
に当日の講演内容を再現し（中本さん監修）掲載します。
矢作川研究所にお問い合わせください。（文責：逵　志保）


