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天然アユの本．—高橋勇夫・東　健作（編著）．2016．築地書館
株式会社，東京．279 pp．ISBN 978-4-8067-1510-8．2,000 円（税
別）．
 

清流の女王・アユは日本全国の河川に広く分布し，友釣りな
どといった遊漁の対象，また，地域文化に深く根差した食用資
源として古くから利用されてきた．われわれ日本人にとってア
ユは最も身近な魚で，日常生活と切っても切れない存在と言える．
アユの分布域は東アジアで，その中心は日本列島である．石に
付いた藻類（コケ）を主食としているため，水がきれいで川底
に藻類が繁殖できる環境が必要となる．実はこのような条件は
日本の河川に特徴的に見られるもので，まさに「アユは日本の
風土と川に適応した魚」と言える．
そんなアユだが，全国的に資源量が減少しており，きわめて

危機的な状況にある．清流として名高い長良川の天然遡上アユ
は，2015年に岐阜市により準絶滅危惧種に指定された．このま
までは近い将来，日本各地で天然のアユを目にする機会はめっ
きり減ってしまうであろう．アユは両側回遊魚で，一生のうち
に河川と海の両方を行き来して生活している．アユにとって，
川と海の両方の環境が良好に保たれていることが個体群を維持
する上でとても重要となる．人間の都合で長年繰り返されてき
たダム建設，河川改修工事，海岸の埋め立てなどといった環境
改変が，かれらの生息環境を悪化させ，個体数の減少を引き起
こしていることは想像に難くない．
本書は，2006年に初版が発行された「ここまでわかったアユ

の本」（高橋勇夫・東　健作　編著），に最新の知見を加え，大
幅に改訂後，出版されたものである．長年にわたり，現場で一
貫してアユの生態調査，保全活動に携わってきた研究者により
執筆され，アユへの熱い思いのつまった良書である．
本書は 4章から構成されている．1章「アユの四季」では，

年魚アユの一生について，北海道から九州までいろいろな川で
の調査から得られた著者ならではの知見をもとに詳らかにされ
ている．産卵や遡上などのタイミングは，日長や水温などといっ
た生息する河川や海の環境条件により左右されるため，地域に
よって異なる．日本各地の様々な河川および海域環境に適応し
て生息するアユであるが，「アユという魚を知れば知るほど，そ
の柔軟性に驚かされる．そして，この柔軟性こそがアユの最大
の強みであるように思えてならない．」という記述には納得させ

られる．　
2章「変化する川とアユ」から 4章「天然アユを増やすには？」

にかけては，現在のアユ資源の減少を引き起こしている要因に
ついて鋭く指摘し，短期的，あるいは長期的視野に立ち，将来
的にアユを保全していく上での具体的な多くの提言がされている．
2013年のアジア開発銀行による水環境の調査結果によると，日
本の河川環境は危機的レベルにあり，水を利用することには長
けているが，生態系の保全が不十分との指摘がなされている．
環境省が 2013年に公表したレッドリストにおいては，日本の淡
水・汽水魚およそ 400種のうち 167種が絶滅危惧種，34種が準
絶滅危惧種に指定されており，実に半分を超える種が絶滅を心
配される状況にある．先述したとおり，長良川の天然遡上アユ
も岐阜市により準絶滅危惧種に指定されている．
天然アユ資源の減少を引き起こしている要因として，生息環

境の荒廃に加え，著者は長らく行われている種苗放流の功罪に
ついても論じている．ダム建設や河川改修，水質の悪化，乱獲
といった様々な要因により全国的に天然アユが減少し，それを
補うためにこれまで種苗放流が活発に行われてきた．実際に
1990年～2000年頃にかけては，放流の効果はきわめて高かった
らしい．著者はこの種苗放流の成功こそが，現在の天然アユ資
源の減少に拍車をかける要因となってしまったと指摘する．長
期的な視点から天然アユ資源の保全を考えた時に最も重要なの
は，アユにとって好適な生息環境の保持および整備である．増
殖のための一つの手段である種苗放流がその簡便性，即効性ゆ
えに，万能の増殖策と過大評価され，そうした対策がこれまで
なおざりにされてきたのではないか．著者が主張しているように，
今こそ，原点に立ち返り，天然アユ資源を維持するための抜本
的な対策に本腰を入れるべきであると感じた．
　天然アユ資源を保全していくことは，かれらの生息環境で

