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1 「サクラエビ異変」：母なる富士川はいま

「サクラエビ」（学名＝ルセンソセルジア・ルセンス）と
いう生物をご存じでない方も多いかもしれない。
半透明な美しい姿から「駿河湾の宝石」などと表
現されることもある（図 1）。国内では駿河湾だけ
で専門の漁が行われる体長数 cmの生物だ。静岡
が誇る食材でもある。このサクラエビが近年深刻
な不漁に陥り，2020年は戦後最低の水揚げ量
128.3トン（春秋漁の合計）を記録した（かつて最盛期の
1967年には 7747トン，近年は千～数百トンで推移）。サク
ラエビにとって「母なる川」とされ，主産卵場で
主な漁場でもある富士川沖は 2018年秋漁以降に
静岡県桜えび漁業組合が行っている自主規制によ
りほとんど漁をしていないのに，ことしの春漁（3

月 29日～6月 4日，140トン）でも依然群れは薄いまま
で，漁師たちはこの川の河川環境についてますま
す厳しい目を向けている（コラム参照）。
なぜ，サクラエビは駿河湾から “いなくなった”

のか　――　。18年 11月に編集局内に発足した「サ
クラエビ異変」取材班では，漁師の取り過ぎ（乱
獲）や黒潮大蛇行，地球温暖化の影響などについ
て東京大学などの研究者でつくる「サクラエビ再
生のための専門家による研究会」と連携し，幅広
い議論を紙面化してきた。
そうした専門家と現場への取材から，取材班な

りに考えた結論は，海と川，さらに言えば，森川
海と人の連環についてわれわれは立ち止まって考
えるときに来ている，ということだ。
17年 8月から続く黒潮大蛇行は，そのことを

浮かび上がらせている。海洋研究開発機構
（JAMSTEC）によると，観測を開始した 1965年
以降では 4年 8カ月（75年 8月～80年 3月）に次ぐ長
さの駿河湾沖の黒潮大蛇行。いま，駿河湾内には
高温かつ貧栄養の黒潮系水が入り込み，深海から
の栄養塩供給を行うはずの鉛直方向の対流が起こ
りにくく，幼生の餌の植物プランクトンを育てる
栄養塩が不足しているとの指摘がある。
黒潮大蛇行の際には，富士川が陸からの栄養塩
供給を行い，補完システムとして機能してきた。
しかし，この川は二つの意味で問題を抱え続けて
おり「死の川」とも呼ばれている。取材班ではこ
れらに真正面から向き合うことこそ，不漁問題を
根本解決に導くと考える。
その一つは，富士川水系雨畑川（山梨県早川町）で
少なくとも，2011年夏から継続して行われ，19
年 5月の取材班の特報で明らかになった，アル
ミニウム加工大手「日本軽金属（日軽金）」が一部
出資する採石業者「ニッケイ工業」による高分子
凝集剤入り汚泥（ポリマー汚泥）の大量不法投棄事件
が，中下流域全体に及ぼし続けている悪影響だ。
富士川水系には弾力がある異様な質感の泥が至る
所に存在する。取材班では東京海洋大学・榎牧子
准教授（高分子化学）の研究室の協力を得て，そうし
た泥の成分分析実験を行った結果，投棄現場から
約 30 km下流の富士川本流でも，不法投棄され
た凝集剤の主成分である石油由来のアクリルアミ
ドポリマー（AAP）などの残留が極めて強く疑われ
る結果となった（今号の佐藤駿佑氏の解説参照）。ポリマ
ー汚泥を含む泥が河床にこびりつき，釣り人がカ
ワムシと呼ぶ底生生物（水生昆虫類）のすみかを奪う。

特集「水の国」の現在

富士川流域・駿河湾の
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図 1―2021年春漁初日に駿河湾で水揚げされたサクラエビ（2021年 3月 31日，
静岡市清水区の由比港漁協）（静岡新聞社編集局写真部久保田竜平撮影）
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図 2―駿河湾に注ぐ富士川と日軽金のダム・発電所・導水管・
主な取水えん堤

