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神秘の湖、大鳥池に迫る… 



 

はじめに 

かねてから大鳥池にタキタロウが存在することは目撃、捕獲、摂食といったことをし

てきた体験者が複数おり、食性・体型・行動などに共通点が多かったことからタキタロ

ウは現存する巨大魚だと言われてきた。 

大鳥池に棲息するタキタロウ。地元住民を中心として言い伝えられてきたその存在が

世の中に大きく知られるようになったのは 1982 年のこと。 

7 月 19 日午前 6 時 15 分、朝日連峰にある以東岳に登山中の 4 名が直登尾根の標高

1,250 m 地点で大鳥池湖面を泳ぐタキタロウの姿を発見したことに始まる。クサビ型の

波立つ魚群の全体の大きさは、30～50 m 位、巨大魚は目視できた部分だけでも 1 m は

あり、頭部・尾部を考えると 2 m 前後はあると推測された。巨大魚はその間、少なくと

も 5～6、多いときで 7～8 の背が同時に水面上に現れていた。 

この群れの発見が、言い伝えられてきた巨大魚タキタロウは幻ではなく伝説であると

いう確信を持たせると同時に、タキタロウの本格的な調査へ乗り出すことへと繋がって

いく…。 

 

1982 年 9 月、山形県朝日村(現鶴岡市)の大鳥池を舞台とし、村を上げてタキタロウの

調査が行われた。言い伝えとしてのタキタロウの存在は認めつつも、湖盆形態と魚群分

布をエコーサウンダーで捕捉、水温・水質、気象観測、捕獲の調査などの科学的な調査

を行ったのはこの時が初めて。 

タキタロウの実物こそ確認されなかったが、大型の魚影が確認できたこと、湖底地形

や水温・水質などの新たな知識が得られ、謎の解明に新しい一歩を踏み出すことができ

た。 

※当時の調査結果の詳細は、昭和 58 年 12 月に山形県朝日村企画課(現鶴岡市朝日庁舎)

と、大鳥池調査団が作成した『大鳥池調査報告書』に記録されている。 

 

あれから 30 年以上の月日が流れた。 

昭和 58 年の大規模調査のキッカケを提供した佐藤征勝さん、大鳥地域づくり協議会や

地元住民が中心となり、もう一度ロマンを追いかけることを決意し、旗を立てた。 

この報告書は、地元住民の想いに賛同し、大鳥池で共にタキタロウ調査を行ってきた

14 名の小さな調査隊の、3 日間の記録である。 
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エコーサウンダーによる調査 

 

 

 

魚群探知機を利用した調査 

水中カメラによる調査 水深 40m付近で魚影を捉えた 



 

水質・水温調査 

 

 

 

水中カメラなど、調査の道具 

水温を測定している様子 

パソコンでデータ解析をする伊藤卓朗さん 



 

調査を見守るタキタロウ調査隊 
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１． タキタロウ調査概要 

(1)タキタロウ調査概要 

2014 年 9 月 6 日～9 月 8 日迄、朝日連峰の麓、大鳥池に棲息するとされている伝説

の巨大魚タキタロウの調査を行った。調査隊メンバーは大鳥住民を中心に組織され、そ

の他インターネットで募集を行った結果、地元鶴岡を含め県内・外からも集まり、総勢

14 名となった。調査内容はエコーサウンダー(魚群探知機)の調査、水質・水温の調査を

メインとし、大鳥池に 2 雙のボートを浮かべて調査を行った。 

 

(2)タキタロウの定義 

通常、大鳥池の低水温域に生息し、巨大化する淡水魚。晩秋には産卵のため沢付近ま

で活動範囲を広げるとされる。過去の捕獲調査においてイワナの亜種である可能性が指

摘されているが、分類学的には同定されていない。ただし、過去に複数の目撃例がある。

(本ページ下の写真が、目撃されたタキタロウの一つ。) 

 

(3)大鳥池の概要 

庄内平野をうるおす赤川の上流、新潟県境近い以東岳(1,771 m)のふもとに、高山湖で

ある大鳥池がある。以東岳から見下ろすと、池の形は熊の毛皮を広げたように見えるが、

以前は「座っている土偶のような形をした池」とも形容されていた。 

湖面標高 960 m、面積 40．8 km2、最大水深 68 m、湖岸線延長 3.2 km。日本では珍

しい花崗岩地にあり、山形県最大の湖沼である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：工藤与一(タキタロウ館 保管) 
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２．タキタロウ調査の目的 

ブナの原生林に包まれ静寂さを湛える神秘の山上湖・大鳥池は、タキタロウ伝説と共

に登山・釣りなど自然を愛する人達に限りない喜びとロマンを与え続けてきた「宝物」

であります。 

 この豊かな自然環境と魅力あふれるタキタロウ伝説は、ここ大鳥池のみに存在する重

要な相互関係であります。 

 その巨大魚タキタロウが科学的にも棲息が証明されれば画期的なできごとであり、大

鳥池は更に希少価値を増すことになります。 

 以前から地元には「2 m 近いタキタロウを捕って食べた人」「生かして集落まで持ち

帰り飼っていた人」など少なくとも 30 年前の調査の時は生存していた人達が証言して

おり、誰一人としてタキタロウの正体を疑う人はありませんでした。 

 この度の報告書の「はじめに」に記載されておりますが、30 年前の初めての調査に

より、イワナやヒメマスは棲めない水域に相当複数の魚影が確認され、科学的にも裏付

けされたタキタロウは現実のものとして更に注目を集めたのであります。 

 また大鳥池は、約 2 万年前の氷河期の頃に山崩れによりできた堰止め湖であるが、池

の下流にある七ツ滝の１番大きい 30 m の大滝によって陸封され、その後幾度となく交

配を繰り返すなかで、厳しい自然環境に適応できる魚種としてタキタロウが生まれたと

も考えられるのです。 

 その昔から生息していたタキタロウが、今もなお棲息していることは長い時代手付か

ずの自然が永々と保全されてきたことを証明するものであり、大きな意義があると思わ

れます。 

 その後 30 年という月日の流れは早く、最近の日本各地では、深刻な環境の破壊や人

口減少、地域の過疎化など急激な危機的時代変遷が続いております。 

 伝説の巨大魚タキタロウは、魚影が再び確認されることにより、大鳥池の豊かな自然

環境が変わらず保全されている証となり、多くの人々に夢とロマンを投げかけ、地域に

は少しでも活力と夢を運んでくれるタキタロウであることを信じて調査を実施するこ

ととしました。(文：佐藤征勝) 
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3．調査事前資料(タキタロウ調査計画表) 

１．調査日程 平成 26 年 9 月 6 日(土)～8 日(月) 2 泊 3 日 

 

２．参加メンバー 

一般 インターネット申し込み者 8 名 

地元 工藤悦夫(調査隊長)、佐藤征勝(事務局)、田口比呂貴、砂山元(6 日のみ)、 

生田政喜(6～7 日)、三浦一義(6～7 日) 

 

同行：YTS テレビ 3 名・YBC テレビ 1 名(6～7 日)・鶴岡市朝日庁舎 1 名(6～7 日) 

 

３．行程 

9 月 6 日 8：00 朝日屋 集合(朝ご飯は各自ご準備下さい) 

 8：30  朝日屋 出発(泡滝ダムまでクルマで移動します) 

 9：00 泡滝ダム 着 登山準備、出発 

 12：00 大鳥池 着 

 14：00 ボート搬出等準備 

 15：00 水深・水温・水質調査(2 班)・エコーサウンダー(1 班) 

 17：30 ミーティング・夕食 

 

9 月 7 日 7：00 エコーサウンダーによる調査 

 11：00 水深・水温・水質調査 

 13：00 エコーサウンダーによる調査 

 16：00 ミーティング・夕食 

9 月 8 日 7：00 ボート・機材収納 

 9：00 ミーティング・調査の整理 

 12：00 大鳥池 出発 

 15：30 泡滝ダム 着 (クルマで大鳥へ移動) 

 16：00 朝日屋 着 
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４．調査で使用する備品・持ち物について 

■大鳥小屋にある備品 

手漕ぎボート(一艇 3 人乗り。エコーサウンダー調査用)、ライフジャケット人数分、 

発電機と燃料、布ガムテープ(機材固定用)、100 m の目盛り付きコード 

 