ある川や海の環境を守っていくことに他ならない．そこには多
くの利害関係が複雑に絡んでおり，問題解決に向けて一筋縄で
はいかないのが現実である．著者は「私たちになじみの深いア
ユをとおして暮らしを見つめ直すことはできないだろうか．こ
れまでの利便性や経済性のみで評価されがちであった水利用の
あり方や川の環境についてもう一度見直す必要があるのではな
いか．」と現代社会に生きるわれわれ読者に発想，価値観の転換
を促す．天然アユを流域の共有財産として大切に保全していく
ことで，遊漁者や漁協だけでなく，周囲のすべての住民が少し
ずつ得をする，そういった仕組みを作り出すべきという指摘はもっ
ともであると思う．
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現場での経験をもとに書かれた 8つのコラムも非常に面白い．
コラム 4「差しもどしアユ」によると，洪水の際，アユは流さ
れないように淵の岩陰や水没した河岸の低木帯のようなところ
に避難するが，洪水の規模が大きいとどうしても海に流されて
しまうらしい．私も同様の事例を沿岸域で定置網漁業に従事す
る漁業者の方から聞いたことがある．驚くべきことに，このよ
うに出水とともに海に出たアユは再び川に戻ることができ，川
に再遡上するまでなんと 2週間程度を海で過ごすことができる
らしい．アユの「柔軟性」，しかるべしである．
本書は幅広い読者層を想定し，全体が平易で分かりやすい文

章で書かれており，研究者はもちろん，現場の漁協関係者，遊
漁者，環境学習や教育に携わる多くの方々に是非読んでいただ
きたい．本書を読めば，いかに野生のアユが現在危機的な状況
にあるのか，誰しもが身をもって理解することができる．読後，
アユの減少，その主な原因となる河川および海域環境の悪化を
引き起こす一番の問題は，一般の人々のまわりの環境への無関
心であると痛感させられた．著者の「市民の川やアユに関する
関心が薄れれば，環境は確実に悪くなっていく．つまり，アユ
を守ることは流域の環境保全にもつながる．」という言葉には強
く納得させられた．本書を読むことにより，厳しい現実のなか
で日々しなやかに，たくましく生きるアユの生涯に思いをはせ
ながら，われわれ一人一人がこれから守っていくべき身近な自
然環境について考えるよい契機としたい．
 

（久米　元　Gen Kume：〒 890–0056　鹿児島市下荒田 4–50–20　
鹿児島大学水産学部　e-mail: kume@fish.kagoshima-u.ac.jp）
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ウナギのいる川いない川．—内山りゅう（著），揖　善継（監修）．
2016．ポプラ社（ポプラサイエンスランド 5），東京，65 pp．
ISBN 978-4-591-14923-2．1,300円（税別）．

私たちの身の回りの多くの生きものたちが絶滅の危機に瀕し
ている今日，2014年に国際自然保護連合（IUCN）によって絶滅
危惧種に指定されたニホンウナギは，その中でも日本人にとっ
ては最も関心が高い象徴的な種といえる．それは，地球環境問
題の本質を考え解決の道を探る上だけでなく，私たち日本人の
食文明や食のあり方にも深く関わる生きものだからである．本
書の著者，内山りゅうさんは東海大学海洋学部水産学科を卒業
後，河川の環境ならびにそこに生きる生きものたちの姿を追い
続ける中，10数年前にたどり着いた紀伊半島の川の環境とそこ
にくらす生きもの達に魅了され，和歌山県白浜町に拠点を移し
て精力的に活動されている，日本を代表する河川環境と生きも
ののネイチャーフォトグラファーである．魚類関係の著書では，
「日本の淡水魚」（山と渓谷社）が多くの人々に利用されている．
私が内山さんに最初に出会ったのは，2005年に紀伊半島を代表
する清流として知られる古座川のアユの生態と保全を目的にし
たシンポジュウム（京都大学フィールド科学教育研究センター
主催）に来ていただき，アユの水中観察の様子などを紹介いた
だいた時である．その時，内山さんが撮影された，ニホンウナ
ギが群がってほとんど垂直に近い岩壁をのぼる映像は衝撃的で

あった．それからさらに 10年以上にわたり，各地でニホンウナ
ギの生態を観察され，多くの写真を撮り続け，本書の刊行につ
ながったのである．
かつては日本中どこにでもいた身近なニホンウナギが今では

絶滅の危機に瀕し，“ 時の魚 ” として国民的関心が大いに高まり，
多くの基礎的ならびに応用的研究が展開され，最近いくつかの
成書も相次いで出版されている．その中で，本書は小学校中学
年以上なら分かるように平易に解説されているだけでなく，ウ
ナギそのものとともに，ウナギがくらす川の環境に正面から向
き合った科学読みものである点に，最大の特徴がみられる．そ
れは，本書の題が「ウナギのいる川いない川」とされ，ウナギ
を日本の水辺環境の象徴的生きものとして，保全や資源回復の
本道に迫っている点に端的に現れている．
本書の構成は，プロローグ：天然ウナギの味，第 1章：ウナギっ

