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尾瀬のダム計画と只見川の電源開発尾瀬のダム計画と只見川の電源開発尾瀬のダム計画と只見川の電源開発尾瀬のダム計画と只見川の電源開発    

～～～～豊富な尾瀬の水をめぐる争い豊富な尾瀬の水をめぐる争い豊富な尾瀬の水をめぐる争い豊富な尾瀬の水をめぐる争い～～～～    
理事長理事長理事長理事長    永島永島永島永島    勲勲勲勲    

９月の特別研修会で只見川の源流部（田子倉ダ

ム～大鳥ダム～奥只見ダム）を歩く機会を得たの

で、尾瀬ヶ原ダム計画と尾瀬を水源とする只見川

の電源開発の現状を取り上げてみたい。 

尾瀬は日本の分水嶺尾瀬は日本の分水嶺尾瀬は日本の分水嶺尾瀬は日本の分水嶺    
至仏山～鳩待峠～富士見峠～三平峠～檜高山を

結ぶ稜線は日本の分水嶺である。稜線の北側に降

った雨は尾瀬ヶ原や尾瀬沼を潤

し只見川となる。只見川は喜多

方市で阿賀川に合流した後、新

潟県に入り阿賀野川となって日

本海に注ぐ。稜線の南側に降っ

た雨は笠科川や片品川となり利

根川に合流して太平洋に流れて

いる。 

ダム計画と自然保護運動ダム計画と自然保護運動ダム計画と自然保護運動ダム計画と自然保護運動    
大正以降、尾瀬ヶ原はダム計

画により幾たびも水没の危機に

さらされた。尾瀬ヶ原ダム計画

は当初水力発電単独であったが、

後に利根川水系へ分水して首都

圏の水需要も賄う尾瀬分水計画 

となったため、流域都県の水利権争いが激化した。 

ダム本体は温泉小屋付近に巨大なロックフィル

ダムとして計画されていた。 

このダム計画を機に、昭和２４年に市民レベル

の組織的な自然保護運動として「尾瀬保存期成同

盟」が誕生した。戦後の復興で電力需要の高まる

中、尾瀬の学術的価値を知る学者・岳人・文化人

の熱意あふれる反対運動は、新聞紙上で“電力か

コケか”の論争を巻き起こし、ダム建設計画を断

念させた。このため、尾瀬は「日本の自然保護運

動発祥の地」として全国に知れ渡った。 

尾瀬保存期成同盟はその後も広く自然保護運動

を続け、昭和２６年に日本自然保護協会へと発

展・解消し、現在に至っている。 

平成８年３月３１日、東京電力は尾瀬ヶ原の水

利権更新を断念し放棄した。この時点をもって尾

瀬ヶ原ダム計画は完全に終焉を迎えた。 

ダム銀座の只見川ダム銀座の只見川ダム銀座の只見川ダム銀座の只見川    
只見川は落差が大きく、豪雪地帯であるため水

量が豊富で、戦後は水力発電専用のダムが多数建

設されたが、治水ダムや多目的ダムはない。上流

から奥只見ダム（750ｍ）、大鳥ダム（557ｍ）、

田子倉ダム（510ｍ）、只見ダム、滝ダム、本名ダ

ム、上田ダム、宮下ダム、柳津

ダム、最下流に片門ダム（189

ｍ）がある。僅か１０８Ｋｍの

間に１０ヵ所のダムがあり、更

に支流には大津岐ダム（965ｍ）

が昭和４３年に完成している。

只見川は正にダム銀座の様相

を呈している。 

注）カッコ内は湖水の満水時標高 

只見川で最大規模の奥只見

ダムは重力式コンクリートダ

ムとして昭和２８年に着工、同

３５年に竣工。これは尾瀬が特        

別保護地区や特別天然記念物 

の指定を受けた時期と重なる。 

只見川水系の水力発電の最大出力合計は１６８

万ｋｗと巨大で、尾瀬の豊富な水は水力発電に大

きく寄与しているが、これらの電源開発の陰には

