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矢作川、今と昔

　私が矢作川の鮎と関わりをもったのは、今から３０年ほど前に

なるだろうか。小学校高学年のころ父親に連れられて、よく上ノ

山（豊田大橋上流付近）あたりで船に乗せてもらい鮎釣りを教わ

ったのが始まりである。その頃の仕掛けは、今のように金属糸な

んてものはなく、ナイロンの０.３、０.４号を使っていたと記憶して

いる。おとり鮎に付けるハナカンなんかは銅線でできていて、今

のようなワンタッチハナカンなんて便利なものはなかった。道具

の進歩は早くすばらしいものだ。

　さて、川はどんなふうだったかというと、今とは比べ物になら

ないくらいすばらしい川だった（水は現在のほうが綺麗）。なに

がすばらしいかというと、上ノ山には急瀬があり底石がびっしり

敷きつまり、川全体（高橋～久澄橋）が好釣り場だった。しかし、

現在の上ノ山はひどい状態で底石が小さく砂が入り込み、川底の

ウネも無くなり、鮎の釣れるポイントが大幅に減ってしまった。

例えるとまるで病気でやせ細ってしまった人間のようだ。矢作川

には沢山のダムがあり、その下流への石の供給は難しいだろう。

人間様は本当に愚かだと思う。このままでは近い将来、篭川から

下流域は川が死に鮎釣り場がなくなってしまうような気がする。

早急に手術が必要だと思う。後世にはこのような現状を残しては

いけないと思う。

　私の勝手な考えだが、建設会社に勤務している仕事柄、土木工

事で山をいじることがあり、その時に邪魔な岩石が多々でること

がある。その石を処分するのではなくストックしておいて、必要

なときにそれを川に供給するようなことはどうだろうか。その石

は鮎は舐めにくいだろう

がその周りは川が生きて

くるだろう。人間がここ

まで川をいじめてきたの

だから、これからは少し

ずつでも人間が川をいた

わってあげる番だと思う。

　釣りの話をちょこっと

書かせてもらう。小学６

年生の時だったと思うが、

父親の船を漕ぎ出し、上

ノ山のトロ場へ弟とよく

行ったものだ。釣り方な

んて簡単なものだった。

ポイッと船の横へ親鮎を

放し、竿を川に対して直 新見克也氏 撮影
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角水平に倒すと親鮎がスーッと横に走りだしドッドド

