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尾瀬を巡る最近の動き 

～日本山岳会・自然保護全国集会に参加して～ 

理事長 永島  勲 

 公益社団法人日本山岳会（会長：尾上昇氏）の

自然保護全国集会が６月３０日～７月１日に群

馬県片品村で開催された。テーマは「尾瀬を考え

る」であった。 

 全国から 140名の会員等が集まり、当会からは

椎名と永島の 2人の理事が参加した。小泉武栄氏

（東京学芸大学教授）の基調講演「尾瀬の自然学」

で始まり、5 つの分科会では尾瀬の管理の在り方

等がエネルギッシュに議論された。最後に各分科

会のまとめが報告され、小泉教授による講評が行

われた。全国集会で議論された課題にスポットを

当て、尾瀬を巡る最近の動きを追ってみたい。 

尾瀬を巡る最近の動き 
２０１１年３月の東京電力福島第一原子力発

電所の重大な事故により、尾瀬では同社所有地の

維持管理が大きな問題となっている。 

当会は昨年８月、東京電力本店と環境省に、同

社所有地の国有化の要望書を提出し、尾瀬国立公

園の国（環境省）による一元的な管理運営を要望

した。昨年１０月、同社が自然公園法に定める「風

景地保護協定制度」（※別掲 6ページ参照）の利

用を検討という新聞報道があったが、その後、目

立った動きは見られない。 

本年４月、「山岳団体自然環境連絡会」（注参

照）は、環境省に尾瀬の土地の国有化と国の主導

的管理についての意見書を提出した。 

（１）国（環境省）が直轄管理する。 

（２）国より尾瀬保護財団に管理を委託する。 

しかし、これらの要望や意見に対する環境省の

反応は極めて鈍い。 

一方、地元の群馬県や片品村等は東京電力によ

る所有と管理を望んでいる。これは、昨年５月に

新聞等で報道された通りである。東京電力は原発

事故により公的資金が投入されて実質国有化さ

れ、尾瀬所有地の売却は遠のいたが、これまでと

同様の維持管理は困難と表明している。 

国と地方も厳しい財政事情を抱え、さらに東京

電力の深刻な経営環境の現実を見据えると、尾瀬

国立公園の自然環境の保全費用を誰が負担する

のか。この古くて新しいテーマが、にわかにクロ

ーズアップされてきた。今回の全国集会でもさま

ざまな意見が議論されたことは言うまでもない。 

受益者負担の台頭 
尾瀬国立公園の維持管理にはそれなりのコスト

（木道や公衆トイレ等のインフラの整備費など）

がかかることは周知の事実である。これによって、

自然環境の保全と安全で適正な利用が図られ

ている。これまで国（環境省）、地元の群馬県・

福島県そして民間企業の東京電力等が、それぞれ

費用負担をしてきた。 

環境省自然環境局の予算（公共事業関係）を見

ると平成１２年度の１７５億円をピークに年々

減少し、平成２４年度は８２億円（概算要求額）

である。この中で国立公園関連の予算（維持管理

費等）はわずか２２億円で、わが国の経済規模と

比べてあまりにも少ない。 

東京電力が尾瀬所有地を従前と同水準に維持

管理することが難しい中、年間３０万人を超える

入山者がいる。入山者は尾瀬の自然やインフラか

らさまざまな恩恵を受けている一方、自然環境に

それなりの負荷をかけていることも事実である。 

日本における自然保護運動の発祥地として尾瀬

の歴史を振り返り、今日の時代背景を踏まえると、

貴重な尾瀬の自然を後世に伝えるためには、新た

に『受益者負担』の考えを導入し、入山者にも応

分の費用負担を求める社会情勢になってきたと

言える。 

環境省に予算の増額を求めることは当然である

が、尾瀬の入山者一人ひとりが費用負担をするこ

とにより、自然環境の保全を他人任せにせず、積

極的に関わりをもつ時代が到来しつつあると考

える。 

自然保護全国集会に参加して、今こそ “みん

なの尾瀬をみんなで守る”強い意志が入山者一人

ひとりに問われていることを痛感した。 

 

（注）「山岳団体自然環境連絡会」とは、 

社団法人日本山岳協会、日本勤労者山岳連盟、 

公益社団法人日本山岳会、社団法人東京都山岳連

盟、特定非営利活動法人日本ヒマラヤン・アドベ

ンチャー・トラスト、特定非営利活動法人山のＥ

ＣＨＯ、これら６団体の自然保護部門で構成｡ 
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■福島県側 第 1 回入山指導報告 