図 3―堆砂でほとんどが埋まった日軽金雨畑ダム（2021年 5月
14日，山梨県早川町）（静岡新聞社ヘリ「ジェリコ 1号」から，
同社編集局写真部久保田竜平撮影）
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また，石にはコケ類が生えず，それを食むアユは
餌をなくす。カワムシがいなければそれを食べる
川魚もおらず，川魚を食べる鳥類や哺乳類も棲ま
ず，川の異変は山の異変ももたらす。
もう一つは，日軽金がアルミ製錬のために戦時

期から富士川水系に持ち続ける水力発電用巨大水
利権の問題だ。同社は戦闘機「零戦」の機体用に
当時の先端素材である超々ジュラルミン（アルミ合
金）を製造していた，もとは国策企業だ。ほとん
どが土砂で埋まる日軽金雨畑ダム（山梨県早川町，総
貯水容量 1365万m3）はじめ二つのダムと，六つの水
力発電所をもつ（図 2，図 3）。
これらの水力発電所で使われる水は富士川水系

で取水された後，基本的に一度ももとの川に戻る
ことなく導水管を経てそのまま駿河湾に注がれる。
あるサクラエビ漁師は「日光に当たらず，真っ暗
な導水管を通って海に注ぐ水に栄養があるわけが
ない」と話す。
20年 3月に水利権更新を迎えた波木井発電所

（同県身延町）はいま，流域にある山梨県内の自治体
二つが川に水を戻すよう訴えていて，国や山梨県
もようやく真剣にこの問題と向き合おうとしてい
る。波木井発電所を管理する日軽金は，経済産業
省資源エネルギー庁の定める「ガイドライン」に
沿わず，住民や地元自治体への了解を得ないまま，
国の再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）

の認定を受け，本来アルミ製錬のために許可され
た水利権を売電に流用していたことも判明し，住
民の怒りは高まっている。
いま，サクラエビにとって恵みの大河は，そこ

に生物が棲まず，河口の主産卵場ではサクラエビ
の群れもほぼ形成されず，まさに死に体と言って
いい。

2 残りつづけるポリマー汚泥と
消えた尺アユ

不漁真っただ中の 2019年 9月，地元の児童合
唱団が JR静岡駅前のホールで合唱曲「さくらえ
びの海」を 20年ぶりに披露し，歴史的不漁が伝
えられる駿河湾サクラエビ漁を思いやった。この

曲は，まさに駿河の海がサクラエビの海だと歌い
あげている。団員の女子高校生（当時 18歳）は取材
班から「どんな思いで歌いましたか」と問われ，
「サクラエビは静岡の大事な食べ物。早く皆が食
べられるようになれば」と語っている。静岡県民
にとってサクラエビはまさにソウルフードでもあ
る。
駿河湾のサクラエビは過去にも「公害」に脅か
されたことがある。サクラエビが産卵する富士川
河口のある富士市の製紙工場が出すヘドロが湾奥
を赤茶色に変えた「田子の浦ヘドロ公害」だ。あ
の「ゴジラ対ヘドラ」のモデルにもなった。当時，
大規模な抗議大会が開かれ，サクラエビ漁師たち
も海から漁船で登場し，その列に並んだ。そのと
きの彼らの様子などについて，サクラエビ研究の
第一人者・大森信東京海洋大名誉教授（83歳）（生物