大規模な自然破壊と先祖代々受け継いできた居住

地を追われた地域住民の犠牲があったことを忘れ

てはならない。 

尾瀬沼の分水尾瀬沼の分水尾瀬沼の分水尾瀬沼の分水    
尾瀬沼の水を沼尻で堰き止め、南端の三平下の

取水口から８５０ｍの隧道（幅 1.3ｍ、高さ 1.5

ｍ）により片品川に分水する計画は、当時岳界や

魚業者の反対があったが、電力不足対策として昭

和１９年に着工し、終戦で工事は一時中断したが、

昭和２５年に通水が始まった。最大３ｍの水位変

動により湖岸の樹木が立ち枯れたと言われている。 

尾瀬沼の片品川導水に関する水利権は東京電力

によって今日でも更新・保持されている。 
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活活活活            動動動動            報報報報            告告告告 
 

群馬側群馬側群馬側群馬側    第第第第 2222 回入山指導等活動報告回入山指導等活動報告回入山指導等活動報告回入山指導等活動報告    
担当理事担当理事担当理事担当理事    清水博之清水博之清水博之清水博之    

１．日時：2010 年 8 月 7日（土）くもり 
     8:00～10:00 鳩待峠 
     10:00～15:00 鳩待峠～山の鼻～牛首 
２．状況：今年は、日光キスゲの開花も早く終え
しかもシカの食害影響もあってか午前 8 時には人
影もまばらで心配していたが、9 時頃になると急
に多数の入山者で賑やかになった。リーフレット
も 6 月の第 1 回と同様 400 部ほど配布できた。 

 

特徴として、 
★尾瀬ヶ原を避けて至仏山やアヤメ平へ向かう人
も多くいた。 
★この日は、団体ツアーは殆んど見られなかった。 
★鳩待峠から山の鼻間では、ゴミはあまり見かけ
なかった。また、尾瀬ヶ原の木道や休憩場所でも
6 月に比べ極めて少なかった。 
★今回から牛首手前約 300ｍの休憩場所を定点と
して周囲の様子など撮影することとしたい。（活
動以外の時でもよろしくお願いします） 
★戸倉の第二駐車場は、8 月から閉鎖となった。 
★咲いていた主な花…ミカズキグサ・コバギボウ
シ・マルバタケブキ・ミズギク・ヒツジグサ・ソ
バナ・クガイソウ・コオニユリ・オゼブマアザミ 
★ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰの職員の話では、今年は木道から見
える池塘でコウホネは少ないとのこと。 
３．参加者：大山昌克、小鮒 守、坂本敏子、椎名
宏子、清水博之 
 

福島側福島側福島側福島側    第第第第 4444 回回回回入山指導等入山指導等入山指導等入山指導等活動活動活動活動報告報告報告報告    
担当理事担当理事担当理事担当理事    円谷光行円谷光行円谷光行円谷光行    

今年度の諸活動も皆様の御協力により、天候に
も恵まれ無事終了することが出来ましたことを感
謝申し上げます。福島側の下半期活動報告３件は、
紙面の都合により活動概況のみといたします。 
１．自然観察会 日時等：2010 年 8 月 28 日(土)
曇のち雨・13:30～16:00 沼山峠休憩所から（沼
田街道）七入りまで 
２．入山指導 日時等：2010 年 8 月 29 日(日)晴

れ・6:30～10:30 添乗解説・入山指導・資金カン
パ活動(1,400 円) 
３．参加者：磯部義孝、高橋 喬、坂本敏子、小林
ミヨ、亀山良吉、藤田隆美、小鮒 守、円谷光行 
 

