２００４年８月２０日 VOL７.№３(20) ＮＰＯ 尾瀬自然保護ネットワーク

夏の尾瀬ヶ原

中田代（撮影・高橋 喬）

また山小屋３軒が不祥事

ごみ焼却問題、尾瀬への認識欠如

あきれて物が言えないとは、このような

たててかき氷やコーヒー、ビールなどを売

ことを指すのであろう。長蔵小屋の身勝手

っている。その利用客ヘのサービスか、あ

で短絡的な廃棄物不法投棄事件の記憶がま

たかも私有地のように小屋の敷地にテーブ

だ鮮明だというのに、そうした事件に無関

ルとベンチを置いている小屋も一部ある。

心なのか、それとも不感症なのか、下田代

尾瀬でこのような問題が再三発生するの

（見晴）の３軒の山小屋が、こともあろう

は、山小屋の経営を支えている尾瀬という

に小型焼却炉を使って汚物、ごみ等を焼却

自然が、国民共有の国立公園、特別天然記

していた問題は、既に「読売新聞」などの

念物として格段の規制対象であることへの

報道でご存じであろう。
通称「尾瀬銀座」と呼ばれる同地区には

経営者の認識の欠如が挙げられよう。
また、こうした事態が発生した際の環境省

６軒の山小屋があるが、現在の尾瀬を象徴

の対応も非常に甘く、長蔵小屋事件が国立

するかのような存在である。メインストリ

公園法上はどうなるのか処分も明確にされ

ート？には、色とりどりの花を植え、幟を

ていない。猛省を促したい。

（高橋

喬）
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尾瀬ネット単独での調査となった。尾瀬高校
の学生の目を借りずに、果たしてどの程度の
〈社〉日本旅行業協会（JATA） の本年度自然 確認が出来るか不安があったが、それはたち
保護活動助成対象にネットワークが選ばれ、 まち払拭された。
８０万５．０００円を助成していただくこと
３１頭という確認数は平成１３年に調査を
になりました。リーフレット、至佛山調査報 開始してから２番目の記録である。新月とい
告書の作成。事務局用パソコン、プリンター、 うこともあるが、ビームライト一式が新しく
シカ調査用ビームライト、バッテリー、ナイ
なったこと、ナイトスコープが新兵器として
トスコープの購入に充てます。
加わったことが、なにより大きな要因だろう。
〈社〉日本旅行業協会に厚く御礼申し上げま
購入後の数週間、夜間自宅の周辺で何度も操
す。
（高橋）
作の練習をしたという。
今後の課題としては、それぞれの器具類の
平成１６年度第１回
操作の交替がスムーズに出来ること。距離の
尾瀬ヶ原野生シカ調査報告
目測がより正確に出来ることなどが上げられ
る。
担当理事：坂本 敏子
今回購入した器材についても、保管及びバ
ッテリーの充電を再び山の鼻ビジターセンタ
 日
時＝平成 16 年６月１９日夜半
◆ 参 加 者＝高橋喬・清水博之・長島睦世 ーに依頼した。快く引き受けて頂き大変感謝
・深山美子・坂本敏子・尾瀬ネットワー しております。
クメンバー外参加者４名 計９名
尾瀬初入山の樹徳高校生
 確認頭数＝３１頭

ＪＡＴＡより助成金

から感想文

 確認状況
・使用器具＝ビームライト、バッテリー、Ｇ
ＰＳコンパス、ナイトスコープ他
・コ ー ス＝山ノ鼻〜竜宮（片道 4.03 ㎞）
・所要時間＝４時間（往復）
６/１９ 20；00 尾瀬ロッジ（山ノ鼻）
をスタート ２４時帰着
・天
候＝スタート時晴天。しかし、全体
に湿気が多く時折り薄い霧がかかる。復
路は雲厚く、闇が濃くなる。
・経
過＝夏至が近く、20；00 とはいえ原
にはまだ明るさが残る。３０分行ったと
ころで残照もすっかり消え猫又川沿いの
拠水林で、初めて１頭を確認。これを皮
切りに、牛首周辺・源五郎堀・セン沢周
辺で次々に、親子・オスを含む群が確認
された。シカの動きは活発で、走ったり、
はねたりする。
 総

括

今回は会員以
外の４名の参加
者があったとは
言え、初めての

樹徳高校（桐生市錦町 1−1−20）理科部の
生徒７人は、同部顧問の広井勉教諭、角田靖
典教諭とともに、夏休みを利用して７月２８
〜２９日に初めて尾瀬に入り、山の鼻に一泊
して東面登山道から至仏山に登頂した。現地
コーディネーターとしてネットワークから田
中志朗指導員が参加した。参加した生徒から
届いた感想文を紹介する。
（編集部）

