2008.5 No.119

豊田市矢作川研究所 月報

矢作川に最悪の外来魚
アメリカナマズ調査中
新見克也
◆これまでの経緯
２００５年の秋、矢作川の阿摺ダム下流でアユ釣りをしていた友
人が、何度も仕掛けを切られた。得体の知れない大きな魚が、お
◆矢作川に最悪の外来魚
アメリカナマズ調査中
◆外来種アライグマの問題
◆「矢作川 古鼡水辺公園／お釣土場」
土木学会デザイン賞2007受賞
◆第4回「矢作川 森の健康診断」のお知らせ
◆長らくお世話になりました

とりアユに襲いかかってくるらしい。頭にきた友人は仕掛けを極
端に太くして同じ場所に送り込んだ。
「ゴツゴツゴツ

ガガガーンッ！」

竿を折られないよう四苦八苦して取り込んだのは、６０cm級の
大きなナマズだった。１尾だけでなく、たくさんいる雰囲気だっ
たという。これがアメリカナマズだった（写真）。
アメリカナマズの体型は日本のナマズとは全く違っていて、ギ
ギを巨大にして筋肉質にした感じだ。幼魚はギギと見間違いやす
いが、体色が黒点を散りばめた銀白色（ギギは褐色〜黒色）をして
いる点で見分けられる（次ページ図）。
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思い返せば私もその前年、同じ場所でウナギの夜釣りをしてい
て、３０cmほどの丸々と太ったギギを釣り上げたことがあった。
ギギは大きくても２５cmほどの痩せた魚だから、あまりの体格の
良さに驚いたことを憶えている。いま思えばあれはアメリカナマ
ズの若魚だったのだろう。
アメリカナマズは昭和４６年に北米から養殖魚として茨城県霞
ヶ浦に移入され、その後、逃げ出したものが自然繁殖して爆発的
に増加し、大問題になっている。最近では琵琶湖をはじめ各地で
確認されるようになってきた。その一つが矢作川だ。
生後５〜６年で６０〜７０cmに成長し、なかには１ｍを超えてバ
ケモノ級になるものもいる。大きな口、大きな体から想像するに、
かなりの大食漢だろう。これまでに餌にして釣れたのは、生きた
小魚、おとりアユ、死んだアユ、小イカ、コイ釣り用の練りエサ、
コーン、ソーセージ等々

。なんでも食べるらしい。ルアーマン

の情報によると好奇心が旺盛で、夜間、水面までルアーを追って
出てくるという。
在来の小魚にと
っては恐ろしい
存在だろう。
困ったことに
繁殖力も強いよ
うだ。１kgの親
が１万個、２kg
の 親 （６０c m ほ
ど）では２万個
もの卵を産み、
それを親が守る

阿摺ダム下で釣れた70cm級のアメリカナマズ。重い…
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という。ブラックバスやブルーギルを上回る最悪の外

ので、この方法が効率が良さそうだと判断している。

来魚かも知れない。環境省が特定外来生物に指定し、

今年１月には、茨城県内水面水産試験場でアメリカ

生きたままの移動や飼育は法律で禁止されている。

ナマズの研究をしてきた半澤浩美さんを講師に招いて
さし あみ

研修会も開き、冬季には深場への刺網の設置が効果的
◆予備調査で捕獲方法を確立

であることも学んだ。

２００７年４月に発足した市民グループ「矢作川水族館」

また、ルアーマンを中心に釣り人からの情報収集に

では、当面の活動の一つとしてアメリカナマズの調査

も力をいれ、矢作ダム湖から明治用水頭首工下流まで

を始めることにした。

の広い範囲に生息していることも分かってきた。特に

ここで、矢作川水族館について少し説明しておきた

ダム湖やダム直下の止水域で密度が濃いようだ。

い。矢作川で魚類を扱う市民グループといえば、豊田

このように、ぼんやりとではあるが矢作川でのアメ

市矢作川研究所と二人三脚で天然アユの生態調査を

リカナマズの全体像がつかめてきた。しかし、まだま

１０年以上続けてきた「矢作川天然アユ調査会」の存

だ情報が少なく、分からないことは多い。もし捕獲し

在が知られている。矢作川水族館はその弟分として誕

たり、捕獲したという話を聞いたりしたら、矢作川研

生した

究所（電話０５６５-３４-６８６０）または、私（携帯０９０-７６

ざ

こ

雑魚版

の市民グループだ。名前が名前だけ

によく勘違いされるのだが、魚を見せる水族館施設を

１６-８１５６）まで知らせてほしい。

持っているわけではなく、水族館の影の事業である魚
類調査や市民啓蒙を主な活動としている。ホームペー
ジ上で「ネット水族館」も開設しているのでご覧いた
だきたい（矢作川水族館で検索可能）。
さて、矢作川水族館によるアメリカナマズ調査だが、