■大鳥から大鳥池まで持って行く備品(地元で準備済み) 

 無線機４台。デジタルカメラ×2、ビデオカメラ×2、双眼鏡、エコーサウンダー、 

12 V バッテリー・記録用のノート×2、ボールペン赤黒 2 本ずつ、ファイル、 

耐水ペーパーの記録紙、電波時計、電子水温計(水深ロガー)、食料 

 

■一般参加者(インターネット応募者)から当日持参していただく備品 

 ゴムボート(4 人乗り。水質・水温調査用)：保科輝雄 

 採水器、pH メーター、電気伝導率計、溶存酸素計、水中カメラ：伊藤卓朗 

 電波時計(防水が望ましい)：持っている人は持参をお願いします。 

 

■各個人の持ち物 

登山の服装、登山の必需品、カッパ、飲み物(お酒等)は各自ご準備下さい。 

その他、手持ちとしてのカメラ・ビデオ等は個々にお任せいたします。 

食事・寝具については事務局で準備します。 

登山の服装や必需品がどのような物かわからない場合はご相談下さい。 

 

５．調査体制 

調査は 2 班体制で調査を行います。班分けはバランスや適正を考慮し役割を決めさせ 

て頂きましたので、下記でご協力頂けると幸いです。 

１班 石川充(班長)・工藤悦夫・池田康浩(写真係)・保科輝雄(エコーサウンダー)・ 

堀江守(記録係)・田口比呂貴(ビデオ係)・生田政喜 

２班 伊藤卓朗(班長)・三浦一義・佐藤征勝(炊事係)・菊池修三(写真係)・ 

玉置豊(記録、タキタロウ調査全体の記録)・丹羽秀樹(ビデオ係) 

 

６．保険 

死亡保障 3000 万円。入院費一日 5,000 円の保険に加入しました。(農協の共済保険) 
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７．取材 

今回のタキタロウ調査では、YTS(山形テレビ)が 9 月 6 日～8 日まで、YBC(山形放送)

が 9 月 6 日～7 日まで密着で取材同行致しますのでよろしくお願いします。 

 

８．許可 

大鳥池は景観保護と安全性を考慮して、湖面でのボート遊覧や釣りは禁止されている。

今回は調査のため特別に赤川漁協組合、鶴岡市朝日庁舎、大鳥観光協会より許可をい

ただいた。 

 

 

大鳥地域づくり協議会 

事務局 

 

 

４．調査メンバー 

大鳥地域住民 

工 藤 悦 夫 (繁岡集落) 佐 藤 征 勝 (繁岡集落) 

生 田 政 喜 (寿岡集落) 三 浦 一 義 (寿岡集落) 

砂 山    元 (繁岡集落) 田 口比呂貴 (繁岡集落) 

 

一般参加者 

石 川    充 (鶴岡市) 伊 藤 卓 朗 (鶴岡市) 

保 科 輝 雄 (酒田市) 丹 羽 秀 樹 (中山町) 

菊 池 修 三 (宮城県) 堀 江    守 (群馬県) 

玉 置    豊 (埼玉県) 池 田 康 浩 (長野県) 

 

計：14 名 

 

取材同行 

 鶴岡市朝日庁舎・山形放送・山形テレビ 

 



-6- 

５．エコーサウンダー（魚群探知機）による調査 

(1)エコーサウンダーによる調査概要 

大鳥池にてボートを浮かべ、30 年前に調査された図面を元にエコーサウンダーを使

用してタキタロウの棲息調査を行い、魚影の反応があった地点の水深・魚影水深・時間・

位置(緯度・経度)を記録した。また、魚影が多数確認できる箇所においては水中カメラ

を投下し、撮影を試みた。 

 

調査方法：エコーサウンダーをボートに設置し、魚影反応を確認する。魚影が多数確認

できるポイントにおいて水中カメラを投下し、撮影を試みた。 

使用ボート：大鳥小屋のボート(3 人乗り) 

エコーサウンダーの特徴：水深・魚影・魚影水深が確認可能。魚影は大・小の魚の形で 

表示される。 
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(2)9月 6日の調査内容 

 
調査メンバー(ボート乗組員)：工藤悦夫・池田康浩・田口比呂貴 

調査時間：14 時～16 時半 

【調査内容】 

30 年前に行われたタキタロウ調査の調査経路をなぞるようにボートを進めた。水深・

地形は 30 年前に記録された報告書とほぼ同一。魚影の発見ポイントは散在しているが、

水深は 20～30 m 程度。東沢付近は遠浅の地形になっているが、魚影の確認ができなか

った。
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(3)9月 7日午前の調査内容 

 

調査メンバー(ボート乗組員)：生田政喜・保科輝雄・田口比呂貴 

調査時間：7 時～11 時半 

【調査内容】 

大鳥池の主に水深 20～30 m の水域をなぞるように調査。魚影が確認できた箇所は上

記図の通りだが、特に西の蔵(西沢の北側※重点調査地の辺り)では魚影が多数確認され

た。（西の蔵では 30 年前の調査でも魚影の反応が多数確認できた場所。） 

西の蔵の地形は、岸壁から湖中心部へボートをひと漕ぎすれば水深が 1 m 下がるほど

大きくドロップしている。また、西の蔵近くの湖岸はやぶに囲まれており、登山道など

も無いことから人が立ち入ることが難しく、警戒心の強いと言われるタキタロウが棲む

には適した環境と推測される。 

アルファベット A～D 地点では水中カメラを投下し、ドリフトしながら撮影を試みた

が、タキタロウらしき魚の姿をとらえることができなかった。
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(4)9月 7日午後①の調査内容 

 

調査メンバー(ボート乗組員)：工藤悦夫・佐藤征勝・伊藤卓朗 

調査時間：13 時～15 時 

【調査内容】 

9 月 6 日・9 月 7 日午前に調査しなかった、30 年前の調査経路(A’～B’)を調査しなが

ら西の蔵付近を重点的に調査。西の蔵付近では魚影は水深 50 m でも確認され、3～4℃

の水温でも魚が生息していることが確認された。北側(大鳥小屋・三角池方面)、東沢付

近では魚影は確認できなかった。 

水中カメラも随所で投下し、ドリフトしながら撮影を試みたが、タキタロウらしき魚

の姿を捉えることはできなかった。
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(5)9月 7日午後②の調査内容 

 

調査メンバー(ボート乗組員)：菊池修三・石川充・田口比呂貴 

調査時間：15 時～16 時半 

【調査内容】 

調査ポイントを西沢・西の蔵に絞り、2 地点をボートで往復して調査を行った。魚影

水深が 35 m の地点も確認された。西沢と西の蔵をボートで往復している中で水深 20

～40 m で魚影が確認されたが、毎回同じポイント・水深で魚影が確認されていないこ

とから、魚群探知機が反応した魚影が湖底に埋没している木ではないことが推測される。
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(6) エコーサウンダーによる調査結果 

2 日間のエコーサウンダーの調査で大鳥池に生息が確認されているイワナやヒメマ

スなど他の魚の生活域から外れるとされる水深深くに魚影が多数確認できたことから、

タキタロウと呼ばれる特殊な魚類が現在も棲息していると推測された。 

30 年前に調査を行ったデータ・図面を参考に経路を決め、エコーサウンダーによる

調査を行ったところ、タキタロウが生息しているとされる 20 m 以下の水域で魚影が繰

り返し確認された。特に西の蔵・西沢付近では水深 20 m 以下の同一ポイントで連続し

て魚影反応が見られたことから、群れで棲息している可能性もある。タキタロウは人が

立ち寄れない環境、または岸壁から湖底までの傾斜が厳しい地形を好むと推測される。

一方、遠浅の地形をしている北側(大鳥小屋・三角池)や東沢周辺では魚影の反応が殆ど

見られなかった。 

水中カメラでの調査は、ドリフトでの撮影を試みたがタキタロウを捉えることはでき

なかった。カメラを引き上げる際にロープがしっかりと確認できたことから、透明度は

高いことが推測される。 

 

(7)その他の調査 

１．釣り調査(堀江守・丹羽秀樹・玉置豊・池田康浩・保科輝雄) 

西沢付近、西の蔵にて湖岸・湖面上での釣り調査を行った。 

最大 30 cm の岩魚が 3 匹釣れた。それ以外の特殊な当たりは無かった。(堀江) 