海洋学）は「由比港漁協の原剛三の乗った大政丸に
指揮された漁船団 144隻は港外で 3度旋回して
海上デモを行った後，ヘドロの港に突入した。日
本全国の人々が公害問題を考え，田子の浦港のヘ
ドロ禍のニュースが新聞紙面でトップ扱いされた
昭和 45年（1970）8月 9日の抗議大会は日本の公害
闘争の頂点の一つだったように思う」（『さくらえび漁
業百年史』静岡新聞社）と記している。
いま「母なる富士川」には，ポリマー汚泥の不
法投棄が行われなくなって 2年経過した現在も，
“底なし沼”のような場所やトランポリンのよう
な弾力をもつ不思議な泥が至る所にある。しかし，
遠目からには泥の色は一見違いが明確でない黒色
であり，ヘドロ禍のときのように誰もが「それ」
とわかる目立つ色をしていない。富士川下流では
河川管理者の国土交通省があらゆるところで意味
もなく立ち入り禁止にしていて，容易に流れに近
づけない。だからこそ，実態は長らく気づかれな
かった。
富士川水系に大きな存在感をもつ日軽金が一部
出資する採石業者のニッケイ工業が少なくとも
2011年夏以降続けてきたポリマー汚泥の大量不
法投棄の発覚は，内部告発がきっかけだった。
「本来，産業廃棄物として焼却処分しなくては
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ならない，砕いた砂利を洗った後に出る汚水に，
凝集剤を入れて沈殿させたポリマー汚泥を川にそ
のまま捨てている」「不法投棄の引き金になった
のは，11年夏の台風で 1 km上流の雨畑ダムが放
水し，汚泥処理装置が流されたため」　――　。情報
は相当具体的だった。
投棄されていた汚泥は，ニッケイ工業が雨畑ダ

ムの堆砂のなかから原石を拾い，砕いて製品の砂
利にする際，その砂利に付着した細かい粒子を洗
い落とすことでできる汚水がもとになっている。
汚水の濁り成分を沈殿させるため，AAPなどが
主成分の凝集剤を加える。そうして発生したもの
が不法投棄されていた高分子凝集剤入り汚泥（ポリ
マー汚泥）だ。
事前の情報通り取材班は 19年 4月のある週末

の早朝，山中に身をひそめ，望遠レンズ付きのカ
メラを構えた。静岡市内の駐機場には本社ヘリ
「ジェリコ 1号」に乗った写真部記者がスタンバ
イ。陸上部隊の連絡で飛び立つ段取りを取った。
情報通りの事態が目の前で進行していることに衝
撃を覚えた（図 4，図 5）。
富士川にはかつて「尺アユ」と呼ばれる体長

30 cm以上のアユが多く生息し，全国の太公望に
とってあこがれの川だった。しかし，近年，アユ
の遡上自体が極めて少なく，釣り人は皆無と言っ
ていい（コラム参照）。
富士川の濁りが異様に強くなり，アユがいなく
なっていることに最初に強く警鐘を鳴らしたのは，
静岡市清水区の産業用ロボットメーカー「IAI」
が 16年 1月，高知県の四万十川など全国の河川

図 4―採石業者ニッケイ工業により少なくとも約 8年間続けられていた高分子凝
集剤入り汚泥の不法投棄の瞬間（2019年 4月 21日，山梨県早川町の雨畑川）（静
岡新聞社ヘリ「ジェリコ 1号」から，同社編集局写真部久保田竜平撮影）

図 5―不法投棄現場から約 30 km下流の富士川本流中下流域には “底なし沼”や
異様に弾力のある泥が現在も堆積する（2021年 1月 9日，山梨県南部町）（遠藤竜
哉撮影）
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でアユの生態調査や漁場診断などを行う専門のコ
ンサルタント「たかはし河川生物調査事務所」（高
橋勇夫代表，同県）に依頼して出した「天然アユを指
標とした富士川の環境保全調査報告書」だ。
改めてリポートを読むと，ポリマー汚泥の不法

投棄を予知するような記述がある。「富士川での
潜水観察時には，アユを含めて魚類の個体数が著
しく少なかった。透明度が悪く魚に逃避されてい
ることも考えられるが，同様の透明度でも魚が多
数観察される河川は少なくない。このような異常
とも言える（筆者は全国の河川で潜水調査を行っ
ているが，これほど魚の少ない河川は記憶にな
い）魚の少なさは，河川環境全般の悪さに一因が
あると考えられるが，アユはともかく，すべての
魚種の個体数が少ないことを説明することは難し
い」。取材班が “特報”する 3年強も前の話であり，
メディアに身を置く人間として，ジャーナリズム
を標榜する者として，力不足を痛感する。
山梨県に情報開示請求をして得た資料によると，
ニッケイ工業は 07年 2月の県への届け出で，1
日当たり 1200トンの原石に対して，1.6 kgのポ
リ塩化アルミニウム（PAC），15 kgの AAP入り凝
集剤，5 kgのポリアミンなどを使用していた。
業界関係者が「凝集剤成分として最もポピュラ