て，どんな生きもの？，第 2章：ここまで分かった ! ウナギの
最新研究，第 3章：川にすむウナギを追う，エピローグ：うな
丼の未来は川にあり !，となっている．環境問題は食問題にも通
じることを，著者は天然ウナギの味を皮切りに，うな丼の未来
を健全な（多くの生きものがくらせる）川の再生にたくす形で
結んでいる．中でも，第 3章が本書の核心部分であり，著者が
私たちの想像をはるかに超える困難を乗り越え，長い時間をか
けて積み重ねてこられたフィールド観察の数々の写真は，眺め
るだけでも楽しく圧倒される．とりわけ，群れを成して岩壁を
のぼるニホンウナギの姿は，野生の生き物たちの生命力のすご
さを教えてくれる．
ウナギに関心を持つ皆さんの多くは，一体何が原因でニホン

ウナギが絶滅を危惧されるほどの深刻な事態に至ったかに疑問
を抱かれるであろう．毎年，7月下旬の土用の丑の日が近づくと，
決まってウナギ問題がマスコミにも大きくクローズアップされる．
その論調の多くは，ウナギが古来大好きな日本人の食習慣とも
深く関わり，天然のウナギを獲りすぎた結果とされている．と
りわけ，ウナギ消費の大半を占める養殖ウナギの種苗として，
春季に産卵場から数千キロメートルの旅をして日本各地の河口
域に集まったシラスウナギを乱獲しすぎたためとされている．
そのことを認めながらも，著者はこの問題に以下のような考え
を示している．「そうした “ 乱獲 ” が大きな原因であるけれど，
ぼくが観察しつづけていて強く感じたことは，じつはちがうと
ころにあるんだ．それは，ウナギが育つための川の環境が失わ
れてきていること．」ここに本書出版の意図が集約されていると
言える．
本書を通じて流れる基本的な視点（あるいはキーワード）の

ひとつは “ 多様性 ” である．多くの川を詳しく観察し続けた結果，
現状は残念なことに，洪水などに備えて水が一気に海に流れ下
るように，川の直線化や底・側面のコンクリート化が進み，川
が生きものの生息に不適な水路になってしまったことを指摘し
ている．もうひとつのキーワードは “ 循環 ” である．人間だけ
でなくすべての命の源としての水が海と陸（森）の間を自然に
循環する環境の重要性も指摘されている．森と海をつなぐ典型
的な生きものとしてのニホンウナギは，私たちの日々の暮らし
や産業のあり方を，自然に寄り添う形に変える上で，格好のモ
デルになる生きものであることを本書は訴えている．
著者は，本書を出版するに当たり，ウナギは臆病な性格で，

なおかつ夜行性のために撮影が難しい生きものであること，特
に稚魚や幼魚に関してはその生態がよくわかっていないことを
述べている．シラスウナギが河口域に集まり，その後川を遡上
して，どこでどのように成長するかについては，まだまだ生態
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的知見が不足しているが，本書の監修を務められている揖　善
継さん（和歌山県立自然博物館学芸員）は，和歌山県下の冨田
川などで，天然記念物となっているオオウナギの生態やニホン
ウナギのシラスの加入とその後のクロコの成育などを調べてお
られる．和歌山をメインのフィールドにされたお二人の協同の
上に実現したのが本書といえる．私は，揖さんの恩師である九
州大学農学研究院准教授の望岡典隆先生の指導を得て，福岡県
柳川の掘割にかつてのようにニホンウナギが賑わう状態にする
取り組みを進めている．その取り組みには地元の小学生や中学
生も参加し，主役の高校生や大学生を市民が支える形が生まれ
つつある．本書は，そのようなウナギの復活活動にとって，と

りわけ子供たちが川や生きものに関心を持つ上で，格好の教科
書である．
本書の最後には，もう一度言っておきたいこととして，著者

は以下のように記している．「ウナギを守るということは，小魚
やさまざまな水にくらす生きものたちを守るということ．日本
の川を，たくさんの生きものがくらせる環境にもどし，それを
守ることが将来もおいしいうな丼をたべることができるカギな
のだ．」．