 

２．素潜り調査(田口比呂貴) 

ウェットスーツを着用し、大鳥小屋付近の湖岸と西の蔵付近で水深 5 m 付近まで素潜

り調査を行った。 

水中ライトを持ち、潜水。大鳥小屋付近の水面は太陽の光が差込んで明るく、湖面が

濁った様子も無かったが、5 m 付近は暗闇の世界。西の蔵付近では、湖面は太陽の光が

差し込み、微かに見渡せるが、水深 3 m 付近で暗闇となり、周りも見通せない状況であ

った。 
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６．水温・水質調査 

 

(1)pHと流入水 

水深が深くなるにつれ、pH の数値が下がっているのは流入水の影響だと考えられる。

※流入水に含まれる pH が低ければ、湖の pH も低くなる(酸性に近づく)。 

ただし、流入水が東沢・西沢・伏流水のどこから来ているのかは今回の調査で確認し

ていない。湖内で対流が起こるとすれば pH は中性に近づくが、温度の分布を見ると上
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層部と下層部で対流が起こっていないと推測され(水深によって温度変化がハッキリし

ている。冷たい水は重く、暖かい水は軽いため、それぞれの水深の層で落ち着いている)、

湖底に伏流水があるとも考えられる。※上層部の水温は季節によって変化する。 

また、植生が少ないため、生物由来の pH が変化は少ないと考えられる。 

 

 

(2)電気伝導率(EC)と透明度 

大山下池で 8.64 に対し(山形大学農学部 梶原晶彦氏の「大山下池（表・低層）」「田代

谷地（表・低層）」「タキタロウ清水」の水質分析結果(P15)を参照)、大鳥池の電気伝導

率は 1.5。（大鳥池は大山下池と比較して不純物が無く、電気が通しにくい。）電気伝導

度が低く、透明度が高い。伊藤卓朗博士の推測では、透明度が高いがゆえに太陽の反射

が無く、光が戻ってこないから事から水中が暗く見えると考えられる。 

また、電気伝導率が低いためプランクトンも少ないと推測され、大鳥池水域に生息す

る生物が何を食べているのかは調査の余地がある。富栄養と貧栄養の境目が電気伝導率

では 100 前後が一つの目安。大鳥池は 15 なので貧栄養の部類に入る。 

 

(3)大鳥池の溶存酸素についての仮説 

溶存酸素が水深 20 m 地点で 74.8%あり、水深が深くても生物が生きるに十分な酸素が

供給されている。これは、今回の調査で初めて確認されたこと。 

【仮説①】 

湖底全域から湧水が出ている可能性がある。V 字谷のような場所では、短時間で雨が

山に染み込むので湧水は出やすい。しかし、湧水が川で出るか、湖底で出るのかは不明。

雪解け水は水温が低いので、沢から流れてきて湖の下層部に潜ることも考えられる。 

 

【仮説②】 

湖内ではゆっくりとした速度で微量の酸素の撹拌(かくはん)が行われるので、水深深

くに酸素が供給されることと、タキタロウが棲息できる量のバランスが取れていれば、

伏流水がなくともタキタロウが棲息できる可能性はある。 

大鳥地域での昔からの言い伝えでは、タキタロウが普段生息している水域（水深 20 m

以下）では活発に活動しておらず、餌(イワナやヒメマス)をとりに水面に上がってくる

時に活動量が上がるとのことで、生息水域での酸素消費量は少ない可能性がある。
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(4)山形大学農学部 梶原晶彦 氏の考察 

 

 

・IC、TOC について 

 いずれもかなり低い値で、有機系の汚濁はほとんどない状態。ろ過の前後で差がない

ことから、懸濁性のものも無いと思われる。また、TOC の数値は、低濃度域では COD

と近似する傾向があるので、30 年前の COD の値とほぼ同様あるいはやや低くなってい

ると考えられる。 

 

・TN、NO3-について 

 TN 濃度も低く、貧栄養湖に分類できる。NO2-（亜硝酸性イオン）、NH4+（アンモニ

ウム性イオン）はいずれも検出限界以下で、TN 濃度、DTN 濃度、NO3--N 濃度がほぼ

同じであることから、窒素はほぼ全量が硝酸性イオンとして存在し、懸濁性の窒素はほ

とんどないものと考えられる。 

 

・Cl-、SO42-について 

 Cl-濃度は、海岸から距離が離れているため大山下池と比べると 1/10 程度。ほぼ海塩

（の影響を受けた降水）由来と考えられる。SO42-濃度も低く、ほぼ海塩由来と考えら

れ、火山性の硫黄流出の影響は見られなかった。 
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・HCO3-について 

 同様に低い値で、アルカリ土類金属も少量であったことから、酸性化に対する緩衝機

能は低いと考えられる。 

 

・Na+、K+、Mg2+、Ca2+について 

 Na+濃度については、Cl-濃度と同様に大山下池のような海岸に近い溜池と比較すると

かなり低い値。K+濃度、Mg2+濃度、Ca2+濃度もいずれも低い値で、集水域の石灰岩等

による影響は見られなかった。 

 

全体を通して、大鳥池の水はほとんど汚濁が見られず清澄な状態であると言える。極

度の貧栄養湖のため植物プランクトン等の生物量は少なく、その点では魚類の個体数も

そう多くはないことが予想される。少々気になるのは緩衝機能の低さで、酸性雨による

影響を受けやすい状態であると考えられます。旧朝日上名川地区の農学部附属演習林で

も pH4.5 前後の酸性雨が観測され続けており、湖沼の pH が 6 より下がると生態系に影

響が出てくる可能性があるので、今後注意が必要かもしれない。 

 

＊参考として、過去の「大山下池（表・低層）」「田代谷地（表・低層）」「タキタロウ清

水」の水質分析結果を記載しました。 

 大山下池は、鶴岡市大山地区にある溜池で、湖底標高約 12 m、平均最大水深約 3 m

（調査時は約 1 m）。田代谷地は、鶴岡市羽黒町の月山中腹にある溜池で、湖底標高約

620 m、平均最大水深約 6.5 m（調査時 5 m）。また、タキタロウ清水は、大鳥池よりや

や下がった山道沿いに湧いている湧水。データは少々古いのですが、大鳥池への流入水

水質の参考値にはなると思います。 

日時 水温 (ºC) 
DO

（mg/L)
EC

(mS/m)
ｐH

IC
（mg/L)

TOC
(mg/L)

TN
(mg/L)

クロロ
フィル

(mg/L)

大山下池表層 2014/8/5 15:40 30.5 7.61 8.64 6.37 8.854 4.821 0.152 0.45
大山下池低層（-0.7ｍ） 2014/8/5 15:45 29.0 0.90 8.22 5.75 6.545 5.355 0.104 0.30

田代谷地表層 2014/8/19 12:00 25.1 7.80 4.43 7.33 2.015 1.012 0.258 0.02
田代谷地低層（-4m） 2014/8/19 12:30 14.8 7.69 4.10 6.50 1.785 0.924 0.244 0.00
タキタロウ清水 2011/10/21 13:10 6.50 12.17 3.72 6.65 2.400 0.700 0.220 0.00

日時
Cl-

(mg/L)

NO3
-
-N

(mg/L)

SO4
2-

(mg/L)

HCO3
-

(mg/L)

Na+

(mg/L)
K+

(mg/L)
Mg2+

(mg/L)
Ca2+

(mg/L)

大山下池表層 2014/8/5 15:40 23.450 0.000 0.480 15.53 2.405 0.133 0.000 1.014
大山下池低層（-0.7ｍ） 2014/8/5 15:45 23.508 0.000 0.038 3.92 20.188 1.052 3.870 3.811

田代谷地表層 2014/8/19 12:00 5.438 0.279 1.197 6.37 3.823 0.417 0.706 1.222
田代谷地低層（-4m） 2014/8/19 12:30 5.407 0.265 1.508 3.59 3.807 0.384 0.599 1.264
タキタロウ清水 2011/10/21 3.990 0.245 1.730 5.51 3.690 0.830 1.030 2.990
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(5)溶存イオンについての考察 

・マグネシウムイオン 

表層でほとんど検出されなかったのが不思議。普通はもう少し入る。通常、カルシウム

があるところであれば、マグネシウムもあると考えられる。 

 

