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激動の２０１１年を振り返って

～原発事故は尾瀬にも大きな衝撃～
理事長 永島 勲

未曽有の大災害をもたらした東日本大震災から

間もなく１年になるが、改めて被災地の一刻も早

い本格復興をお祈りいたします。

東京電力福島第一原子力発電所の重大事故は、

尾瀬国立公園にも大きな衝撃を与えた。風評被害

による入山者の激減、尾瀬サミットの中止、東京

電力の尾瀬所有地の売却問題、同所有地の保全管

理や自然保護施策の後退懸念など、その影響は極

めて大きかった。

大津波や原発事故の被災地と比べると尾瀬への

直接的な被害は少なかったが、風評被害の影響は

尾瀬周辺の地域社会経済にも今後長期間にわたり

影を落とすのではないかと大変心配である。

尾瀬の入山者数が激減
尾瀬の入山者数の減少は、現地での入山指導の

とき肌で感じていたが、これほど激減するとは想

像できなかった。特に福島県側では観光会社によ

るツアー客の入山は皆無に近い状況であった。原

発から遠く離れた沼山峠口の４０％近い減少率は、

風評被害の恐ろしさを如実に物語っている。

２０１１年 尾瀬国立公園入山者数 （環境省発表、単位:人）

年 度 沼山峠口 大清水口 鳩待峠口 年間合計

2010 年 74,000 19,000 194,900 347,000

2011 年 45,500 17,300 169,200 281,300

増減 ▲28,500 ▲1,700 ▲25,700 ▲65,700

増減率 ▲39％ ▲9％ ▲13％ ▲19％

尾瀬林業の山小屋は平日の宿泊料金を３０％以

上も大幅に割引いた。それだけ地元では大きな衝

撃が走り危機意識が高まった証拠である。

さらに、これに追討ちを掛けるように尾瀬は７

月末の新潟福島豪雨や台風に見舞われた。登山道

の崩落、川の護岸決壊、橋の損壊、木道の流失な

ど、尾瀬の被害状況が報道されると、尾瀬はハイ

カーにますます敬遠されてしまった。

しかし、入山者の減少は、尾瀬の自然にとって

人為的影響が減少する点等を考えると大変好まし

いことである。

一方、これまで尾瀬の自然とともに歩んできた

尾瀬周辺の地域住民の生活を考えると、地域社会

経済の一日も早い回復を願わずにはいられない。

東京電力の尾瀬所有地売却問題
尾瀬国立公園は、総面積３万７２００ｈａの約

４３％を民間の一企業である東京電力が所有する

極めて特殊な所有形態となっている。

東京電力は原発事故の賠償金や廃炉等の莫大な

費用捻出のために、徹底した経営合理化や所有資

産の売却などで、従来のように尾瀬の自然保護に

経営資源を投入することが困難となった。

当会は昨年８月下旬、東京電力本店並びに環境

省に東京電力の尾瀬所有地の国有化の要望書を提

出した。その骨子は、東京電力が尾瀬所有地を売

却する場合、①尾瀬の自然保護（生態系保全）を

最重視する。②環境省による一括買い上げ（国有

化）を基本とする。③観光開発や営利目的の民間

企業や外国資本等への売却は絶対に行わない。

今後、同社尾瀬所有地の保全管理や自然保護施

策が確実に実施されるのか、注視していきたい。

自動車利用の新しい動き
昨年１０月に群馬県による「尾瀬らしい自動車

利用の社会実験」が始まった。まず、大清水～一

ノ瀬間（約３ｋｍ）の電動マイクロバスによる試

験運転は、１週間で７２０名の利用があった。

今後３ヶ年の社会実験が計画されているが、排

気ガスを出さない電気自動車による入山は、尾瀬

にふさわしい交通アクセスと言える。

同時に同区間の片品川沿いの旧沼田街道が復活

した。私も１０月中旬に全区間を歩いたが、紅葉

の最盛期とも重なりブナやミズナラなどの巨木の

森には素晴らしい自然が残っていた。なお、この

旧道の一般利用は、安全面の整備のため数年先に

なる見込みだ。

もう一つは、鳩待峠の第２駐車場をバス停とし、

峠の第１駐車場から車を排除して静かで落ち着い

た雰囲気の入山口にする社会実験である。これは

尾瀬を守る会が「尾瀬の保護と適正利用のための

提言２００２」で提言した中の一つである。

この施策と連動して、鳩待峠のマイカー規制を

「通年規制」に強化することを強く要望したい。
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平成２４年度活動計画（案）
１．福島 第１回活動：5 月 3 日(木)～4日(金)

＊大江湿原残雪、シカの横断状況及び元長蔵小
屋裏の岸部周辺の投棄物調査

２．福島 第２回活動：5 月 26 日(土)～27 日(日)