ー」と話す AAP。「当時中部横断自動車道の建設
でプラントは 365日ほぼフル稼働状態だった」
とする取材結果などをもとに専門家が実施した試
算によれば，不法投棄が続いた約 8年間で，少
なめに見て計 18トンもの AAPが使用された可
能性がある。いまも富士川水系に散らばり，「何
もしなければ 100年は残る」とされる。紫外線
によって微量ずつだが劇物のアクリルアミドモノ
マー（AAM）に変容する。さらに，AAPの次に多
く使っていたポリアミンの凝集剤については，メ
ーカーが作成した薬品の安全データシート（SDS）

によると，メダカの一種の実験で 1 Lの水に
0.75 mgの凝集剤を加えたところ 24時間で半数
が死んだことがわかっており，これは単純計算で
除光液に使われるアセトンの魚毒性の 300倍程
度の毒性をもつ。

ポリマー汚泥の不法投棄が続けられていたのと
同じ富士川水系で川砂利採取を行う別の業者によ
ると，一般に原石の 3～5％がロス（汚泥のもと）に
なる。不法投棄の瞬間の動画などを参考に含水率
などを分析したシミュレーションによると，少な
く見積もって 21万 6000 m3程度のポリマー汚泥
が発生し，不法投棄された。
山梨県は本紙の特報から約 1カ月後の 19年 6
月，不法投棄をしていたニッケイ工業に対し，付
近に野積みされていたポリマー汚泥 4400 m3を
除去させたところで早々と「撤去完了」を宣言し
た。しかし，これは 8年間で発生したとみられ
るポリマー汚泥の 2％程度に過ぎず，不法投棄
されたもののほとんどが下流に流れたのは，明白
だ。

3 「実験をやって凝集剤成分が出たら動きますよ」

取材を進めるうち，ポリマー汚泥の不法投棄事
件が富士川水系に与えている悪影響について，も
しかしたら田子の浦ヘドロ公害に匹敵するもので
はないかという嫌な予感をもち始めている。4月
に開かれた衆議院環境委員会では，この問題を巡
り源馬謙太郎氏（立憲民主党，比例東海）が「こういう
状況で本当に川の環境を守れるのか」と強い口調
でただし，小泉進次郎環境相は「地元から相談が
あれば適切に対応する」と答弁した。
こうしたなか，取材班は東京海洋大学・榎研究
室の協力でこの富士川に残留する異様な泥の成分
分析を試みた。新聞社がなぜここまでのことをし
たのか，またしなくてはならなかったのか。それ
は端的に言えば，不法投棄のあった雨畑川を管理
する山梨県と下流の静岡県が自らやろうとしなか
ったからだ。山梨県の撤去完了宣言直後から取材
班は，同川の下流をはじめ，富士川本流の河口部
にも粘着性の異様な泥がたまっていることを紙面
で動画なども駆使し繰り返し報じてきた。しかし，
行政は動かず，山梨県の担当者からは「静岡新聞
が実験をやって凝集剤成分が出たら動きますよ」
という高をくくったような発言すらあった。こう
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したことがわれわれの背中を押し，榎研究室で榎
准教授に高分子化学を学んだ佐藤駿佑氏（30歳）が
全面協力してくれた。
地元でアユのおとり店を経営し，河川環境を憂

慮する男性の案内で，不法投棄現場から富士川河
口までの約 20カ所で 120以上の泥サンプルを採
取。①山梨県が 19年 6月に撤去完了宣言した不
法投棄現場付近の泥，②不法投棄現場から約 30 
km下流の富士川本流中下流域（同県南部町）の泥を
ターゲットに据え，4月下旬の 2日間，取材班は
東京に泊りがけで分析実験に出掛けた。吸着した
高分子成分を泥成分から熱で脱着させるため，記
者自ら泥を入れた鍋をコンロにかけ，これまで一
度も使ったことのない実験用の攪拌機の回転数を
調整した（図 6）。
詳細は佐藤氏の解説に譲るが，佐藤氏のアドバ