・クロロフィル（葉緑体）：植物の量の目安。光が届かない箇所ではゼロになる。 

全域に渡って殆ど変化がない。13 m で微量な数値（0.01）が検出されているが、本調

査に用いたクロロフィル計は下一桁までの精度であるため、考察対象としない。 

 

・タキタロウ清水の IC が 2.4 で、湧水としては低い値。この IC は殆ど二酸化炭素と推

測される。 

 

 

水温調査時に使用した記録用紙 
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７．調査結果のまとめと今後の課題 

大鳥池の地形、水深、水温は 30 年前に記録された報告書とほぼ同一であり、特に大

きな変化はなかった。タキタロウの生息水域及びタキタロウの魚影確認についても水深

20～40 m、水温が 3～5℃、しかも岸壁から湖中心部へ急激にドロップする地点であっ

た。 

また多く魚影の確認される西の蔵は急な岸壁のため人が近づけない場所であり、昔か

ら言い伝えられてきた「冷水を好み」「警戒心が強く」「生きた魚を食している」タキタ

ロウは、今回の調査でもデータによって相当数再確認されたと考えられる。 

特に今回の調査で初めて確認された溶存酸素量は、水深 20 m 地点で 74.8％あり、生

物が生きるに十分な酸素が供給されていることが証明された。この事実は、タキタロウ

が水深深くに生息可能なことを科学的に支持する。 

しかし、まだ課題は多く存在するので、それらを箇条書きにして以下に述べる。 

 

① 今回使用した魚群探知機は水深・水温や魚影の確認はできるものの、魚影の大きさ

までを捉える性能を有していなかったので、機材を改めて再度魚影を確認したい。 

 

② 水深深くで溶存酸素が十分に存在することは確認されたが、どこから酸素が供給さ

れているのか、撹拌される中で供給されてきたのか。根源となるモノまでは追及で

きていない。流入口である東沢の入口付近での調査も行いながら、水循環の観点か

らも大鳥池の環境を考えていく必要がある。 

 

③ 電気伝導率(EC)の値が低く、透明度は高い反面、プランクトンなどが少ないと推測

されるので、例えばタキタロウが稚魚の段階で何を食べているのか、はたまた生息

水域が違うのかなどは調査の余地がある。 
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８．タキタロウ調査隊 感想文 

工 藤 悦 夫(調査隊隊長 大鳥) 

【参加動機】 

大鳥にとっては、大鳥池は一番の資源だと思っていま

す。改めて資源のみつめなおしをやりたいと思い大鳥地

域づくりの事業として取り上げ、実施することになり参

加させて頂きました。県内外からの参加、そして専門員

などの参加もあり大変実のあるタキタロウ調査ではなか

ったでしょうか。新たな発見を求めて地域づくりに貢献

できたらと願っています。 

【感想】 

いつまでもまぼろしの

魚であってほしいと思っ

ています。大鳥湖にはまぼ

ろしの巨大魚がいること

だけを証明したいです。

佐 藤 征 勝(大鳥) 

【参加動機】 

旧朝日村時代30年前のタキタロウ調査

は夢とロマンに包まれた、感動の日々で

あった。ヒメマスの群を追うタキタロウ

の姿を私はこの眼で見た時、伝説は今も

生きていると思った。当時では最先端の

魚群探知機に約 100 匹のタキタロウらし

き魚影が写し出され、大鳥池の「幻の巨

大魚タキタロウ」は現実のものとなり、

その後私は幻ではなく「伝説の巨大魚タ

キタロウ」と呼んでいる。 

30 年の経過は長い、今も変りなくタキ

タロウは大鳥池の底深くに棲息している

とは思うが、その思いは日増しにつのる

ばかりでありました。又過疎の激しい小

さな山間集落にタキタロウは再び喜びと

希望を運んでくれるのではないか、今回

の調査にそんな大きな期待がありました。 

【感想】 

毎年何度となく訪れている大鳥池の自

然環境に大きな変化はなく、登山や釣り

などの入山者も格段とマナーは向上し、

今も豊かな自然は保全されていると思っ

ている。今回の調査は大鳥地域づくり協

議会が主催するミニ調査であるが、魚群

探知機によると水深 30 m、水温 5℃位の

ところに何度もタキタロウと思われる魚

影が写し出された。今も 30 年前と変らな

く伝説が引き継がれると思うとなにより

も嬉しく安堵の気持でいっぱいです。こ

れからもこのすばらしい自然環境を後世

に伝えなければならない。そんなことを

あらためて思う毎日です。一般公募で参

加して下さいました調査隊の皆さんそし

てマスコミの皆さんご協力に心から感謝

申し上げます。
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生 田 政 喜(大鳥) 

【参加動機】 

30 年ぶりの「タキタロウ」の調査！大

鳥地域づくり協議会の会議の中でこの話

があり、チャンス到来と思った。10 数年

ぶりに大鳥池へ行くことが出来ると即座

に喜んだ。地元に住んでいて、まして「タ

キタロウ」が棲める池があると子供のこ

ろから聞かされていたものの、いざ大鳥

池へ行く事は決して容易なものではない

と思っていたもので…。 

大鳥池へ行ってみたい。そこで魚釣り

をしたい、以東岳へ登ってみたい…と思

うだけで、前回池へ行ってから長い年月

が過ぎてしまった。今回、協議会のメン

バーでなかったら行く事はなかったと思

う。 

日程が 9/6(土)、7(日)、8(月)となってい

たが、(土)(月)は休業日でないので気をも

んでいた。7 日(日)日帰りでもいいから行

ってみたいと思う気もあったが、(土)(日)

で行く人もあり、思い切って参加を希望

した。 

【感想】 

30 年ぶりの調査は確実な手ごたえがあ

ったと信じているが、映像でとらえるこ

とが出来なかった事が残念である。前回

もそうであったように今回も魚探で確認

出来た事は、そこに「タキタロウ」が存

在し続けている証であると信じている。

ましてイワナやヒメマスが生棲する水深

よりも更に深いところに棲んでいるとは

…。大鳥池の神秘におどろいている。ま

た、最深部が 30 年前と変わっていないと

は…不思議でならない。今回の調査は天

候に恵まれ良かった。 

調査人数に関して、地元の人より県

内・外から多く参加者があり、「タキタロ

ウ」の知名度の高さが自分の思っている

より高く、参加してくれたことに感謝し

たい。 

今回の調査を精査し、次回に向けたステ

ップにしたいものです。1 泊 2 日であった

が、参加することが出来、嬉しく思って

います。 
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砂 山 元(大鳥) 

【参加動機】 

今年の冬、大鳥地域づくり協議会の来

年度計画を話し合った際に、佐藤征勝さ

んから「タキタロウ調査をやってみたい」

という話が出た。言い出したものの実現

性に乏しいかなぁと渋っていた征勝さん

に、「面白そうだからやってみましょう

よ」と根拠もなくけしかけた。 

今思えばUMAモノは注目されるハズ、

実績になる、といった打算もしくは下心

があったことは否めないと思っている。

さらに言えば私はあまり「夢」だとか「ロ

マン」だとかにはピンと来ないし、声高

に叫ぶ気にもならない人間である。それ

は結局自己満足や、自己顕示欲の達成に

帰結してしまうことが多いから。 

しかし、征勝さんの「朝日連峰の自然

環境が30年前と変わっていないという証

明にもなる」という想いには共感した。

「このただ 1 点においてこの事業はやる

意義がある」そう考えた。 

 

 

 

 

【感想】 

翌日に網わな猟の狩猟免許試験を控え

ていたため、ゴムボートと敷板を担ぎ上

げ、調査の開始を見届けることもできず

下山した。ホント自分らしい仕事だなぁ

と思いつつ、少しでも皆さんのお手伝い

ができたことをうれしく思っている。 

そして下山後にネットを見ていたら各

種メディアに取り上げてもらっていたよ

うで驚いた。しかし現代社会では情報は

ただただ消化されるのみ。瞬間風速は大

きくなった、がこれからどうする？ 

調査の詳しい結果は征勝さんからの報

告を待ちたいと思う。影響の出やすい水

環境が大きく変わっていないなら、朝日

連峰の自然は30年前に近い状態が保たれ

ているはずだ。 

高校時代にワンダーフォーゲル部だっ

た私は南アルプスや富士山に登る機会が

多かった。それらの山塊に比べると朝日

連峰は手付かずの自然が大部分を占めて

いることを実感する。今後も大鳥の一員

としてその保全、そして魅力の掘り起こ

しにじっくりと関わっていけたらと思っ

ている。 
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田 口 比 呂 貴(大鳥) 