＊ﾊﾞｽ添乗解説・入山指導・活動費用援助願活動
＊第１回尾瀬自然ガイド実践及び会津駒止湿原

に生息する珍しい双方仏炎苞ミズバショウの

自然観察会
３．福島 第３回活動：6 月 9 日(土)～10 日(日)

＊ﾊﾞｽ添乗解説・入山指導・活動費用援助願活動

＊第２回尾瀬自然ガイド実践及び新緑のブナ林
自然観察会

４．群馬 第１回活動：6 月 16 日(土)

＊入山指導、清掃活動及び鳩待峠～オヤマ沢田
代間の至仏山南面登山道の調査と蝶の調査

５．群馬 第２回活動：7 月 15 日(日)～16 日(月)

＊入山指導、清掃活動及び横田代～アヤメ平～
富士見小屋～皿伏山～尾瀬沼～大清水の湿原
観察と樹林帯の旧沼田街道の自然観察会

６．福島 第４回活動：7 月 21 日(土)～22 日(日)
＊ﾊﾞｽ添乗解説・入山指導・活動費用援助願活動

＊ツバメオモト生育調査・第３回尾瀬自然ガイ

ド実践及び帝釈山自然観察会
＊白砂湿原のオランダガラシ調査
＊尾瀬自然保護指導員養成講座の併催

７．福島 第５回活動：9 月 1 日(土)～2 日(日)
＊１日夜、「桧枝岐農村歌舞伎の夕べ」を鑑賞
＊２日、バス添乗解説・啓発活動

８．特別研修：9 月 29 日(土)～30 日(日)
＊29 日、只見のﾏｯﾀｰﾎﾙﾝ「蒲生岳（828ｍ）」

を登攀

＊30 日、奥只見のブナ林を探る→ 林野庁指定
「郷土の森」で国内最大級規模 900ha のブナ
林を観察学習

９．群馬 第３回活動：10 月 6 日(土)
＊入山指導、清掃活動及びシカ防除ネットの

調査と蝶の調査

10．福島 第６回活動：10 月 13 日～14 日(日)
＊ﾊﾞｽ添乗解説・入山指導・活動費用援助願活動
＊第４回尾瀬自然ガイド実践

＊熊沢田代湿原自然観察会とツバメオモト生育
調査

＊白砂湿原のオランダガラシ除去作業

尾瀬のダム計画と原子力発電
副理事長 磯部義孝

かつて東京電力、旧関東水電は広大な尾瀬の水
利権を取得し、尾瀬にダム建設を計画した。しか

し群馬・新潟・福島 3 県との水利権をめぐる利害
関係により、幾度も計画が中止された。さらに大
正 8 年に再度のダム計画が持ち上がると、大正 11

年に平野長蔵氏が長蔵小屋に家族と共に永住し、
尾瀬の自然を守るためダム計画に反対する。

同時に、自然保護運動等の世論の高まりにより

計画を断念した。
しかし水利権の放棄はせず、更新を続けていた。
また、戦争で中断していた尾瀬沼の取水工事が、

昭和 22 年に再び着工され、沼尻に堰堤が築かれる。
元々日本海側への流れを太平洋へと変える大きな
自然破壊の第一歩の始まりであった。

昭和 24 年、NHK ラジオ歌謡で、「夏の思い出」
が放送され、尾瀬の入山者が多くなると同時に、
尾瀬保存期成同盟等の自然保護運動と世論の高ま

りによって、東京電力は平成 8年 3 月 31 日をもっ
て『水利権の更新』を断念し、放棄した。これに
より、77 年間に及ぶ尾瀬のダム計画は完全に頓挫

した。
一方、尾瀬の外では、昭和 33 年に福島県双葉郡

周辺の自治体より、産業誘致の相談を受けた当時

国会議員だった木村守江（後の福島県知事）は、
さっそく当時の東京電力副社長木田川一隆氏に相
談。『原子力発電所』の誘致に向け福島県は『日

本原子力産業会議』に加盟し、昭和 35 年に原子力
発電事業の可能性について調査を開始、海岸地帯
の大熊町と双葉町との隣接地と浪江町を選定した。

賛否については、昭和 36 年の双葉町 9 月、大熊
町 10 月の両町議会は、共に全員賛成により原発依

存の町政がスタートする。
昭和 39 年には用地の買収に向けた交渉が始ま

り、昭和 41 年には海岸の埋め立て等の造成工事に

着手、42 年には原発１号機の工事が始まり、４年
の工期をへて昭和 46 年に『東京電力福島第一原子
力発電所』として営業運転を開始した。

さらに、2 号機、3 号機と増設を続け、今では６
号機と（事故がなければ 7 号機 8 号機増設予定）
国内有数の原発立地県となる。地元町村はもとよ

り大きな雇用が生まれ、建設労働者を始めとする
原発景気で賑わっていたのは夢のようである。

地元自治体を始め福島県と県内の大きな地方自

治体は、原発交付金により安定した税収に温存し
すぎたのではなかろうか。

東京電力が尾瀬の水利権を放棄したのは、原子