理事 円谷光行 

1.入山指導（5/26・5/27） 

・日時：5/26日（土）晴 7：00～10：00                       

活動内容：添乗解説・入山指導・清掃活動 

NW活動資金協力依頼 

・日時：5/27日（日）晴 7：00～10：00 

活動内容：添乗解説・入山指導・清掃活動 

NW活動資金協力依頼 

（バス添乗解説区間）尾瀬御池～沼山峠駐車場 

2.自然観察会（5/25・5/26） 

（5/25）会津駒止湿原大谷地登山口⇒駒止湿原 

12：00～14：00 

（5/26）沼山峠駐車場⇒大江湿原 

   10：00～15：00 

3.ＮＷ活動資金協力金額：6,000円 

４．活動概要： 

◆5/25（金）：会津田島駅に集合し乗用車に分乗し

20㎞先の目的地へ到着。会津駒止湿原に生息する珍し

い双方仏炎苞のミズバショウ（写真参照）観察。 

尾瀬では見ることができないシンメトリー（苞が両

側）の仏炎苞の可憐なミズバショウに数多く出会い感

動しました。登山口から約２０分歩いた湿原入り口周

辺に多く咲いていました。 

   

    （写真：双方仏炎苞のミズバショウ） 

 

◆今回の活動内容は、5 月下旬の時期にもかかわらず

例年より残雪が多く、木道での雪解けによるスリップ、     

踏み抜けによる転倒および骨折事故が起きており、ハ

イカーへの入山指導・添乗解説時において注意喚起を

行いました。加えて、携帯電話が通じない尾瀬地域で

の救助の求め方や歩行時の注意点も、通常時よりも詳

しく案内をしました。 

活動は、通常どおり山の駅御池前に活動用テーブル

をセットして、会津バスのご協力を得ながら添乗解説、

尾瀬御池駐車場等のゴミ拾いを実施しました。 

今回は 2日間の入山指導のほか、会津駒止湿原およ

び大江湿原の自然観察会も実施し、充実した内容の活

動ができました。 

5．参加者：大山昌克、小鮒 守、坂本敏子 

円谷光行、永島 勲、疋田正博 

  

 

   

―今回ご参加された疋田指導員よりメーセージが 

届いているのでご紹介します― 

    ■入山指導活動に参加して 

指導員 疋田 正博 

昨夏入会してから初めて福島県側の入山指導及び

自然観察会に参加した感想を述べます。 

駒止湿原の観察会は仏炎苞が 2枚あるミズバショウ

と、綿棒のように短い茎の先に灰黒の蕾をつけたワタ

スゲの花が印象的でした。群生したミズバショウの中

に希少な仏炎苞を見つけ出す難しさや、風に揺れる白

い綿穂のワタスゲのイメージから、花は地味で枯れ草

と一体化しており見過ごしてしまいそうでした。 

植物の知識が乏しい私には、自然観察会は貴重な現

場で知識や経験が得られ、入会した喜びが実感できま

した。 

次に個性と工夫を凝らしたバス添乗解説は、ハイカ

ーに尾瀬への関心を呼び起こさせたのか、沼山峠に着

いた時は大きな拍手が沸き、ねぎらいの言葉をいただ

きました。解説の切り口は多様ですが共通しているこ

とは、解説者の尾瀬に関する豊富な知識と強い尾瀬へ

の愛着の気持ちが、聞く人の心に響いているように感

じました。 

今回の活動に参加して、バス添乗解説が出来るよう

な知識の取得等を図るため、更なる研鑽に励まなけれ

ばならないと強く感じました。    
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■福島県側 第 2 回入山指導報告(6/9～10) 

福島県担当理事 藤田 隆美 

1.日時：6/9（土）7；00～11：00 雨時々くもり 

 ・バス添乗解説（尾瀬御池～沼山峠登山口） 

・入山指導 活動資金協力依頼  

11：00～15：00 帝釈山オサバグサ生育調査 

9：00～16：00  

・ツバメオモトの地球温暖化生育影響調査 

（キリンテ登山口より大津又峠方面）  

11：00～16：30 

・尾瀬自然ガイド実践活動 

（沼山バス停～尾瀬沼）円谷 光行 

2.状況：ミズバショウの最盛期となったが、福島原発

事故の影響がまだまだ残り御池や沼山峠を

訪れる人の数は少なかった。 

朝方のバス添乗解説や入山指導の

活動時間帯は雨が止んでいたが、オサ

バクサの生育調査のため馬坂峠に着

いた頃には大雨となってしまい、短時

間で活動を切り上げた。 

 