【参加動機】 

タキタロウの存在は地域おこし協力隊

として大鳥に住み始めてからスグに知っ

た。地元の人の、「タキタロウは必ずい

る！」というお話、30 年前の調査の話、

ロマンを追い求めて来る釣り客…。釣り

キチ三平は一度も目を通したことは無か

ったが、多くの人の心を掴んだ名作であ

ることは周りの声で自然と知るようにな

った。 

 

2014 年 6 月、大鳥地域づくり協議会の

会議の中で佐藤征勝さんから「夢とロマ

ンを追いかけるタキタロウ調査をやりて

ぇんだやの。けど、歳も歳だしなぁ～…。」

そんな話があったので、「やりたい！」「や

りましょう！」と言った。その時はただ

の直感的な発言で、もっともらしい理由

も構想もなかった。やったことがない、

けれど胸を躍らせるモノ、そういう企画

に前のめりになりたかったんだと思う。 

 

【感想】 

3 日間、本当に楽しかった。ひとえに地

元の人、全国から集まってくれた仲間に

ただただ感謝です。同じ目的を持ち、ロ

マンを追い求め、大変な山道を登りタキ

タロウを目指す。調査に当たって事前準

備や同日の動きなどで反省も掘り返せば

沢山あるけれど、やれてよかったと思う。 

ほぼ全員が初対面のような状況で最初

は緊張した顔色を感じていたけれど、活

動を共にする中でみるみるうちにほぐれ

ていったことを実感した。マタギ、元村

長、医師、大学博士、山岳のプロ、林業、

ライター、釣り愛好家、地域おこし協力

隊など…。それぞれがそれぞれの得意分

野を活かしあい、調査は真剣に、夜は楽

しく、夢中で 3 日間を駆け抜けてきた。 

こんなにもステキな仲間を引き寄せた

のは大鳥池・タキタロウのおかげである

し、遠い昔からタキタロウのことを追い

かけ続けてきた大鳥人、旧朝日村、鶴岡

市のおかげ。限界集落と言われて久しい

大鳥ですが、独自の歴史・文化とロマン

を持つ人たちが今にまで繋がってきたこ

と。これが今回の僕たちを繋げてくれた

紛れもない事実だと思う。 

今回のタキタロウ調査と30年前の調査

が線で繋がった。この線を決して消さな

いよう、大鳥の歴史として太く、長く紡

いでいきたい。 

 

終わりに… 

全国から集まってくれた皆さんへ。 

僕のつたない言葉では伝わらないかもし

れませんが、精一杯の気持ちを込めて…。 
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大鳥の人が喜んでくれました。地域が盛

り上がってくれました。目には見えにく

い部分だけど、一番に大切なことをみな

さんから頂きました。本当にありがとう

ございました。また、語り合いたいです

ね。 

 

大鳥の皆さんへ。 

皆さんが今の今まで、大鳥で生きてこな

ければこんなステキな出来事自体があり

得なかった。大鳥の歴史と文化、そして

ロマンを守り続けてくれてありがとうご

ざいました。こんなにも胸を躍らせる機

会を頂けたこと、死ぬまで忘れません。 

夢中。まさに夢の中。 

またこんな夢を大鳥の人たち、また、大

鳥に関わってくれる人たちと一緒に見て

いきたい。

 

菊 池 修 三(宮城県) 

【参加動機】 

ほんの少し前までは、野

天掘りの細く長いトンネ

ルを 3 つ通り、大鳥集落を

過ぎ、林道を奥に詰め、ブ

ナの美林と清流を眺め、湧

水で喉を潤い、登る事三時

間でやっと、ブナ林の合間

から、最初に見えて来る大

鳥池の感動的な絶景。 

大鳥池は、年に必ず 1～

2 回は訪れる一番大好き

な場所です。その大鳥池で

30 年ぶりに行われる調査

にお手伝いが出来ると云

うことで、何を差し置いて

も参加させて頂きました。 

 

 【感想】 

地元の皆様が大切に育んでこられた「タキタロウ」。そ

の調査に、参加させて頂き、地元の皆様と共に調査の一

員となれた事は誠に光栄の至りです。 

絶界の神秘の湖・大鳥池の湖上で縦横無尽にボートを

漕ぐなどとは、夢にも思わず、至福の経験をさせて頂き

ました。漕ぎ手を体験させて頂いたおかげで、重点捜索

域も脳裏に刻み付ける事が出来ました。次回の調査が 30

年後でない限り、是非とも、また参加させて頂きたいと、

お願い申し上げます。 

今後、大鳥池の湖畔や以東岳山頂に行く都度、『あの当

たりの水深 25m～30m に魚影を確認した…』と誇らしげ

一講釈（単なるおやじの自慢話です）できますね。(笑) 

ますます大鳥池とタキタロウ山荘に、はまってしまいそ

うで、次回は若い者を連れて紅葉の大鳥池を堪能しに参

ります。これをご縁に宜しくお願い致します。
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石 川 充(鶴岡) 

【参加動機】 

初めて大鳥池を訪れたのは、昭和 55 年

だったろうか。泡滝ダムから冷水沢を経

て木漏れ日の中を登るにつれて、次第に

気持ちがたかぶったことを覚えている。

七曲りさえも辛いと思わずひたすら登り、

林を抜けて大鳥池が姿を現した時の感動

は決して忘れることはないと思った。 

まだ古い大鳥小屋の時代で、水場でス

イカやトマトやキュウリを冷やし、見知

らぬ山男たちとかぶりつき、夜は手が届

かんばかりの星を見ながら酒を酌み交わ

した。その時もタキタロウは池深いとこ

ろにいたに違いない。翌日は以東岳に向

かう直登コースを中腹まで登り、振り向

いた時の大鳥池の姿に感動した。その時

の感動が私を虜にし、その後も何度か通

うことになった。 

平成の時代になり鶴岡に住むようにな

ると、今までにも増して大鳥川に渓流釣

りに行くようになった。たとえ釣れなく

ても、ただ竿を出すだけでも楽しい釣り

があることを教えてくれたのもこの川だ

った。渓流釣りが 3 月から解禁となった

年には、雪が多くて竿を出せる場所がな

いことが解っていても、かんじきを履い

て上流をめざしたりもした。 

今年の春先は、道路が開通した所まで

オフロードバイクやマウンテンバイクで

行き、何度か通って泡滝ダムまで到達し

た。泡滝に行くとタキタロウに近づいた

感じがして、心が躍った。タキタロウは

大鳥池に密かに隠れていると信じてやま

ない。そう思い続けて来たところに、今

回のタキタロウ調査のことを知り、居て

も立っても居られない気持ちになった。 

  

 

【感想】 

タキタロウの夢とロマンを胸に多くの人々が集まり、高揚感の中大鳥池を目指した。そ

のメンバーの一員となれたことは光栄なことであった。調査に参加してからタキタロウ

の可能性について、いろいろと考えてみた。 

 

１）タキタロウは何故大きい？ 

餌が豊富なだけでは巨大にはならないので、大きくなる可能性のある魚なのだろ

う。イワナ属の魚を考えると、陸封の湖沼型が考えやすい。然別湖に住むオショロ

コマの亜種のミヤベイワナは、湖のプランクトンや昆虫を餌として成長し、50 cm

以上になるらしい。でも、タキタロウのような巨大魚になるかどうかは疑問だ。ミ
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ヤベイワナは陸封されて独自の進化をしたらしく、プランクトンを食べやすいよう