群馬側群馬側群馬側群馬側    笠ケ岳笠ケ岳笠ケ岳笠ケ岳自然観察会自然観察会自然観察会自然観察会実施報告実施報告実施報告実施報告    
担当理事担当理事担当理事担当理事    清水博之清水博之清水博之清水博之    

１．日時：2010 年 9 月 11 日（土）6:45～16:00 
２．目的：笠ケ岳は尾瀬の特別保護地区以外にあ
るが、地形的にも至仏山と変わりなく高山植物も
多く、近年登山者が増加の傾向にあり、植生の環
境変化が危惧されている。その現況を調査し、今
後の保護活動の参考としたい。 
３．状況：快晴に恵まれた午前 6時 45 分鳩待峠を
出発し、オヤマ沢田代（至仏山分岐）を経て笠ケ
岳山頂を目指した。オヤマ沢田代までは、随所に
木道が整備されているが、そこを過ぎると笠ケ岳
まではなく悪沢岳、小笠と上り・下りを繰り返し
ながら「笠ケ岳山頂・湯の小屋分岐点」に 10 時半
に着く。山頂には、岩場を直登して 11 時に到着し
た。全般的に山道は、荒廃した様子も無く比較的
歩き易かった。山頂は、360 度の視界で平ケ岳、
武尊、谷川連峰、眼下に奈良俣ダムのすばらしい
眺望に疲れを癒した。 

 

 途中、2 箇所で枠取り法による植物の種類や数
等を調べ、数十種類の植物を確認したが外来植物
らしきものはなかった。（詳細は別途）また、小
笠附近では山道をはさんで山側と谷川の植生が異
なっており、高山植物の緩衝地帯となっているも
のと考えられる。往路で多くのｸﾞﾙｰﾌﾟと行き交わ
したので、ﾄｯﾌﾟｼｰｽﾞﾝの頃には多くの入山者が想像
される。今後、観察を継続することが必要と思わ
れる。 
４．行程：鳩待峠(6:45)→ オヤマ沢田代(8:30)
→ 笠ケ岳/湯の小屋分岐(10:30)→ 笠ケ岳山頂
(11:00)≪昼食≫→ 分岐点(12:15)→ オヤマ沢田
代(14:15)→ 鳩待峠(15:30) 
５．咲いていた主な花：エゾリンドウ・ウメバチ
ソウ・オゼトリカブト・ゴゼンタチバナ・キリン
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ソウ・イワショウブ・オヤマボクチ・キンロバ
イ・・・etc、 都会の残暑の厳しい時期にもかか
わらず、山は秋の草花と変わりつつあり草紅葉を
迎えていた。7～8 月の笠ケ岳は、キンコウカ・チ
ングルマ・イワショウブ・ユキワリソウ・コバイ
ケ等の群生が見られる高山植物の宝庫と思われる。 
６．参加者：伊藤アケミ、亀山良吉、小鮒 守、坂
本敏子、清水博之、永島 勲、松沢 登 
 

福島側福島側福島側福島側    研修会研修会研修会研修会報告報告報告報告「奥只見を辿る」「奥只見を辿る」「奥只見を辿る」「奥只見を辿る」    
担当理事担当理事担当理事担当理事    円谷光行円谷光行円谷光行円谷光行    

１．日時等：2010 年 9月 18 日～19 日 晴れ・尾瀬
に源を発し、大自然の中を幾つものダムを経て日
本海へ流れる只見川を田子倉湖から船と徒歩で辿
った。 
２．コース：田子倉湖ダム（ボート）→ 滝沢口 → 
大鳥ダム（徒歩）→ 電源開発専用道路（徒歩）→ 
奥只見電力館見学 → 奥只見ダム発電施設見学 
→ 奥只見湖ダム（定期船）→ 尾瀬口桟橋 → 樹
海ライン → 尾瀬御池。19 日(日)：武田久吉メモ
リアルホール・白籏史朗尾瀬写真美術館等見学 
３．参加者：永島 勲、磯部義孝、深山美子、伊藤
アケミ、安部晃樹、小林ミヨ、松澤 登、亀山良吉、
西山伸一、小鮒 守、熊田順子、円谷光行 
 