◆食べると美味しい！
余談になるが、アメリカナマズは食用魚として移入
されただけあって、肉厚で、味もいい。北米では白身
魚フライの材料として一般的だそうだし、日本でも岐

初年度の２００７年度は予備調査的に、捕獲実績のある

阜県飛騨地方では養殖アメリカナマズを「河ふぐ」と

阿摺ダム直下で行ってきた。捕獲に用いたのは水面に

呼んで名物料理にしているほどだ。

はえ なわ

エサを浮かせるタイプの延縄。中型でも６０cmを超え

私たちも捕獲したアメリカナマズをいろいろな料理

るアメリカナマズが相手なので、糸や針は大袈裟に思

で食べてみた。煮付けやフライはとても旨かったし、

えるほど頑丈にしている。この延縄を中心に９月末〜

西京漬けの焼魚なんて思わずうなってしまうほど旨か

１０月末の１カ月間で１０尾（３０〜７０cm）を捕獲できた

った。冒頭で紹介した私の友人は、経営している飲食
店で試しに「白身魚フライ定食」として出し、客の評
判が良かったらしい。とにかく旨い魚だ。みなさんも
駆除を兼ねて積極的に捕獲し、ぜひ食卓に並べてみて
ほしい。ちょっと恐いけれど、私は刺身やシャブシャ
ブにも挑戦してみようかと思っている。

アメリカナマズ成魚（全長60cm程）

◆２００８年度は越戸ダム湖で調査
初年度の予備調査で捕獲方法を確立できたので、
２００８年度は越戸ダム湖をモデルとして、ダム湖での
日本のナマズ（全長60cm程）
●アメリカナマズの尾びれはコイ等のようにＶ字に切れ込んでいて大きく、
泳ぐ力が強い。背びれの後方に脂びれもある

効率的・効果的な駆除方法の研究に取り組んでいく考
えだ。矢作川漁協が調査用に小型アルミボートを購入
してくれたので、これを借りて２週間に１回のペース
で１年間行っていく。
みなさんに誤解してもらっては困るのは、矢作川水

アメリカナマズ幼魚（全長15cm程）

族館が外来魚の駆除部隊になろうとしているのではな
いということだ。私たちの役目はあくまで効率的・効

ギギの成魚（全長15cm程）

果的な駆除方法の研究である。その成果をダム管理者
を始めとする河川諸団体に提供し、継続的な外来魚の

●アメリカナマズの幼魚はギギとシルエットが似ているが、銀白色で黒点が
ある
イラスト：阿部夏丸（矢作川水族館館長）
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駆除に取り組んでいただけるよう提言していきたい。
（にいみ

かつや、矢作川水族館）

外来種アライグマの問題
野呂達哉
前肢で物を洗うような

は４０を超える都道府県で確認されています。また、

しぐさをすることから

すでに１０数の都道府県では繁殖もしているようです。

「アライグマ」という和

農作物に被害を与え、人家の屋根裏に巣を作ることな

名がついています
（写真１）。

どから、害獣として駆除されています。ただし、動物

しかし、実際に物を洗っ

愛護の観点から、このような駆除に反対する個人や団

ているわけではなく、前

体もあります。アライグマの姿はとても可愛らしく、

肢で餌となる水辺の生き

駆除は可哀想だといった気持ちもよくわかります。し

物を探っているのだと考

かし、現在、生息地の破壊などによって著しく減少し

えられています。タヌキ

ている日本の小型生物をアライグマが捕食しているの

とよく間違えられますが、

だとしたら、いったいどのように思うでしょうか。例

簡単に区別できます。ア
ライグマの尾にはリング

写真1 自動カメラで撮影されたアライ
グマ（矢作川河畔林）

えば、水辺に住む小型のサンショウウオやカエル類を
アライグマが捕食しているという記録も増えてきてい

状の縞模様がついていますが、タヌキにはこの模様が

ます。このまま分布を広げるにまかせていたら、細々

ありません（写真２）。また、アライグマの指は長く、

と生き残ってきたこれらの小さな生き物達は、人知れ

物をつかむことができますが、タヌキは指が短く、物

ずいなくなってしまうかもしれません。そのようなこ

をつかむことができません。アライグマもタヌキも同

とを回避するためにも、アライグマの分布を把握して

じ食肉目の動物ですが、タヌキがイヌ科に属するのに

おくことはとても重要です。幸い、生息確認は比較的

対し、アライグマはアライグマ科に分類されています。

容易です。水辺の泥場などを探すと赤ちゃんの手形の
ような足跡を確認することができます（写真３）。矢作
川の河畔林調査では、このような方法で、ネコギギな
どの貴重な生物が生息する上流域（小渡町）にまでア
ライグマが達していることが分かりました。今後、そ
れぞれの地域で足跡などを利用した分布調査を行い、
アライグマの生息状況を把握するとともに、貴重な生
き物達の生息する地域への侵入を阻止するための十分
な対策が必要だと考えられます。
（のろ