に、鰓（えら）の中にある鰓杷（さいは）の数が、オショロコマの 21 から 22 に対

して 26 と多くなっている。 

タキタロウらしき魚が捕獲されたら、鰓を調べてみたい。大鳥池の中の豊富なプ

ランクトンまでも餌として食べることで、より栄養価を高めることができるのかも

しれない。 

巨大化するもう一つの可能性としては、遺伝子の 3 倍体もあるかもしれない。受

精卵に圧力・水温・薬品などの刺激が良い条件で与えられると、孵化した魚が 3 倍

体の巨大魚になる。商用的には 25℃の温水に短時間さらすと可能らしいが、産卵

期に 25℃の温水を供給できるのは温泉しかない。「O 池の滝太郎」では地球の割れ

目から温泉が吹き出していたが、現実には 15 m より深いところの水温は 4～5 度

なので、温泉が吹き出す割れ目はないのだろう。 

産卵で遡上する東沢を探ってみたが、温泉が湧いているようなところは無いよう

に思う。ダイナマイトの衝撃？誰かが薬を流して魚を捕ろうとした？誰かが意図的

に 3 倍体魚を放した？謎はつきない… 

ただし 3 倍体の魚は、成長はするものの成熟しないため、大きくはなるが産卵す

ることはない。このために、ある時期に三倍体が孵化して無事に成長していけば一

時的にタキタロウが増えるが、やがては絶滅してしまう。時々3 倍体卵ができる環

境さえあれば、タキタロウは不滅だ。 

  

２）タキタロウは赤身の魚？ 

そういえば、タキタロウの身は脂に覆われていて焼くのが大変で、中は赤身だっ

たらしい。寒冷地の深いところをすみかとする魚であれば、豊富な餌さえあれば脂

が乗った身となるだろう。 

ではどうして身が赤身なのだろうと考えてみた。サクラマスは海に出てオキアミ

などのプランクトンを食べるから、アスタキサンチンが体に蓄積して赤身になると

いう。湖沼型のタキタロウは何故赤身になるのだろう？ 

そこで、大鳥池に生息するもので、アスタキサンチンを持つものはないかと調べ

てみた。ひとつは水中のプランクトンや緑藻などでアスタキサンチンを持つものが

いれば可能性はある。タキタロウもミヤベイワナのように鰓杷（さいは）が進化し

ているとしたら、大鳥池に豊富にあるプランクトンや藻を漉し捕ることができるの

かもしれない。
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また、アスタキサンチンを集積する氷雪藻やそれを食べるトビムシは大鳥池を覆

う雪の上に存在すると思われるので、融雪期にはタキタロウの口に入ることもある

だろう。だとすれば、長く生きて総量としてたくさん食べるタキタロウは、体にア

スタキサンチンを蓄積させて、赤身になっていく可能性がある。 

一方で、イワナやヒメマスを中心に食べるタキタロウは、身は白身である可能性

が高い。もうひとつ、イモリの脂肪組織にはアスタキサンチンが多いらしい。卵巣

あたりがそうなのかもしれない。ただし、イモリにはふぐ毒であるテトロドトキシ

ンと似たものが含まれており、猛毒ではないらしいが耐性がないと食べないだろう。 

ではイワナは何故赤身にならないのか？たぶんイワナのエラではプランクトン

や藻をこし捕ることができないのではないだろうか。もう一つの理由は、プランク

トンや藻を食べられたとしても、長く生きて多量に食べないとアスタキサンチンを

蓄積できないのではないだろうか。 

  

３）大鳥池の水の循環 

大鳥池の水温は、深度が 15 m あたりから一定で 4～5℃程度である。調査の結果

では、かなりの深度まで魚が生存可能な溶存酸素が保たれていた。水温が低ければ

水中に溶け込む酸素量は多くなるが、水面からの拡散では限界があるので、やはり

豊富な湧水があると考えるのが妥当だろう。 

大朝日避難小屋近くの湧水「金玉水」の水温が、9 月中旬で 5℃という記録があ

るので、大鳥池の深層水温が 4℃というのは妥当で、最大密度の 4℃の水が 15 m 以

下から湖底まで貯留しているのだろう。深度が 15 m より浅い場所からの湧水は、

水中の斜面を滑り降りるように深部に流れ込み、この時に酸素の豊富な湧水が、比

較的深度のある場所まで酸素を運ぶのかもしれない。これによって 15 m 程度まで

は水が循環しやすくなっているのだろう。また冬になれば表層の水温が下がるので、

水の循環はしやすくなると思われる。 

そういえば調査中に、西の倉の南側、西ノ沢方向にボートで向かうと、風が吹い

ている訳でもないのに進みにくく、帰りは楽に漕いで来ることができた。 

湧水による水中の循環があったのではないかと思われた。 

  

４）いろいろ考えてはみたが… 

タキタロウ山荘の前で腕組みをしながら佇み、大鳥池を見つめながら「やっぱり

タキタロウはいる！」そう思うだけで十分な気がする。 
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玉 置 豊(埼玉県) 

【参加動機】 

タキタロウの伝説につ

いては、「釣りキチ三平」

でその存在を初めて知り

ました。釣りが好きで、大

学時代に山形に住んでい

たこともあり、いつかは…

という思いがあったので

すが、大鳥池の物理的な遠

さと現実味の薄さに、いま

だ行動に移せていません

でした。 

そんな中、タキタロウの

調査メンバー募集を知り、

これは一生に一度の大チ

ャンスと思い、あの伝説に

挑むという得難い時間を

共有させていただくべく、

応募させていただきまし

た。特になにかに秀でてい

るという訳ではないため、

調査にあたっては大した

協力もできないかもしれ

ませんが、一緒に体験させ

ていただいたことを、ライ

ターとして記録に残せれ

ばと思います。 

【感想】 

タキタロウ調査に参加させていただいた 3 日間は、「楽

しかった！」の一言です。こんな機会でもなければ絶対

に行くことがなかったであろう大鳥池へ訪れることがで

き、地元の方や同じ志を持って集まった人たちと、実に

濃厚な時間を過ごさせていただきました。 

工藤隊長や征勝さんがボートでの調査中に、エコーサ

ウンダーに魚のマークが現れた際、無線機を通じて聞こ

えてきた（あるいは直に聞こえてきた）大きな歓声が忘

れられません。 

調査をすることに対してはいろいろな意見があったと

思いますが、これまでに伝えられてきた逸話に加えて、

今回集まった客観的な情報によって、タキタロウの存在

を推測し、そして信じるための材料が増えたのではない

でしょうか。特に「釣りキチ三平」では湖底から温泉が

湧いているという設定が、逆に沢からの冷たい伏流水が

湧いているのではという推測にはしびれました。 

私のような余所者が、大鳥の人たちが大切にしてきた

「伝説」の   1 ページに参加させていただき、本当にあ

りがとうございました。山小屋のご飯がおいしすぎて、2 

kg 程太って下山しました。 

今後もタキタロウの住める環境が、大鳥池で守られるこ

とを祈ります。 
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伊 藤 卓 郎(鶴岡) 

【応募動機】 

子供の頃から大鳥と言

えば巨大魚タキタロウと

話に聞いていたので興味

を持っており、いつか大鳥

池に行ってみたいと思っ

ていました。近く朝日岳登

山に挑戦しようと考えて

いたのですが、この調査は

湖面に出てタキタロウを

探索できるまたと無い機

会だと考え応募しました。

ついでに水を採取し、私の

専門分野である植物プラ

ンクトンについても調査

したいです。また、水の分

析（温度や pH、各種成分

測定）であれば、項目を教

えてもらえれば、可能な限

り測定できるように準備

します。コンパクトデジカ

メになりますが、水中カメ

ラを提供できます。 

 

 

 

 

【感想】 

言葉では言い表せない、楽しく充実した調査でした。

事務局の皆さん、一緒に参加した皆さんに、感謝いたし

ます。 

末端の小使いのつもりで参加したら、遠くから参加し

ている人の多さに驚き、班長を拝命して気持ちが引き締

まりました。 

普段行っている研究とはだいぶ勝手が違うので、皆さ

んをお待たせしたり、うまくデータが取れない部分もあ

りましたが、一緒に楽しく作業出来た事が何より嬉しか

ったです。一緒にボートに乗っていただいた人には、科

学と言っても特別なものではなく、地味な作業を丁寧に

繰り返すだけだと感じてもらえたと思います。また、小

屋では、過去の調査と取り立てホヤホヤのデータからタ

キタロウの生態や池の環境に関していろいろな仮説を議

論でき、科学を皆さんと共有できた事に感激しました。 

今回の調査は、地元の人たちが地域の魅力に興味を持

って声を上げる事で、多くの人が協力してくれる素晴ら

しい事例になったと思います。大鳥は、大鳥池に限らず

登山道の森も樹間が神秘的でしたし、マタギ文化も残っ

ています。これからも大鳥の自然の素晴らしさを発信す

るために、地元の皆さんと一緒に地域を科学していけた

ら素敵だと考えています。 
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堀 江 守(群馬県) 