と掛かる。ただそれだけで子供の私でも１日に２０尾

は簡単に掛けていた。四つ離れた弟なんてもっとすご

かった。あいつが中学生だったころ父親の船を漕ぎ出

し、半日で５０尾も釣ったこともあった。大人顔負け

だった。もちろん仕掛けなんて今と比べれば簡単なも

ので針合わせなんて言葉なんて聞いたことが無かった。

まあそれだけ川が健康で鮎達が元気だったということ

かな。

　さて、今年はと言えば、春に三河湾から６０万強の稚

鮎が水源頭首工を上がり、その中の一番仔が例年にな

く大きかったこともあり、中流部の川口ヤナ、乙長瀬

では７月の中旬頃に２５cmがあがった。そして、８月

の頭だというのになんと２８.４cmを釣ってしまった（前

項写真）。おそらく９月中には３０cmを超える鮎が釣れ

るだろう。

　シーズンを振り返って、初期は小渡地区がそこそこ

の成績を上げた他は全体的に冷水病が発生する時期と

重なって不漁だったが、８月に入ってからは、どの区

間も良い成績を残せたんじゃないかなーと思う。初期

の川で会う釣り師達の顔は皆曇っていたけど、今では

皆ニコニコ顔だ。あとひと月ほどでシーズンも終わる

が、今年はまあまあの年じゃないかな。

　最後に、先ほども述べたように今の川は病んで死に

かけの状態にあると思う。川の起伏が無い状態では鮎

達が逃げ込む場所が無くなり、良い垢の付く所も減り、

鮎の成長も悪くなるだろうし、一番は釣りが難しくな

ってしまう。今後、ダムがいくつもある矢作川では川

が自然に良くなることはまず無いだろう。これからは

川に携わるもの皆で川を生かす事を早急にやっていく

べきだと私は思い願っている。

　今度生まれてくる時もこの川で竿を出してみたい。

（いまい　のりゆき、矢作川漁協テスター）

　いまさら話すことではありませんが、矢作川は都市

域でアユ釣りができるめずらしくとてもよい川です。

多くの釣り師は、釣りの楽しみもさることながら、食

べる、あるいは食べてもらうためにセッセセッセと狂

ったように釣りに出かけます。アユは香魚とも呼ばれ、

その独特の味わいは食べる人にとても喜ばれます。特

にスーパーで売られているアユには見向きもしない人

でも天然と一言付くとさも高級であるかのように好ん

で食べてくれます。

　それでも、食べなれてくると「どこどこの川のアユ

は旨い」とか「まずい」とか、講釈をたれる人も多く

います。では、アユの味は川によって、あるいは同じ

川でも場所によって違いがあるのかどうか。答えは、

やはりあります。それは水質であったりアユが食べる

コケ（藻類）の質であると言われています。

　全国ききアユ会というものが毎年高知県で行われて

おり、日本中の川で釣られたアユがエントリーされ、

どこの川のアユがおいしいか順位付けされています。

　調査研究組織「矢作川天然アユ調査会」としても、

矢作川の様々な場所で釣れたアユの味から河川環境の

違いを探ってみようという試みで「矢作川ききアユ会」

を始めました。結果は表のとおりです。毎年のことで

すが上流域のアユが美味しいという結果がでます。誤

新見克也氏 撮影

1位　川口
2位　笹戸
3位　小渡
4位　広瀬
5位　豊田大橋
6位　古鼡
7位　巴川
8位　葵大橋

ききアユ会の結果解されては困りますが、矢作川の

アユは総じて美味しいです。

　今回、オプションとして名古屋

女子大学の研究の一環として、天

竜川の船明ダムの上下流のアユも

食べ比べてみましたが、明らかに

ダム上流のアユが美味しいという

結果でした。

　これらのことから、河川環境がアユの味に影響して

いることを示唆しているのかもしれません。

（みやた　まさかず、矢作川天然アユ調査会 会長）

おんながせ

「第８回 矢作川ききアユ会」を開催しました
宮田昌和
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図１ 天然か養殖かを判別する鱗の部位 図２ 矢作川７地点と巴川で釣れた鮎の天然と養殖の割合。数値は匹数
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天然アユ調査会で取り組む鮎の鱗分析と試験無放流の試み
中條義氏