福島側福島側福島側福島側    第第第第 5555 回入山指導等活動報告回入山指導等活動報告回入山指導等活動報告回入山指導等活動報告    

担当理事担当理事担当理事担当理事    円谷光行円谷光行円谷光行円谷光行    
１．日時等：◆2010 年 10 月 9 日(土) 晴れ 6:30
～11:00、添乗解説・入山指導・資金カンパ活動、
尾瀬自然ガイド実施 1 組(2 人)：午後は尾瀬御池

から樹海ライ ン及び尾瀬口桟橋周 辺散策    
◆10 月 10 日(日) 雨のち曇り 7:30～10:30、添
乗解説・入山指導・尾瀬自然ガイド実施 1 組(6
人)・資金カンパ(2日間合計額 9,950 円) 
２．参加者：高橋 喬、初谷 博、坂本敏子、安部
晃樹、藤田隆美、牛木一郎、小鮒 守、円谷光行 
 

群馬側群馬側群馬側群馬側    第第第第 3333 回入山指導等活動報告回入山指導等活動報告回入山指導等活動報告回入山指導等活動報告    
担当理事担当理事担当理事担当理事    清水博之清水博之清水博之清水博之    

１．日時：2010 年 10 月 16 日（土）曇りのち晴れ 
     7:45～10:15 鳩待峠 
     10:30～14:30 鳩待峠～山の鼻の間・大 
            清水 
２．状況：紅葉の最盛期で好天が重なり大勢の家
族連れやグループの入山者があり、400 部ほどの
リーフレットを配布した。 
 午後は、鳩待峠～山の鼻間（ヨセ沢近辺）に試
験的に設置されたと思われる木道（2スパン・8ｍ
程）を検証した。木道は、プラスチック製の黄色
で表面に凹凸があり滑りにくい構造になっている
が、周囲の景色に対して違和感があった。 
 大清水からの奥鬼怒スーパー林道沿いに設置さ
れているシカ防除柵に、積雪対応の柵が新たに設
置されているとのことで調査した。大清水から徒
歩で 10 分の一之瀬橋から約 1ｋｍで、その先は既
設の柵に接続しているが工事中で、10月末完了す
るようであった。既設の柵は、昨年調査した時と
同様に破損箇所が目についた。 
３．参加者：伊藤アケミ、大山昌克、小鮒 守、坂
本敏子、椎名宏子、清水博之、永島 勲、深山美子 

 
 

知床に万里の長城のスケルトン知床に万里の長城のスケルトン知床に万里の長城のスケルトン知床に万里の長城のスケルトン    

～行きすぎた保護は破壊につながる～～行きすぎた保護は破壊につながる～～行きすぎた保護は破壊につながる～～行きすぎた保護は破壊につながる～    
理事理事理事理事    髙橋髙橋髙橋髙橋    喬喬喬喬    

 大雪山系の黒岳に初冠雪があった秋分の日、朝
一番のロープウエイで五合目まで上がり、気温
６℃の凍てつくような山道を登っていた。周囲の
ハイカーや観光客は、新雪に触れてはしゃいでい
たが、どうにもその気になれず、早々に下山して
帰路を急いだ。前日に知床で起こっている衝撃的
ともいえる問題を目のあたりにしたため、大雪の
山脈に広がる銀世界に感動する気分にはなれなか
ったからだ。 
 
 知床で、まるで万里の長城のスケルトンのよう
な高架木道が建設されているという話は聞いてい
た。しかし、現実に目にするまでは、ここまでや
るとは想像もできなかった。 
 年間５０万人の観光客が訪れる知床の代表的景
勝地「知床五湖」。入口の駐車場から一湖に向か
う橋を渡り切ると、様相は一変する。草原の中を
高さ２～５ｍ、幅３ｍほどの高架木道が、一湖の