イスを受けて行った実験はいくつかある。AAP
の特定にまで至らなかったが，「高分子凝集剤が
残留していることが強く疑われる結果となった」
（佐藤氏）。

5月 18日付で本紙朝刊に掲載した特集記事に
は多くの反応があった。反応の一つは山梨県の長
崎幸太郎知事がその数日後の会見で，富士川水系
の泥の化学分析を約束したことだった。長崎知事
は「責任ある行動を取る。静岡新聞の実験は重要

なきっかけをもらった。真剣にスピード感をもっ
て取り組む」と約束した。同県によると 7月に
も高分子化学の専門家などによる有識者会議も作
り，この問題に向き合っていくという。静岡県も
山梨県のこうした動きに協力することを川勝平太
知事が表明した。
静岡県側の富士川沿いの自治体である富士市，
富士宮市，静岡市の議員や住民にも動きがありそ
うだ。掲載直後に富士宮市の議員たちの招きで取
材班が行った「勉強会」には 30人以上のこれら
の自治体の議員たちが集まり，関心の高さがうか
がわれた。富士宮市の住民は同市議会に対し国に
調査を求める請願を出し，採択される見通しだ。
長崎知事が自ら言うように「遅いと言われれば
その通り」の対応だが，それでもこうした動きが
出てきたことは評価したい。問題は，山梨，静岡
両県による調査や有識者会議が中立性を保てるか
だろう。すでにこの問題は単なる不法投棄事件で
はなく，その後の対応のまずさにより，行政の不
作為としてきちんとした検証も必要となっている
段階だ。なぜなら，情報開示請求して得た資料な
どから，ポリマー汚泥の量や危険性などは容易に
想像できたはずで，取材班の再三の指摘に関して
も動こうとしてこなかった。
両県による調査，有識者会議のみならず，国に
よる中立的なアプローチが期待される。

4 日軽金の巨大水利権：その歴史と
「目的外使用」「違法」の指摘

富士川水系の河川環境の特殊性を根幹部分で決
定づけているのは，日軽金の巨大水利権である。
いま，この水利権が大きな曲がり角を迎えている。
背景の一つには，日軽金が富士川水系にもつ六つ
の自家発電施設のうち最古であり昭和初期に稼働
を開始した波木井発電所について，地元自治体や
住民が水の返還（水利権の取り消し）を求めていること。
もう一つには，同社雨畑ダムの著しい堆砂で下流
の角瀬発電所が発電不能になっていることがある。
20年 9月，取材班は波木井発電所が，国の再

生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）の発電

図 6―富士川水系で採取した泥サンプルを取材班の記者が鍋で
煮る様子（2021年 4月 22日，東京都港区の東京海洋大学）（静
岡新聞社編集局写真部久保田竜平撮影）
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設備として経済産業省から認定を受けている事実
を特報した。日本三大急流の一つとは思えない水
の少なさやそれに伴う河川環境の悪化をかねて懸
念していた流域住民や地元自治体に衝撃が走った。
というのも，同制度は，11年の東日本大震災を
一つの契機とし，環境に優しいとされる再生可能
エネルギーへの転換を促すためのものであるから
だ。水力発電の場合，固定価格で 20年間，作っ
た電力を大手電力会社に買い取ってもらえ，売電
事業者には経営上のうまみも相当にある。FITに
詳しい専門家は「環境によい電源に変えるという
制度の趣旨に反する」と本来的な矛盾を指摘した。
“売電そのものを目的とした発電”が発覚したこ
とにより，日軽金に対する地元の反発は日を追う
ごとに強まった。
日軽金蒲原製造所（静岡市清水区）が設備老朽化な
どを理由に 70年以上続いたアルミ製錬事業から
撤退したのは 14年 3月末。1970年代以降，国
内製錬工場の撤退が相次ぐ中，富士川水系の六つ
の自家製水力発電設備を支えに国内唯一の拠点と
して事業を継続してきた。後述するが，太平洋戦
争期の特殊な時代背景の下，アルミ製錬を前提に
富士川水系の巨大水利権を許可されてきた日軽金
だけに，発電した電力を今後どう使っていくのか
は，当然，地域の関心の的だった。ただ，日軽金
から住民や自治体に説明はなく「売電しているら
しい」とのうわさだけが，近年ひっそりと流れて
いた。
日軽金の売電実態を確認した端緒は 2019年秋。