力発電が国の支援によって軌道に乗り、ちっぽけ
な尾瀬にいまさらダム、水力発電にこだわる必要
がなくなったからである。

しかし、水利権の放棄と J ビィレッジ（国内最
大規模のサッカー場）と、原発事故とは交換して
欲しくはなかった。

茨城県東海村に日本初の原子力の火が灯り、日
本の高度成長と共に大きな期待が寄せられた原子
力発電も、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災には、

打つべく手がなく無惨な結末となる。
東京電力と国に責任があるのはもとより、誘致

を進めた福島県にはもっと大きな責任があろう。

何はともあれ、一日も早い原発の収束を願う福
島県民の一人である。
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地球温暖化の影響が目の前に
～アラスカで国立公園の在り方痛感～

理事 高橋 喬
氷河の消滅は時間の問題

幅 50m、高さが最大で 20m ほどの氷河の突端が、
突然ガラガラと音を立て、ザブーンと海中に崩れ

落ちる。一連の崩壊が数秒ほどで終わると、海面
は再び元の静けさを取り戻し、崩壊した氷塊は流
氷となって流れ去る…。2009 年 8 月 28 日、アラ

スカ湾グレーシャーベイにおける一駒である。小
型観光船がわずか 5 分ほど停泊している間に、こ
うした崩落は数回発生し、そのつど聞こえる音が、

私には地球の悲鳴に思えた。

崩壊を続けるグレーシャーベイの氷河

「この氷河が消滅してしまうのは時間の問題」

と言って、クルーの１人が海中から拾い上げた流
氷を砕いた氷を、カップに入れて差し出す。水を
注いで飲んでみると塩分などなく真水の味がした。

テーブルの向かい側では、初谷氏がザックからウ
ィスキーのボトルを取り出して、カップに注いで
いる。一口飲んで「うまい！」。それにしても、

よく飲み、よく食べる人だ。
ヒトがもたらした地球温暖化の脅威を目にでき

る点で、ここほど説得力のある光景はないだろう。

スイスの山々の氷河の後退も著しい。しかし、か
つては民家の軒先まで達していたというフルカ峠
の氷河が、現在は民家から 200m も離れているとは

いえ、光景としてはさほど衝撃的ではなかった。
とはいえ、これらの事例と比較すると、尾瀬で

の温暖化調査といった温帯気候の土地での調査が、

どのような意味をもつのか。残雪に棒を突っ込ん
でも、蝶を追いかけても、急激な変化など表れる
わけがないと思う。地球温暖化を実感したいのな

ら、アラスカ湾へ…と勧めたい（妄言多謝）。

シャトルバスで深夜に入山
先のアラスカ訪問で、もう１つ特筆しておきた

いのは、デナリ国立公園で見た米国の一般的な国
立公園管理体制である。

アンカレッジからアラスカ鉄道でデナリへ向か
った。途中からほぼ半日、マッキンリーの勇姿が
車窓から見え隠れする。植村直己氏は、どのあた

りに眠っているのだろう…と心の中で手を合わせ
る。毎年 10 人前後の登山者が犠牲になるとは信じ
られないほど、その山容は端麗でおだやかである。

デナリ国立公園への入山は 8 月 30 日。ふもとの

宿泊エリアから深夜、50 人乗りほどのボンネット
バスで出発する。車内のライトは消される。運転
手はガイド兼任で、国立公園内に入ってから分か

ったことだが、どのあたりにヘラジカが出る、ど
の丘の上にマウンテン・ゴート（シロイワヤギ）
が群れている…などと詳しい。

夜道をしばらく走ってから、バスが急に停車す
る。周囲は暗い。左手を見ると小屋から光がもれ
ている。間もなくＴＶなどで見かけるレーンジャ

ー姿の男性がバスに乗り込んでくる。最初は無言
で乗客数をカウントしている。申告どおりと分か
ると、国立公園内で順守してほしいことなどにつ

いて説明した後、「グッドラック」と言ってバス
を降りる。腕時計を見ると午前 2 時すぎ。こんな
時間まで起きていて入山者を確認する日本の国立

公園は…。ない。あるはずがない。レーンジャー
も、本来のレーンジャーではない。事務処理に追
われるレーンジャーもどきだ。

野生動物が生息している運転手のテリトリーで
突然バスが停まる。ヘラジカが大きな角を重そう
にして採食中だが、薄暗くてあまり良く見えない。

牛ほどの大きさのヘラジカ(提供：初谷 博氏)