　矢作川天然アユ調査会では採集したアユのふ化後の日数

を調べるために耳石の取り出しを平成１４年から始めてい

ます。平成１７年からは、鱗の数の計数から天然鮎と養殖

鮎の判別も連動して行うことにより、もう一歩踏み込んだ

研究になりました。これからはさらに一歩進めて、釣れた

養殖鮎の産地まで分かるような研究に取り組むつもりです。

それができれば冷水病に強い種苗の特定、釣れ易い闘争本

能にあふれている種苗の特定、高水温にも強い種苗などが

特定できるようになるかもしれません。考え始めたら次々

と特定したい条件が出てきます。

　それでは、天然鮎と養殖鮎の判別について説明します。

最初に遡上してきた天然鮎と放流される養殖鮎の、背ビレ

から側線までの鱗の数を数えます（図１）。数え方は、ま

ずよく切れるメスを使って背ビレの下あたりの鱗を最小の

力で剥がし、背ビレを残して三枚におろします。おろした

身を短冊状に切り取り、鱗を剥がしとった部分に薄墨を塗

って鱗が付いていた跡を浮かび上がらせ、背ビレの第５軟

条（図１ 矢印）の付け根から斜め下に向かって側線まで

の鱗の数（側線上方横列鱗数）を顕微鏡で数えます。そし

て、定期的に行われる成長調査で釣れたアユの全長、体長、

重さ、顎下の穴（下顎側線孔）の数、その左右のずれ、冷

水病の症状の有無、鱗の数、その配列異常などを記録し、

鱗の数も数えます。今までは１６枚までが養殖で１７枚以上

が天然でしたが、暖冬や厳冬など水温変化により鱗数も変

わります（生育の初期に水温が低いと鱗が多くなる）。こ

れにより、天然と養殖を１００％に近いところまで判別でき

るようになりました（図２）。この研究の応用により、養

殖の放流スタイルが少しずつ変わって行けば、シーズンを

通して鮎釣りが楽しめる事でしょう。

　次に、矢作川漁協に協力していただいてこれからぜひや

ってみたいことです。放流する区間には１カ所に複数の種

苗を放流する交雑放流は避けて、５種類の養殖種苗を、ダ

ムをボーダーラインとして上流から【上上流 矢作第二ダ

ム 明智～時瀬】・【上下流 笹戸ダム 日之出橋～笹戸大橋】･

【中上流 百月ダム 池島～乙長瀬】・【中下流 阿摺ダム 冨

田～広瀬】・【下流 越戸ダム 古鼡～久澄橋】と放流する

と、１年で５産地の様々な条件が特定されます。スタート

は、釣れるか釣れないか？冷水病には強いか？大きくなる

か？それぐらいから、始めたいと思っています。

　これは私が鱗の調査をやってきた感想ですが、できるな

ら古鼡より下流は試験的に無放流にしたいと思います。平

成２０年の今年は約６４万匹（明治左岸魚道）の天然溯上が

有り、越戸ダムの魚道を遡上した鮎が約１１万匹だったので、

下流の久澄橋から古鼡まで５kmの間（川幅５０ｍとして）

の２５万㎡の漁場に約５３万匹の天然鮎が、うじゃうじゃい

る事になります。１㎡に生息する鮎の数は1匹が理想とさ

れているので、２５万から３０万匹が限度です。それ以上は

群れ鮎・遊び鮎になってしまうだけで、そこに天然より大

きくて冷水病のリスクの高い養殖鮎を２０万匹放流しても、

アカは食べるけどなわばりをつくらず天然鮎の成長を抑制

して、なおかつ釣れないという悪循環に陥ってしまうこと

が心配されます。天然溯上があまりに多い年は、ピンスポ

ットでは釣れるが全体的には不漁に終わり、９月過ぎても

１５cm以下の鮎が釣れる様になってしまいます。この「試

験無放流」とも言うべき新たな試みをぜひ実施したいもの

です。

　上記の提案は、実際には数々の障害、リスクも伴うだけ

に、簡単には実現できないでしょうが、様々な方向から養

殖鮎の放流スタイルを考える時期にきたと思います。

（ちゅうじょう　よしうじ、矢作川天然アユ調査会 副会長）
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再生紙を使用しています

後記
　8月28日から発生した豪雨では岡崎市
で時間雨量147mmを記録するなど、矢
作川および境川流域に甚大な被害を及ぼ
しました（表参照）。被害に遭われた方々
には心よりお見舞い申し上げます。（白）

表紙の写真：上（上村川 2004.10.28）、中（アサギマダラ 2003.10.8）、下（アユの卵 2006.10.26）

　平成２０年８月３０日に愛知、岐阜、長野３県にまたがる
矢作川水系の８つの漁業組合*が一堂に会して「矢作川水
系漁業協同組合連合会」なるものを立ち上げました。
　連合会という言葉は、連合体とか連合軍みたいで、あま
りいいイメージを持ちません。しかし単純な話、言葉はと
もかく物理的に矢作川という川を介してつながっているの
で、お互い仲良く情報交換をして、社会に貢献しようでは
ないか、という極々あたり前のことをしてみようというこ
となのであります。
　さて、考えてみれば日本の川の漁業組合なるものは不思
議な組織体であります。例えば、すぐ近くの長良川や豊川
にしても上流、中流、下流にわかれ、支流にもいっぱい組
合があって、それぞれがまるで人種が違うみたいに生きて
いるんですね。上流と下流では川相が違うから、分かれる
のは当たり前だという人達もいるでしょう。しかし、人間
の都合で、それぞれの組合が思い思いの、そして様々な稚
アユを同じ水系に放流していては、何かイミテーションと
か人工の世界にいるようで、アユ達に気の毒なような気が
いたします。
　そこで矢作川水系では天然アユを介してなるべく本物を
目指していこうということを決めました。ところが本物を
目指すからには８漁協のそれぞれの組合に、それなりの覚
悟がいります。仕事が増え、面倒なことが多く、経営のこ
とについても不安が出てきます。そして何よりもそれぞれ
の組合自身に、ゆるやかな自制心というものが必要となっ