取材班は地元で得た確かな情報をもとに，国土交
通省関東地方整備局（さいたま市）に情報公開請求を
重ね，日軽金がどのような申請・許可のもとに富
士川水系の取水を行っているかを調べた。日軽金
が国に提出した文書にはどこにも「売電」の文字
はなく，本来アルミ製錬を前提に許可された水利
権が別の用途に流用されていることがわかってき
た。専門家は「目的外使用だ」と指摘し，20年
元日に特報すると，国交省は日軽金に売電実態の
聞き取り調査を開始した。
日軽金は売電自体を地元住民や自治体に説明し

ていない。FITを使っていることも説明していな
い。FITを所管する経済産業省資源エネルギー庁
は，制度利用に関するガイドラインで「地域への
説明」を求めているが，静岡新聞社が 20年秋に
実施した富士川流域の 11自治体へのアンケート
では，日軽金から説明が「あった」と答えた自治
体はゼロだった。説明不足というモラル違反を超
えた，明確なガイドライン違反に該当する。
富士川は日本三大急流の一つでありながら，日
軽金の取水で水の半分程度を抜き取られている。
その水は導水管から再び富士川に戻されることな
く，直接駿河湾に放水されている。日軽金の水利
権と富士川の河川環境は一体であることを強調し
ておきたい。先述のアンケートとともに，取材班
が富士川流域 9市町の 625人に実施した調査で
は，約 7割が河川環境を「悪い」もしくは「非
常に悪い」と回答した。「（太平洋戦争当時の）国策事
業ということでやむなく水を日軽金に回したこと，
流域の生活や産業に大きく影響したことを考える
と企業としての説明責任がある」などのコメント
が寄せられた。
20年 3月末に水利権更新期限を迎えた波木井

発電所（図 7）は現在，従来通りの最大毎秒 30トン
の取水量について地元の了解が得られず，国の許
可がないまま稼働しているいわば “宙ぶらりん”

の状態だ。
波木井発電所の水利権の許可更新手続き（図 8）

は，河川法第 36条で関係都道府県知事からの意
見聴取が必要になる。国土交通省関東地方整備局
は波木井発電所の水利権更新期限から 7カ月た
った 20年 10月末にようやく山梨県知事に対す
る意見聴取を行った。山梨県の長崎知事は翌 11
月，波木井発電所が立地する身延町に加え，早川
町，南部町の 3町に意見照会を実施した。この
うち，早川町と南部町が富士川水系に水を返還す
るよう県に要求。特に南部町は日軽金の水利権問
題にも踏み込み，売電そのものを目的とした発電
が河川法に抵触しないかただした。山梨県は早川，
南部両町の意見を支持し，ことし 3月 25日付で
「（富士川水系の）河川維持流量の増量がなされるよう
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配慮されたい」と水の返還を国に要求。ボールは
再び国に戻った。長崎知事は，5月 20日の記者
会見で「豊かな水をたたえた川に近づけたい。水
利権の更新制度の趣旨を踏まえれば，時代に即し
た対応を国に求めたい」と述べた。
富士川の水資源開発の嚆