夜明け。数少ない休憩ポイントに停車。この建
物の屋根にはソーラー発電のパネルが載せられ、

必要な電力は自給できるという。電柱や電線がな
いから、スッキリしている。右側にトイレがある

ﾃﾞﾅﾘ国立公園の休憩所。ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙが載せてある

が、洗面台はない。だから水も出ない。汚水を流
さないためだ。その代わりに最近、日本でも銀行
やデパートなどに置くようになったアルコール消

毒液が、柱にゆわえてある。下の突起部を指で押
すと、液が出てくる。
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広さは四国全体と同じ
デナリ国立公園の広さは、日本の四国全体とほ

ぼ同じ面積である。レーンジャー約 100 人で保護
に当たっている。この広大な公園には、150km し

か道路がない。しかも舗装ではなく、砂利を敷き
つめて固めたものである。一般の観光客が入れる
のは、この道路で行ける範囲内のいわゆる「フロ

ントカントリー」の部分のみである。もちろんマ
イカーなど入れないから、ボンネット型のシャト
ルバスを利用するしかない。

このバスには屋根にもドアも付いている。もし
バスが横転して、左のドアから出られない場合、
横になった天井のドアから脱出する―という緊急

事態を想定しての設計である。

バスの折り返し地点に、日本でいうビジターセ
ンターのような施設がある。デナリ国立公園に関
する展示物をはじめ、参考文献などが備えられて

いる。スーベニア（記念グッズ、みやげ）も置い
てあるが、品数はさほどない。

ついでながら、米国のすべての国立公園の土地

は、国立公園局の土地で、日本の国立公園のよう
に雑多な所有形態の寄せ集めは全くない。

（この記事は編集部のたっての要望でまとめた

ものです。時間がないことと、資料が見付からな
いため記憶を頼りにまとめた部分が多く、誤りが
あるかもしれません。あらかじめご了承ください）

尾瀬の植物（９）
～池塘に浮遊する植物～

オゼコウホネ（スイレン科 コウホネ属）
尾瀬、月山、北海道の池沼だけに生育する多年

性の水草で、尾瀬で最初に確認された貴重な植物

です。比較的深い池塘に生育し、根茎は太く泥中
を這い良く発達します。

葉は根茎の先端から出て水上葉と水中葉をつく

り、水上葉は葉柄の先端につき長楕円形、革質の
光沢のある濃い緑色で水面に浮かびます。水中葉
は淡い緑色で縁にシワがあり波状である。７月～

８月にかけて長い花茎を出し、水面から抜き出て
黄色い花を１個つけ数日咲きます。

花弁状の萼片５枚と多数の花弁と雄しべがあり、

雌しべ１個、柱頭は深紅色で放射状にすじがある。
果実は水中で熟した後、裂開し水に乗って散布さ
れ翌年発芽します。和名は河骨で根茎が白骨のよ

うに見えることによります。
※オゼコウホネは日本固有種で貴重な植物です。

絶滅しないよう守って行かなければなりません。

ヒツジグサ（スイレン科 スイレン属）
北半球の温帯地域に分布し、日本では北海道か

ら九州に至る池沼に生育する多年草の水草です。
貧栄養のきれいな水の中でしか生育できません。

地下茎は泥の中で多くの根を出し、根生葉を水

面に浮かべます。びっしりおおった葉の間に花茎
を伸ばし、７～８月にかけて約６cm の白色の花を
つけます。萼片４枚（緑色）、花弁と雄しべは多

数で葯は黄色、雌しべ１本、開花後は水中に没し
果実が形成されます。

９月頃熟した果実は一斉に種子を放出して、

１～２日間浮遊した後水底に沈み、翌年の春に
発芽し２年目に開花します。
※ヒツジグサは未の刻（午後２時）に咲くことか

ら名づけられましたが、実際は午前１０時頃に
咲きはじめ正午頃に咲きそろいます。花は午後

オゼコウホネ ヒツジグサ

５時頃までに閉じ、４～５日繰り返します。
雨の日は閉じたままです。

※スイレン属は世界中に約５０種ありますが、日

本にはヒツジグサの１種だけです。
参考資料：ﾌｨｰﾙﾄﾞｵｯﾁﾝｸﾞ ７、原色牧野植物大図鑑、

原色高山植物大図鑑、牧野新日本植物図鑑（以上北隆館）

日本の野草(山と渓谷）、高山植物（東京新聞 白旗史朗）

指導員 深山美子

★★ 定期総会開催の案内 ★★
＊日時 平成 24 年 4 月 15 日（日）13:00～17:00
＊場所 大宮ソニックシティビル 809 号室
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