尾瀬にて
鹿沼 貴志
今回私は､初めて尾瀬へ行きました。テレビ
などで見る機会はよくありましたが、自分で
行くのは初めてでした。
１日目はまず鳩待峠から山の鼻まで植物を
見ながら行きました。天気も悪くならなくと
ても良かったです。そして尾瀬ヶ原を見まし
た。私が思っていた以上に花がたくさんあり
心に残る風景でした。そして夜、星空の美し
さに感動しました。８時半頃には月影で霧が
とてもきれいで星との同調に心を打たれまし
た。そして真夜中の星はまるで闇の中で無数
のロウソクの火を灯したようにきれいに見え
ました。ずっと見ていても新鮮な気持ちでい
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られるくらい印象深いものでした。また流れ
星やホタルなどその夜は素適なものをたくさ
ん見ることができました。
２日目は至仏山に登りました。至仏山に登
ってみると自分が山を甘くみていたことを実
感しました。至仏山の山道は想像と違いゴツ
ゴツしていて登りにくく、山登りというより
も岩登りをしているようで登りたくなくなる
ほど大変でした。しかし標高が２０００ｍく
らいのところで休んでいると、一瞬雲が流れ
て今まで見えな
かった尾瀬ヶ原
を見ることがで
きました。
その時はとて
も登って良かっ
たと思いました。
今までの苦労が
至仏山頂の樹徳高校生と先生
この景色を見る
最前列左は尾瀬ＮＷ田中指導員
ためにあるのだ
と思いました。
この２日間では花や星、ホタル、美しい景
色など、これまで見ていたものが何だったの
かと思わせるくらい美しいものでした。今回
の尾瀬は苦労がたくさんありました。しかし
尾瀬の広大な自然が心に残りました。そして
人には足があり、たくさんの自然に触れるこ
とのできる喜びを覚えました。また自然、特
に植物は人と違って自由に動けないけれどそ
の環境で一生懸命生きていることに接するこ
とができてよかったと思います。たった２日
間でしたがよい体験ができ人間としても成長
ができたと思います。

けではなく、昆虫を捕えて不足している養分
を補うモウセンゴケ科の植物。その偉大な順
応力から生きる事に対する執念さえ感じられ
ました。
近年の不景気の影響で、自ら命を絶つ人が
急激に増加してきています。そういう人たち
にこそ、この尾瀬の自然を見て、生きるとい
う行為について、再考してもらいたいと感じ
ました。
（次号にも掲載予定）
世界遺産・東南ア最高峰