（田中　克　Masaru Tanaka：〒 988–0582　宮城県気仙沼市唐桑町
東舞根 212　舞根森里海研究所　e-mail: masatnk4@yahoo.co.jp）
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失われた北川湿地　なぜ奇跡の谷戸は埋められたのか？．—三
浦・三戸自然環境保全連絡会（編）．2015．サイエンティスト
社，東京．308 pp．ISBN 978-4-86079-079-0．2,500円（税別）．
私の勤務地である神奈川県三浦半島南部に，県内最大の低地
性湿地である北川湿地があった．そこは，東京からわずか 1

時間半の交通至便な地でありながら，水田耕作の放棄から約
50年間にわたって開発を免れたうえ，湿性遷移が進まずに湿
潤な環境が保たれた 25 haの「奇跡の谷戸」だ．夏にハンゲショ
ウが香る中ヘイケボタルが乱舞する谷戸底とそれを囲む斜面
林には，ミサゴ，ハヤブサ，サラサヤンマ，チャイロカワモ
ズク等の絶滅が危惧される様々な生物が暮らし，貴重な自然
観察の場となっていた．ところが，2006年に地権者である京
浜急行電鉄によるアセス手続きが開始されたことで発生土処
分場計画が表面化し，これに反対する市民が立ち上がった．
本書は，この谷戸を守るために必死に活動した人々の記録で
あり，「この様な理不尽な環境破壊を見るのはこれを最後にし
たい」と訴える．反対運動は，署名・陳情やシンポジウムに
始まり，2009年の大学生を中心とした民事調停の申立てに至
り，2010年には埋立て工事開始後も事業差し止めの仮処分命
令を申立てた．しかし，こうした活動をよそに工事は進捗し，
司法的解決を待たずして貴重な谷戸は埋立てられてしまった．
身近な自然を守る難しさを痛感するとともに，行政手続きが
開始される前であれば打つ手があったことが悔やまれてなら
ない．つまり，北川湿地の重要性の認識が遅れたことによる
動き出しの遅さが致命傷になったのだ．ここでは 2006年に県
内 2例目となるミナミメダカが発見されたが，地元では在来
メダカの存在は以前からよく知られていたという．本書の著
者の一人で本学会員の瀬能　宏博士は，「北川湿地の重要性の
認識の遅れは，地域住民と研究者間のコミュニケーション不
足が一因であった」と自戒を込めて指摘する．こうした義の
ない環境破壊を二度と繰り返さぬよう，その指摘を胸に深く
刻むものである．また，本書には司法の専門家による裁判論
評や裁判資料が収められており，我々にはなじみが薄い環境
法分野における司法判断やその限界を知るうえでも参考とな

ろう．

（工藤孝浩　Takahiro Kudo：〒 238–0237　三浦市三崎町城ヶ島養
老子　神奈川県水産技術センター栽培推進部　e-mail: kudo.5k3s@

pref.kanagawa.jp）
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さめ先生が教える　サメのひみつ 10．―仲谷一宏（著）．2016．
ブックマン社，東京．127 pp．ISBN 978-4-89308-862-8．1,500 

円（税別）．本書は日本を代表する “ さめ先生 ” として広く知
られる仲谷一宏氏による，不思議なサメ類の形態や生態につ
いて解説された著作である．本書には難しい漢字や専門用語
は使われておらず，小学生でも十分に内容を理解できるよう
に配慮されている．また，貴重な標本写真や美しい生態写真
が数多く掲載されており，魚類学を専門とする者にとっても
興味深く読むことができる．本書は大きく二つの章に分かれ
ており，第一章は，おもにサメ類の形態について解説されて
いる．歯や鱗，交接器など，サメ類を知るうえで欠かせない
主要な部位について，非常に分かりやすく解説されており，
コンパクトな内容ながら十分な情報を得ることができる．そ
れぞれの解説には写真や図版が多用されており，文章だけで
は表すことのできないサメ類の多様性に富んだ神秘的な身体
のつくりに驚かされる．第二章は，“ 世界のおもしろいサメ ”
と題して 10種の特徴的なサメ類が紹介されている．ダルマザ
メやジンベエザメ，ミツクリザメといった特徴的でよく知ら
れた種のほか，マモンツキテンジクザメなど，少々マニアッ
クな種も解説されている．それぞれの種ごとに特徴や分布域
などの基礎的な情報だけでなく，その種の注目すべき点がと
りあげられており，興味深く読み進めることができる．例えば，
ダルマザメやマオナガは摂餌方法が紹介されており，初見の
方にはその奇妙な生態に驚かされるだろう．
本書にはところどころに，未来のサメ研究を担うであろう
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