てまいります。
　実は、この自分達への自制心と新しい時代に向けての挑
戦意欲、そして矢作川流域という川へのプライド、誇りが
大同団結させた原動力なのであります。矢作川流域の漁業
組合は高齢化しています。その高齢者達が次世代にバトン
タッチするため、最後の力を振り絞って頑張ろうという結果
の表れが、連合会の設立という言葉になったわけであります。
　名前にセンスがなくてどうしようもないですが、どうぞ
我々の趣旨そしてその意を汲んで頂きまして、多くの皆さ
んからの応援を頂戴したいと願っています。

（きど　のりじ、矢作川漁業協同組合理事兼事務局長）

*【愛知】矢作川漁協・名倉川漁協・巴川漁協・男川漁協・岡崎市漁協、
  【岐阜】岐阜県矢作川漁協、【長野】根羽川漁協・平谷村漁協の８漁協

連合会8漁協の組合長（新見克也氏 撮影）

　愛知・岐阜・長野の3県を流れる矢作川は幹線流路118km、支
流を含む漁場延長約500kmの一級水系であります。
　そこには豊かな清流が滔々と流れ、急流や深い渕、早瀬や瀞場が
どこまでも続き、白く輝く下流域の砂河川を経て、矢作川は三河湾
の海とつながっていました。
　天然アユは河口から約100kmも上流の山間地の魚止めの瀧まで
のぼっていたし、川マスと呼ばれていたアマゴ等の渓流魚やウナギ、
モクズガニ等々が海と川を往来していました。
　その間の無数の流路には70種に及ぶ豊富な魚類が生息していま
した。そういう美しい矢作川の風景をまだ記憶している私達の世代
は、ここに矢作川水系の8つの漁業団体の組織の力と4,700人余の
組合員の英知を集めて、古き良き時代の矢作川を取り戻す決意を固
めました。

　私達は3県8漁協で「矢作川水系漁業協同組合連合会」を設立し、
第1に矢作川水系の河川環境改善の「一つの意志」をまとめます。
第2に私達はその「一つの意志」に基づいて様々な河川環境改善の
施策を流域に提案します。第3に河川環境改善の為の話し合いは「連
合会」に一任致します。
　私達の合い言葉は「良く利用され、なお美しい矢作川の創造をめ
ざして」であります。矢作川水系の河川管理者・ダム管理者・利水
団体や研究者団体、河川愛護団体、漁業団体などが一致協力し、私
達がこの50年間に失ってしまった健全な矢作川が取り戻せる事を
切望致します。
　人々と川の生き物達が共生していた古き良き時代の記憶が流域か
ら消え去ってしまう前に。

　平成20年8月30日
矢作川水系漁業協同組合連合会　設立総会　

木戸規詞

矢作川水系漁業協同組合連合会　設立宣言

矢作川水系漁業協同組合連合会の設立

人的被害� 
　死者　　2名
　軽傷者　2名

住家被害� 
　全壊　　　　　 4世帯
　半壊　　　　　 2世帯
　一部破損　　　 3世帯
　床上浸水　  2,270世帯
　床下浸水　11,202世帯

その他被害� 
　道路損壊　　　　　　  279カ所
　道路冠水　　　　　　  634カ所
　橋梁被害　　　　　　　  1カ所
　河川・砂防被害　30河川53カ所
　崖くずれ　　　　　　　38カ所

被害状況（2008.9.5 愛知県発表）
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