キナバル山登頂報告②

高橋 喬
10；00 ころコタ・キナバルから乗ってきた
大型バンで管理事務所を出発、いよいよ登山
ゲート（１８６６ｍ）に向う。
なお、管理事務所でお昼の弁当を貰ったが、
サンドイッチ２枚、ビスケット２個、トリも
もの唐揚、リンゴ１個、それにミネラルウオ
ーター（５００ml）が入っていた。途中でリ
ンゴをかじったが、予想に反して実がしまっ
ていて美味な「国光」のようなリンゴだった。
南国マレーシアでもリンゴを栽培しているの
だろうか。輸入品？
登山ゲートの先にチェックポイントがあり、
ここで係員が１人ずつＩＤパスを確認する。
ここからキナバル山の主峰「ロウズ・ピーク」
までは、距離にして９ｋｍ、実質標高差は２
２００ｍで、距離に対してこれだけ標高差の
ある山は日本にはないようだ。
歩き始めは比較的平坦な熱帯雨林をぬうコ
ースで、これなら何とかなるかも、とほくそ
笑んだのも束の間、間もなく急登の連続にな
自然に触れて
った。
登山道のかたわらに、食虫植物のウツボカ
戸塚 隆夫
今回、自分が尾瀬へ行って、最も強く感じ ズラがあった。ウツボカズラは数種類あり、
たことは自然は広大であるということでした。 最も小さいもので径３ｃｍ、長さ５ｃｍほど、
現在の日本の都市部では、自然は衰退し、 最大のもので径１０ｃｍ、長さ２５ｃｍくら
縮小しています。
「人間があり自然がある」と い。中をのぞいてみると、ワインのような液
いう考えが少なからず定着してしまっていた 体（消化液？）の中に虫が浮いていた。
登山道の周囲の樹木はフタバガキ科の植物
自分の考えが「自然があり人間がある」とい
が多く、樹上にランやシダ類がたくさん着生
う考えに改められました。
次に強く感じられたことは、生命の順応力 していたが、季節はずれとかでランの花は見
は偉大であるということです。強い風でも倒 られなかった。世界一大きいといわれるジフ
れないように平地のとは違い、低く地面に沿 レシアも残念ながら見られなかった。ただし、
う様に生えているマツ科の植物。あまり肥沃 赤いシャクナゲの花はたくさんあった。日本
でない土地で生きていくため、土壌の養分だ のシャクナゲとは違って、樹高が高く、地上
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から数ｍ〜１０ｍといった高いところに咲い
ていた。登山道のほぼ５００ｍごとに「サミ
ット・トレイル」の里程標が、そして１ｋｍ
ごとに現在地を示すルートマップが建ってい
る。また、ほぼ５００ｍの間隔で「シュルタ
ー」と呼ばれる四阿（あずまや）のような休
憩所と水洗トイレ、水のみ場があった。
水は沢からパイプでひいてタンクに流し込ん
でおり、「Ｕｎｔｒｅaｔｅｄ Ｗａｔｅｒ」
（未処理の水）と書いてあったのでわれわれ
は飲まなかったが、ガイドやポーター、マレ
ーシアの登山客は飲んでいた。
３ｋｍを過ぎるあたりから、キナバル山塊
が見え隠れしてくる。やはりそのスケールの
大きさに圧倒される。
集団宿泊施設に近づいた頃、女性のボッカ
さん（ポーター）とすれちがったが、小屋に
食料を運んでいるようだった。ガイドに聞く
と、ヘリコプターは一切使わないそうだ。山
小屋の近くに小さなヘリポートがあったが、
これはあくまで緊急用で、やはり環境保護と
ポーターの職（仕事）を奪わないために、州
政府が配慮しているようだった。
どこかの国立公園のように、２軒の山小屋
の食料やみやげ物の運搬と、公衆トイレの汚
泥処理のためにヘリポートを設けるという考
え方と比べたら大きな違いだ。
登山ゲートと６ｋｍ離れた集団宿泊施設の
中間あたりに、サバ州が新しいレストハウス
を建設中だったが、砂やセメント、木材など
もヘリでは運ばず、すべて人力で運搬してい
た。
そうこうしているうち、登山道は徐々に土
から岩石の道に変わってくるが、ところどこ
ろはしごや階段状になっているし、道の脇（特
に谷側）には木の柵が整備されているので、
危険な感じはなかった。
３０００ｍあたりになると、熱帯とはいえ
やはり森林限界なのか、空が開けてきて木の
高さが低くなり、熱帯雨林を抜けつつあるな
と、実感している
と、突然、視界が
開け、前方にキナ
バル山塊のうち、
美しい双耳峰の
「ドンキー・イ
ヤーズ・ピーク」 ドンキー・イヤーズ・ピーク
（４０５４ｍ）が現れた。

キナバル山塊には１７のピークがあるが、
うち３９００ｍ超は３峰、４０００ｍ超は９
峰あり、われわれも含め一般に「キナバル山
に登る」と言えば、最高峰の「ロウズ・ピー
ク」（４０９５ｍ）に登ることを指す。
登山ゲートから約６ｋｍ、標高差約１４５
０ｍを７時間近くかかって、標高３３００ｍ
地点に点在する集団宿泊施設に到着。ここに
は、われわれが泊ったグンテイン・ラガダン
小屋を含めて４軒の山小屋があり、宿泊の手
続きから部屋割り、管理までの一切をラパ
ン・ラタ・レストハウスで行い、食事ができ
るのもここだけ。食事時間になると、われわ
れなど他の３軒の小屋の宿泊者も、ここにや
ってくる。したがって、残飯などはここから
しか出ない。
（次号へ続く）

特別催行のご案内
①群馬側：尾瀬高校見学会
日
時・９月２４日（金）１４時
集合場所・尾瀬高校校門前
申込み期限・９月１０日まで
申込み先・坂本敏子
②福島側：只見川源流域研修会
日
時・９月 18 日（土）〜20 日（月・祝）
集合場所・ＪＲ只見線只見駅 17；00
参加費・2 万 5000 円（現地まで交通費は各自）
申込み期限・８月３１日まで
申込み先・磯部義孝
尾瀬自然保護ネットワークとは、既に解散した尾瀬の
自然を守る会の自然保護指導員の有志が１９７７年３
月に設立した「尾瀬の自然保護活動を実践」している
民間のボランティア団体です。２００３年９月４日に
ＮＰＯとなり改称されました。

ＮＰＯ 尾瀬自然保護ネットワーク
〒100-001
東京都千代田区永田町 2-17-5-203㈱SEC 内
電話 03-3851-0321/ＦＡＸ03-3581-2178

http://homepage.mac.com/ozenet/
理事長
高橋 喬
事務局長
椎名 宏子
編集担当
若松 真・島上 健
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