すぐ手前まで蛇行して連なっている。そのうえ、
ところどころに展望台までしつらえてある。その
長さ約８００ｍ。 

 
一湖に向かって延々と連なる高架木道 

 ２００５年度から建設を始め、２００９年度ま
でに約６００ｍを整備。１０年度には約２００ｍ
を建設した。１１年度にはさらに二湖の途中まで
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延伸し、そこからガイド付きで駐車場までの森林
の中の遊歩道を歩いてもらうという計画のようだ。 
 
 実際に歩いてみると、確かに楽だ。乳母車に幼
児を乗せて歩いている若い夫婦。つえをついて歩
くお年寄り。みんなが軽装で、なかにはミニスカ
ートにサンダルの女性も。世界自然遺産って楽な
んだ。 

 
木道から写真を撮る観光客。軽装の人が多い 

 みんなが周りの山々や草原を見渡していて、足
元には目をやらないが、欄干のすぐ下を見たら、
ぎょっとするに違いない。橋の両側に横に２本の
裸電線が張られている。適当な間隔で「電気柵き
けん」という警告の看板を付けている。正直のと
ころ、ここまでやる必要があるのかと腹が立った。 

 
「電気柵 きけん」の警告はクマ向け？ 

この木道からの視界内で目撃したのはエゾシカ２
頭のみで、ヒグマはおろかキタキツネも見当たら
なかった。知床保護財団の職員に聞くと「クマは
めっきり見かけなくなったが、シカはどっさりい
る」とか。クマが姿を消して、シカが怖いものが
いなくなったためかもしれない。ついでながら、
知床のシカは人なつこくて、駐車場の建物の横に
寝そべって盛んに咀嚼していたり、道端で草をは
んでいる小鹿に２～３ｍまで近づいても逃げない。
これでは奈良とちっとも変らない。 貴重な高山
植物を食い荒らすどこかのシカと違うところだが、
知床にはえさ場になる草原が多いのも増えた原因
だろう。湿原に入ってまで採食しなければならな
い彼らの行動を逆手に取る湿原保護のヒントが、
隠されてはいないだろうか。 
 かつての山村では、畑地の横に果実や木の実の
なる樹木を植え、野生動物のえさ場にして貴重な

農作物を守ったという。動物たちも心得ていて、
作物には手をださなかったとか。見事な棲み分け
ではないか。こうした思いやりのある先人の知恵
も参考にできないだろうか。 

 
ササの葉を採食するエゾシカ 

 本題に戻ろう。五湖を巡る遊歩道は約３ｋｍあ
るが、三湖から先はヒグマを警戒して閉鎖されて
いる。したがって、いずれは全体を高架木道で結
ぶことになるだろう。総額でいったい幾らになる
のか、半端な額ではない。 
 なぜそこまでする必要があるのか。環境省は来
年度から地上の遊歩道をたどる入山者から入山料
を徴収し、原則としてガイドを付ける方針だ。一
方、一般の観光客には、高架木道を利用して安全
に羅臼岳などの知床連山やオホーツク海を展望し
ながら、自然と触れ合ってもらいたいとの意向だ。 
 しかし、広大な自然を長大な高架木道で真ん中
から分断し、景観を台無しにするのが自然保護な
のだろうか。もともと野生動物たちの“所有地”
だった自然に土足で踏み込むような人間の思い上
がりは、もううんざりである。国立公園の地元優
遇策は、先住者である野生動物にも恩恵のあるも
であるよう智慧を絞ってほしいものだ。 
 蛇足だが、地元の斜里、羅臼の両町でのヒグマ
による死亡事故は、１９８５年以来発生していな
い。それどころか、この１０月には斜里町で街の
なかを歩いていた親子のヒグマ２頭が射殺された。
怖いのはクマではなくヒトである。 
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