【参加動機】 

私は渓流釣りを始めて今シーズンで 4

年目になります。 

釣り歴としては小学生の時にみた“釣

りキチ三平”に夢中になって、自然と自

宅近くの河川に釣りに行くようになりま

した。その時はオイカワ、フナなどの、

いわゆる雑魚釣りがメインで、休みの日

には朝から日が沈むまで一日中釣りに明

け暮れる毎日でした。 

しかし中学に入ると部活動など忙しく

なり、いつの間にか釣りから離れ、釣り

に熱中していた少年時代さえ、忘れかけ

ていましたが不思議なめぐり合わせで、4

年前ふとした事をきっかけに友人に渓流

ルアー釣りに誘われ、川のせせらぎを聴

き、季節感を肌で感じ、時折みせてくれ

るヤマメやイワナに癒され、あの頃の想

いがよみがえってきました。そして、渓

流ルアー釣りにどっぷりと浸かり、群馬、

新潟と釣り歩き、たくさんのヤマメや岩

魚たちに出会い感動をもらいました。 

そんな、感動とともに釣りをしてきま

したが、渓流で釣行を重ねるうちに、絶

好のポイントであった滝壺、釣れること

もあれば、魚の機嫌を損ねて全く釣れな

いこと、いろんなことがありましたが、

ある時ふと、「あの滝の向こうには何があ

るんだろう？」と想うことが強くなり、

いつしか渓流での釣りが、まだ見ぬ滝壺

の主が守る滝の先に興味を持つようにな

りました。そして、釣り仲間を誘い、滝

壺の向こうを覗いてみようと提案しまし

たが、危険が伴うことが容易に想像でき

るので、自分の仲間たちからの賛同は得

られませんでした。 

しかしながら滝の先への興味はより深

くなるばかり。そこで僕は北関東源流会

という、源流釣りのチームへコンタクト

を取り、源流釣りチームのメンバーに加

えてもらえる事ができましした。 

その北関東源流会での源流への旅は自

分の想像をはるか越え、とても同じ日本

にいながらこんな素晴らしい源流の世界

があるものなのかと、旅に参加するごと

にたくさんの感動を見てきました。しか

し、人里離れた源流域、とうぜん危険も

伴います。そこで自分たちはチームワー

クを駆使し笑顔を絶やさず、常に安全確

保を徹底し楽しい源流遡行を繰り返して

きました。そんなチームでの源流釣り、

過酷な旅なればなるほどチームの結束は

強くなりゆるぎないものになってきまし

た。 

そこで特に親しくなったのが、今回の

調査にも一緒に加わった山形在住の丹羽

さんでした。丹羽さんは自分以上に釣り

好きで、渓流から里川、湖から海まで、

すべての釣りを経験しているセミプロの
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ような人です。そんな釣り好きの丹羽さ

んから今シーズン 6 月の大鳥池解禁最初

の連休に大鳥池にタチタロウを釣りに行

こうと誘われました。 

「えっ？タキタロウってまさか釣りキ

チ三平のタキタロウかい？」と尋ねると

まさにそうだと言ってくれました。その

瞬間、『O 池の滝太郎』が頭の中を駆け巡

り、幼少時代に眼を輝かせて見ていたタ

キタロウに会ってみたいと強く思いまし

た。そしてまだ見ぬタキタロウの情報収

集をし、万が一釣れた時に対応できる竿

を準備し、冷水域を好むタキタロウが回

遊していそうなレンジを通せそうなルア

ーをチョイスし、釣れた時にバッチリ記

録に残せるようカメラも新調し、綿密な

計画を立てていました。そして釣行日が

近くなるにつれ、本当にタキタロウが釣

れたらどうしよう。釣れてしまったら夢

の滝太郎伝説が終わってしまうのでは。

もしかして釣れない方が全国のタキタロ

ウファンにとって永遠の象徴になるので

は。などと自分の都合のいいように妄想

をふくらましておりました。 

そんな中、釣行出発日 6 月 6 日の夜、

なんと台風の影響で関東はどしゃ降り、

メンバー全員で相談し安全を考え中止に

しました。本来であれば関東組で集合し

山形の丹羽さんと合流し泡滝ダムルート

から夜明けとともに大鳥池目指して出発

する予定でした。残念です。しかしこれ

も運命、あとで丹羽さんに聞いたところ、

山形はさほど天候は崩れなかったようだ

が、大鳥池のタキタロウはその日機嫌を

損ねたんだろうと思うようにしました。 

そんな悶々とした大鳥池釣行計画でし

たが、いちど掘り起こされた熱い思いは

中々消えません。その後何度か大鳥行き

を計画するも日程が合わず、行けずにお

りました。そんなとき、大鳥 days のタキ

タロウ調査募集の案内をみて、これは行

くしかないと思いました。まだ見たこと

のない大鳥池、そしてタキタロウ。今回

の調査でぜひ実現したい。ただ、タキタ

ロウ本当にいたらどうなるんだろう。い

ないほうがいいんじゃないかと、いまも

思いますが、この調査に参加させていた

だくことで何かしら答えが出るような気

がします。 

 

【感想】 

今回タキタロウ調査メンバーに加えて

いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

今年の 6 月に計画し台風の影響で中止と

なりもう大鳥には行けないんじゃないか

と思っていましたが、地元大鳥地区のみ

なさん、自治体のみなさん、僕と同じよ
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うにインターネットによって集まったみ

なさん、その他大勢の人たちとタキタロ

ウを追いかけた 3 日間、楽しくてただた

だ笑うばかりでした。 

大鳥池へ向かう急勾配の登山道も工藤

隊長の山の話やキノコ、熊の話などを聞

きながら登っていると、辛さよりもワク

ワクする事のほうが多く辛さも全くあり

ませんでした。 

調査に入ってからも、ざっくり大きな

分担はあったものの同じ目的を持って参

加人たち、すぐに一体となり、すばらし

いチームだなぁと感じました。魚群探知

機をみつめ、反応があると「でっけぇの

出たぞ！」の声にワクワクし無線で水深

などが具体的に聞こえてくると、タキタ

ロウが泳ぐ姿が浮かんできました。 

幸運にも対岸の西沢にボートで渡して

もらい、手漕ぎボートを漕いでいると西

沢から西ノ蔵にかけてはかなり水が動い

ている感じで、止水にみえても湖底では

かなりの水流があるように思い、もしか

して西ノ蔵の岬の湖底奥深くにタキタロ

ウは息を潜めてジッとして、時折群れで

回遊してくるヒメマスなどをバクリと食

べているのかなぁ…などと一人ヘラヘラ

していました。たしか、釣りキチ三平で

は『タキタロウはタキタロウだ！』と言

っていましたが、調査に参加させてもら

って、まさにその通りだなと感じました。 

大鳥池の魅力はこの調査に参加するま

ではタキタロウの一言に尽きると考えて

いましたが、大鳥池を取り巻く自然環境、

そしてそれらを保護して懸命に支える地

元大鳥の人や大鳥を愛し訪れる方たちが

いたからこそ、いまの魅力ある大鳥池の

タキタロウ伝説が受け継がれていると強

く感じましいた。今度は時期をかえ四季

折々の大鳥を楽しみ、これからも僕のロ

マン、タキタロウを追いかけていきたい

と思います。

池 田 康 浩(長野県) 