こう

矢
し

は昭和初期，満州事
変から太平洋戦争へと風雲急を告げた時代にさか
のぼる。戦闘機「零戦」など航空機用素材として

の超々ジュラルミンの生産を支えるため，東京電
灯（現・東京電力）と古河電工などの提携で，1939年，
国策企業・日本軽金属は設立された。当時の蒲原
町に建設された日軽金蒲原工場（現・製造所）にアル
ミ製錬のためのばく大な電力を供給する目的で，
一大事業として開発されたのが富士川だった。の
ちに同じく国策企業の電源開発総裁なども務めた
内海清温（1890～1984年）が幹部として陣頭指揮を執
り，朝鮮半島の人々らが導水管などの突貫工事に
従事した。41年までに戦時下のアルミ製錬を支
えた波木井，富士川第一，第二の三つの発電所が
建設された。
前提となるアルミ製錬事業が終了し，一企業に
よる大量の取水によって富士川水系の河川環境が
ダメージを受けている現状がある以上，水を川へ
返還するよう求めるのは当たり前の住民感情だと
思う。複数の専門家が，日軽金の売電を「水利権
の目的外使用」「河川法違反」などと指摘してい
るが，国交省関東地方整備局の担当者はこれまで
に「一度取得された水利権の用途には個別に踏み
込まない」との認識を取材班に対して示している。
日軽金は現在，富士川水系に六つの発電所を所
有する（図 2参照）。最大出力は電力会社以外の一般
企業としては有数の計約 14万 4500キロワット。
その一つ，山梨県早川町の角瀬発電所とセットに
なるのが，堆砂率 9割を超え水害の発生などが
大きな問題となっている「雨畑ダム」だ。総貯水
容量 500万m3以上の全国のダム約 500カ所の中
で，2016，17年度と連続で堆砂率ワーストとな
った。水面より上の堆積物も含めた堆砂率は 20
年 11月時点で約 120％となっており，角瀬発電
所は発電不能。水利権の返上が妥当であるが，朝
日健太郎国土交通大臣政務官は 5月の衆議院災
害対策特別委員会で，阿部知子衆議院議員（立憲民
主党，神奈川 12区）に対し，日軽金が土砂搬出を進め
ているとして「治水上その他の公益上の支障を生
じる恐れがないという基準にただちに適合してい
ないとまでは言えない」と述べ，現状での水利権
取り消しの可能性を否定した。
河川法には 1997年の改正で，治水，利水に加

図 7―地元の 2町が川に水を戻すよう訴えている日軽金波木井
発電所（2019年 12月 27日）（静岡新聞社ヘリ「ジェリコ 1
号」から，同社編集局写真部久保田竜平撮影）

図 8―日軽金波木井発電所の水利権許可更新手続きの流れ

（国制度による売電前提，従来通り最大 30トン/秒）

許可更新判断

富士川水系の
流量増求める
（21年 3月 25日付回答）

早川，富士川の
流量増求める
日軽金の売電に
対する疑義

県からの照会
（20年 11月
30日付）

早川町

南部町

身延町　「支障はない」

2020年 2月 28日付
〈水利権許可更新申請〉

国の審査

20年 10月 29日付
〈国による山梨県への意見聴取〉
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コラム
アユとサクラエビの不漁時期に “一致”も

近年，流域住民から「富士川から生き物がまっ
たくいなくなった」との声が多く聞こえてくる。
ただ，実態に迫った定量データはほぼない。これ
には静岡県内の富士川に漁業権がなかったことに
も一因がある。
実態を数字で示すことが難しい状況のなか，

2016年 1月のリポート「天然アユを指標とした
富士川の環境保全調査報告書」は，地元おとり店
に持ち込まれた「尺アユ」と呼ばれる体長 30 cm

以上のアユの尾数から資源量の変動を試みている。
このおとり店主の男性はすでに他界しているが，
取材班が生前お話を聞いたときにも，尺アユの魚
拓が店の壁にびっしりと貼ってあった。
リポートは 1994年から 2014年までに持ち込
まれた尺アユの尾数を整理。0～85尾まで年によ
り変動はあるが，09年まで多い年は 40尾程度が
釣れていた。地元住民の証言を交え「富士川のア
ユ資源の減少は 10年ごろから急激に進んだ可能
性が高い」と結論付けている。
この結論は取材ともおおよそ合致する。
住民団体「富士川と鮎を愛する会」が主催，地
元自治体が後援してかつて開かれていた富士川鮎
釣り大会。団体の初代会長の望月正彦さん（86歳）

（富士市）は取材に「08年ごろから川の濁りがとれ
ず，餌のコケが生える玉石の表面には黄色の汚れ
が目立つようになった。アユをはじめとする生き
物が極端に減った」と証言している。
内部告発によれば，ニッケイ工業による高分子
凝集剤入り汚泥（ポリマー汚泥）の不法投棄が始まっ
たのは，少なくとも 11年夏以降。しかし，山梨
県への情報開示請求で得られた資料によれば，同
社は 1980年代から近隣の山中で不法投棄を繰り
返していた。
不法投棄現場周辺に詳しい別の男性作業員も