たつや、四日市大学環境情報学部・

名古屋コミュニケーションアート専門学校
写真2 アライグマ（左）とタヌキ（右）の比較。アライグマの尾にはタヌキには
ないリング状の模様がある

エココミュニケーション科 非常勤講師）

アライグマは元々、北アメリカなどに分布します。
日本では１９６２年に飼育個体が逃亡して野生化しました。
その後もペット用に輸入された個体が逃亡、あるいは
故意に放され、各地で繁殖したと考えられています。
２００５年に外来生物法によって飼育が規制されるまでは、
ペットとして日本各地で売られていました。私は１９７０
年代、小学生だった頃、デパートの屋上で売られてい
るアライグマをはじめて見ました。子供のアライグマ
が手で餌をねだる姿はとても可愛らしかったのですが、
隣にいた売れ残りの成獣がケージの中を行ったり来た
りウロウロしていた姿がとても印象に残っています。
日本で野生化したアライグマは分布を広げ、現在で

写真3 アライグマの足跡（前肢）。右下は石膏型。人間の赤ちゃんのような
形が特徴
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土木学会では、橋梁、河川、道路から公園、まちづく

りに至る多様な分野から、優れた構造物や公共空間とそ
の実現に関与した関係者を表彰する「デザイン賞」を
2001年より制定しています。今回、矢作川の関係者に
愛されてきた近自然型の水制工を中心とした古鼡水辺公
園（左岸）、お釣土場水辺公園〜石倉水辺公園（右岸）
を一連の作品として、愛知県豊田加茂建設事務所が応募
し、同賞優秀賞を受賞しました。
また、この賞は2004年にも近自然型で整備された児
ノ口公園が、最優秀賞を受賞しており、豊田市内では2
度目の受賞となりました。

市民の手で人工林の健全度を調べる「矢作川 森の健
康診断」が今年も開催されます。第4回の今年は岡崎市
で調査を行います。皆さんのご参加をお待ちしています。
◇日

時：2008年6月7日（土）9：30集合

◇締め切り：2008年5月12日（月）
（消印有効）
◇問い合せ：090-4160-9065（矢森協）または上記申
し込みメールアドレスへ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◇集合場所：岡崎市森の総合駅（岡崎市役所額田支所隣り）
＊名鉄本宿駅から貸し切りバスが出ます（有料、8：30出発）。
◇参 加 費：500円

森のことが知りたい人も、森の健康診断に興味がある人

◇申込方法：下記の事項を記入し、ハガキ、faxまたはメー
ルで申し込んで下さい（申込者多数の場合は選考後連絡）。
②氏名

③生年月日

④性別

も、森の健康診断データ
が見たい人も…今すぐア
クセス！

「第4回矢作川森の健康診断 参加希望」
①住所

●「森の健康診断」のWEB-GISサイトが始動しました！

⑤電話番号

http://mori-gis.org/

⑥（あれば）メールアドレス ⑦本宿駅からのバス乗車希
望者のみ「バス」と明記（バス代別途往復500円）
◇申 込 先：〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-44-17
嶋田ビル203

矢作川水系森林ボランティア協議会

メールアドレス：yamorikyou@yahoo.co.jp

●矢作川森の健康診断実
行委員会が、朝日新聞社
の第9回「明日への環境
賞」を受賞しました！

fax：052-581-8161

4年間、矢作川研究所に奉職いたしました。右も左も

いて、知見を深めることができたのではないかと感じて

わからなかった頃が、遠い昔のことのようで懐かしくも

います。今後も研究・調査に邁進し、お世話頂いた皆さ

あり、ついこの間のことのようでもありますが、多少な

まにご恩返しが出来るよう、精進してまいりたいと思い

りとも、矢作川流域のこと、河川生態系のことなどにつ

ます。ありがとうございました。

（高橋 聡）

表紙の写真：上（矢作川源流の大川入山を望む 2007.5.23）, 中（ガマズミ 2003.5.16）, 下（オオカワトンボ 2007.5.8）

後記
2005年6月に外国から移入された生物を対象に外来生物法が施行され、現在、生態系や人の生命・身体、農林
水産業に被害を及ぼすとされる84種の動植物を指定し、生きたままの移動や飼育、栽培などを禁じています。矢
作川流域には今回ご紹介しましたアメリカナマズ、アライグマ以外にカワヒバリガイをはじめとして多くの外来
生物が侵入し、猛威をふるっています。今後も流域に生息する様々な外来種の動向について、いち早く、みなさ
まにお届けできればと思います。（白）
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