【参加動機】 

自分自身も地域おこし協力隊として、

隊員の先輩である田口さんのブログを良

く拝見していました。（本当タメになる記

事ばかりです）そんなある日、ブログ内

でタキタロウ捜索募集の記事を目にしま

した。 

かつて自分も釣りキチ三平の漫画や、

テレビの特集等でタキタロウに対する凄

まじい好奇心を抱いた事を思い出し、自

分を夢中にさせたタキタロウ捜索を田口

さんが募集するだと！？と、これも何か

の縁だと思い応募した次第であります。 
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【感想】 

自分は何の専門知識もなく、好奇心一

筋で参加したのですが、魚探で本来なら

魚がいない筈の水深で魚の影が出た時は、

やはり大鳥池には何かがいる！と強い確

信が持てたのは凄くワクワクしました。

そして大自然に囲まれたタキタロウとい

う存在にある種の神聖さをも感じる事が

出来ました。大鳥池自体も底から水が湧

き出ているかも知れないという可能性が

ある話も出て、一筋縄ではいかない大鳥

池に畏敬の念を抱かずにはいられません。 

また田口さんを始め多くの参加者の

方々から、興味深い話を沢山聞けてとて

も意義のある 3 日間だったと思います。 

 

三 浦 一 義(大鳥) 

【参加動機】 

佐藤征勝さんからタキタロウ調査に参

加しないかとの連絡があり、迷わず参加

の返事を伝えた所です。私も大鳥で生ま

れ、タキタロウの話は以前より聞いてい

ましたが実際に存在するのか半信半疑だ

った事から、この目で確かめたいと思い

参加させて頂きました。 

 

 

【感想】 

私は 2 日間の日程の中で魚群探知機が

何度も反応した事と水深によって大・小

の区別が画面に映った事が無線のやり取

りを聞いた時、タキタロウ以外ありえな

いと言う確信を持ちました。水中カメラ

では捕える事はできなかったものの大自

然にできた大鳥池をこれからも見守って

いきたいと想います。参加させて頂きあ

りがとうございました。

 

神 谷 之 和(東京都 見学) 

【参加動機】 

10 歳ぐらいに釣りキチ三平を読んでか

ら虜になりました、携帯電話のメールア

ドレスはタキタロウですし、ブラックバ

スを釣る船の船名もタキタロウです。タ

キタロウ館と朝日村役場には過去二回訪

問して、剥製とホルマリン漬けを観察し

て満足していました、私には大鳥池が神

聖な場所に感じていて観たいけど行って

はいけない様な場所として捉えていて、

行くのにためらっていた気がします。 
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そんな気持ちですから釣ると言うより

はタキタロウグッズ＆書籍コレクターに

なってしまいました、田口さんに戴いた

タキタロウ調査・計画書、3 種の地図も大

事に保管していますし、山形新聞もオリ

ジナルと日焼けするだろうからコピーも

とりました。 

前回、タキタロウ館で発見した山形県

立博物館が発行した悠久の流れを泳ぐと

いう本が欲しくて行きに買いました、帰

りは朝日人、クラゲ館長最後の釣り語り

の２冊にもタキタロウの記述があったの

でコレクションに加えました。私がタキ

タロウを愛してやまないものでしたので

田口さんに無理を言って同行させて頂き

ました。 

 

【感想】 

調査隊員募集終了後に田口さんに同行

させて欲しいと無理を言って余計仕事を

増やしてしまった事や自己責任でご迷惑

や失礼の無い様に同行するはずが行きの

登山で調査の仕事があるのに保科さん、

亀井さんに伴走して頂いて申し訳なかっ

たと思っています。調査隊の皆様に登山

の遅れからタキタロウ小屋で正式にご挨

拶もしないまま同行していたので失礼を

してしまったと反省しています。調査隊

の活動を間近で見届けられただけでも記

念になりましたし、大鳥池に船で浮かぶ

という、思ってもいなかったチャンスに

感激致しました。 

行きは全く余裕がなかったのですが帰

りの下山時に見たことのなかった巨大ナ

メクジ、羽根のない真緑のバッタ、紫色

のコオロギなのか、カマドウマ、カナヘ

ビ等を観察したり大木が倒れそこに苔が

付きシダやキノコが生え朽ちて土に戻る

様がなんとも太古の昔に思えて映画ジュ

ラシックパークを思いだしました。筋肉

痛が治った辺りから気が大きくなりまし

て、大鳥池に何とかたどり着いた程度な

のに根拠のない自信がメキメキと頭角を

あらわしまして、今後は赤川河口域から

朝日連峰までのメインルートを観察して

最上川、三面川の隣にも足を運んでみよ

うと思っています。 

「鳥だ！飛行機だ！いやタケちゃんマン

だ！」と言うギャグがありましたが『急

ぐとも心静かに手を添えて外にもらすな

朝顔の露』タキタロウ。この詩を読んだ

時にイワナ？ヤマメ？いやタキタロウは

タキタロウだと改めて思いました。
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９．終わりに 

タキタロウ調査に参加した調査隊の 20代～70代までの男たちの目はキラキラしてい

て、みな少年に戻っているようだった。 

これは、30 年ぶりにタキタロウの調査に行けた喜びや、このチャンスを逃すと二度と

大鳥池にいけないかもしれないという生涯をかけた想い、釣りキチ三平を擦り切れるほ

ど読んで感じたロマンなどが爆発したからなのかもしれない。 

今回の調査でもタキタロウは実物としての確認はされなかったが、大鳥地域には伝説と

して、釣り人にはロマンとして存在し続けることに何も変わりはない。 

 

30 年前と同様に魚影として確認できたタキタロウの存在と、今回の調査で初めてわ

かった発見で巻き上がる興奮。そしてそこから生まれる新たな疑問、謎、課題…。 

幾度となく調査が進んだとしても、結局はこの繰り返しになるかもしれない。 

『いる』『いない』という世界を超越した、終わりなき探究。けれどもその対象がタ

キタロウだからこそ、人々のロマンを駆り立て、地元に活力を与え、また大鳥池に向か

わせるのかもしれない。 

大鳥池周辺の自然環境がこれからも保全され続けること、タキタロウがこれからも棲め

る大鳥池であり続けることを願い、この報告書を終わりとしたい。 
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11．掲載メディア一覧 

新聞・雑誌 

 荘内日報 2014 年 9 月 3 日（水） 伝説の巨大魚 「タキタロウ」 大鳥池で生息

調査へ 

URL： http://www.shonai-nippo.co.jp/cgi/ad/day.cgi?p=2014:09:03:6163 

 山形新聞 2014 年 09 月 06 日 大鳥池の巨大魚タキタロウ“伝説”に挑む 鶴岡・

きょうから生態調査 

URL： http://210.232.32.150/news/201409/06/kj_2014090600115.php 

 山形新聞 2014 年 9 月 9 日 大鳥池にタキタロウ「間違いなくいる」 鶴岡・生息

調査で魚影捉える 

URL： http://yamagata-np.jp/news/201409/09/kj_2014090900167.php 

 山形新聞 2015 年 1 月 1 日 元旦 2 号 信じるまま、進む。 

 毎日新聞 2014 年 9 月 4 日 タキタロウ:今度こそ 伝説の巨大魚、大鳥池で３０

年ぶり調査 鶴岡の地域おこし協力隊・田口さん、活性化へロマン再び ／山形 

URL： 

http://mainichi.jp/area/yamagata/news/m20140904ddlk06040077000c.html 

 朝日新聞 2014 年 9 月 12 日 山形）タキタロウいるかも 大鳥池調査で魚探に反

応 

URL： http://www.asahi.com/articles/ASG9B7FHXG9BUZHB00N.html 

 学研ムー 12 月 9 日発売 2015 年 1 月号 日本の UMA ファイル／文・写真＝山

口直樹：怪魚タキタロウを追う!! 

 

テレビ 

 YTS(山形テレビ)  2014 年 9 月 11 日(木)18 時 15 分～ゴジダス内にて放送 

 YBC(山形放送) 2014 年 9 月 9 日(火)18 時 15 分～news every.内にて放送 
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WEBメディア 

 デイリーポータル Z：伝説の巨大魚、タキタロウ調査隊に参加してきた 

URL： http://portal.nifty.com/kiji/140919165203_1.htm 

 IRORIO(イロリオ) ：伝説の巨大魚「タキタロウ」はいた！調査隊が魚影を確認 

URL： http://irorio.jp/canal/20140910/160831/ 

 

自主WEBメディア(大鳥 DAYS) 

 30 年ぶりに伝説の巨大魚、タキタロウを追う！大鳥池・タキタロウ調査のメンバ

ーを大募集！ 

URL： http://ootoritakitarou.info/2014/07/investigation-takitarou/ 

 タキタロウ調査に想いを寄せて。 

URL： http://ootoritakitarou.info/2014/09/takitarou-chousa/ 
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