「創業当初から産業廃棄物処理費用を低く抑える
ため，最初は山や河川域外の川周辺に捨てていた。
しかし，近年の異常気象による降雨量の増加で，
有害成分が川に流出。そのうち埋設場所の確保が
間に合わなくなり，いよいよダンプを使って直接
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図―駿河湾産サクラエビの水揚げ量推移
うすい灰色は春漁，濃い灰色は秋漁。静岡県桜えび漁業組合の
データなどをもとに静岡新聞作成。1944，45年は戦争のため，
2018年秋漁は不漁のため水揚げなし。
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え，環境面への配慮や地域住民の意見反映といっ
た視点が加わった。ただし，専門家からは「単な
る目的として書かれているだけで，具体化するた
めの方策が不十分」との指摘がある。既存水利権
と環境対策がぶつかった場合どのように対応する
か，今後の河川法行政には柔軟な対応が求められ
る。

5 サクラエビとの関係性を子どもた
ちに手渡すための合理性を

環境問題と向き合う際，科学的合理性の重要さ
と同様に社会的合理性の重要さが語られる。
富士川水系で前者は，本流の中下流に残留して

いる異質な泥が支流で不法投棄されたポリマー汚
泥に由来するのか，異質な泥がアユやサクラエビ
の減少など海川の生態系に影響を与えているか，
水利権による取水が河川環境にどの程度のダメー
ジを与えているか　――　ということだ。一方，後者
は，富士川流域と駿河湾周辺に住む数百万人の
人々が「現状を受け入れることができるか」に深
く関係する。
取材班では，サクラエビ再生のための専門家に

よる研究会や東京海洋大学・榎研究室と連携し，
科学的合理性を探ろうとしてきた。科学者と共有
するのは，自然や生態系という巨大システムの複
雑さだ。「Aならば B」のように関係が単純化で
きるのはまれであり，常に原因は絡み合っている。
そうした場合，どのように向き合うべきかにつ

いて，野家啓一東北大名誉教授（科学哲学）は取材に
対し「科学は不確実な前提の上に立っている。天

気予報も 100％は当たらないし，地震予知もで
きていない。実験室で理想化された状況で法則が
成り立つのとは異なる。だから『科学的に明らか
でない』といって因果関係を否定するのはもって
のほか。科学の本質を理解していない」と語り，
水俣病など国内の公害事件で生かされなかった
「予防原則」の重要さや期間が決められた裁判に
おける科学的合理性と社会的合理性の食い違いに
言及している。
環境問題と向き合う際には科学的合理性は大切
だ。そうでなければ，説得力のある解は得られま
い。しかし，社会的合理性も同じかそれ以上に重
視しなければ，人々の「共感」は生まれず，社会
の動きにつながらない。ここにこそ富士川水系，
駿河湾の抱える問題解決の糸口があり，ジャーナ
リストや行政，為政者のできること，すべきこと
が生まれる，と考える。
かつて富士川とサクラエビの関係性は地元の子
どもたちが学校の道徳で学ぶような教材だった。
いまもう一度，大人たち自身が考えたい。

川に流した。その瞬間を撮影されてしまった」と
証言する。山梨県はいつから川にポリマー汚泥が
流出したのか，把握していないのが実態だ。

2020年 7月以降農林水産省から出向している
板橋威静岡県水産・海洋局長はことし 4月のイ
ンタビューで「サクラエビの現在の不漁は 08年
7月に湾内に流入した強い黒潮系水により，卵や
幼生が湾外に流されたことがきっかけになった可
能性がある」とした。サクラエビの水揚げ量推移

を分析すると，09年以降の落ち込みから大きな
回復がないままいまに至っているのは事実だ（図）。
しかし，サクラエビの専門家は「せいぜい 1～2

年しか生きないサクラエビが，ある年の卵や幼生
の湾外流出がきっかけでその後 10年以上不漁に
陥っているとは考え難い」と否定的だ。
富士川のアユとサクラエビの不漁の時期には，

全容は未解明ながら “一致”が存在している。こ
れは客観的なファクトである。