1.日時；6/10（日）曇 

7：00～11：00 バス添乗解説  

入山指導 活動資金協力依頼  

2.参加者 

磯部義孝、熊田順子、小林ミヨ、小鮒 守、 

坂本敏子、高橋 喬、円谷光行、永島 勲、 

初谷博、疋田正博、藤田隆美 

■ツバメオモト生育分布調査（6/9） 

―地球温暖化生育影響調査― 

福島県担当理事 藤田 隆美 

1.調査日：6/9（土）雨 

調査場所：桧枝岐村キリンテ登山口より 

大津又峠への登山道周辺 

2.参加者：初谷 博、永島 勲、藤田 隆美 

3.状況： 

この日より関東・東北地方が梅雨に入る。 

昨夜より降り続く雨の中での調査活動である。 

キリンテ登山口から大津又峠へ登る道は杉林のな

だらかな登りから始まる。歩き始めて 5分ほどで小さ

な沢を渡る。その後、沢の流れを右手方向に見ながら

杉林の中を登る。沢の周辺にはトチの白い花が満開。

やがて登山道は沢から少しずつ離れる。沢の流れが急

流となり、いくつもの小さな滝が現れて水の流れが白

く見える。 

北向きの急斜面にはシラネアオイがおよそ 80 本群

生している。草丈が 30㎝もあり、柴色の大きな花（花

弁に見えるのはガク片）が群れる姿は爽快である。シ

ラネアオイは日光白根山に多く群生し、北海道・本州

の中北部日本海側の深山に生育する貴重な花だ。 

ここからおよそ 10 分登った所に、昨年はツバメオ

モトが 1 株だけ生育していた。登山道の端から 30 ㎝

ほど左に入った所だ。「確かにここにあるはずだ」と

丹念に探したが見当たらない。この場所は昨年の調査

でツバメオモトの群落から標高差で 23 メートル低い

場所である。たった 1本だけの生育だ

ったが、今回の調査ではその存在が消

えてしまった。その理由は不明である。 

残雪が多く、慎重に足を進める。標

高 1,563メートルに到着した。この場

所は昨年確認した群落のスタート地

点である。雪が消えたばかりであり、

まだ植物が芽を出す前の冷えた地面があった。オモト

の葉を小さくした様な深い緑色をした厚みのある葉

がツバメオモトだ。今は、白く小さな花を咲かせてい

る。 

昨年の調査と比較して、標高差およそ 1メートル低

い位置にも若いツバメオモトの個体が 11 株程存在す

るのを発見した。この場所が今年のツバメオモト群落

のスタート地点である。 

最終地点の株は、標高 1,739メートルあり、昨年の

調査地点よりもわずかに広がっているようである。群

落の開始地点から最終地点までは所々、多くの残雪が

あり、雪が融けたばかりの場所には大型の個体から小

型の個体が数多く確認できることから、個体数は増加

しているように思われる。 

 標高の低い所では白く可憐なツバメオモトの花が

いたるところで咲いていたが、高度が増すにつれてつ

ぼみが多くなっていく様子が確認された。 
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■第 1 回 群馬活動報告（担当理事：清水博之） 

日時：2012/06/16（土）7：00～14：30 雨 

場所：入山指導（鳩待峠）7：00～9：30 

調査（見本園＝シカヌタ場、オランダガラシ） 

状況：入山指導は、台風の影響で屋内活動。 

1）入山指導は、鳩待山荘休憩所内にて実施を余儀な

くされました。しかしながら悪天候にもかかわらず

愛知、静岡方面よりの中高年ツアー客が目立つ。ネ

ットワーク独自のリーフレット（地図や高山植物の

イラスト入り）200枚程度使用し入山指導を実施。 

2）研究見本園にてミツガシワ・ミズバショウの群生

地に縦 25ｍ×横 10ｍ見当の大規模なシカのヌタ場

が形成されていた。下ノ大堀の手前側水路には、オ

ランダガラシが散見。両方とも今後の状況を観察す

る予定です。 

3）チョウの観察は、気温が 14℃と低く飛翔を観察で

きず。 

4）荒廃著しい至仏

山南面調査は残雪

期入山禁止措置の

ため、次回に延期

をしました。 

5）シカ調査用器具の回収（ビジターセンター保管依頼分） 

6）開花状況 

・鳩待-山の鼻間：ミネサクラ・エンレイソウ・ 

ユキザサ・シラネアオイ・サンカヨウ、他 

・見本園：リュウキンカ・チングルマ・ミツガシワ・ 

     ヒメシャクナゲ・ミズバショウ、他 

7）参加者：伊藤アケミ、大山昌克、小鮒守、椎名宏子  

      坂本敏子、清水博之、永島勲、疋田正博 

 

（左写真：ヌタ場） 

  

 

 

 

■第 2回 群馬活動報告（担当理事：清水博之） 

日時：2012/07/15（日）7：00～11：00 霧雨 

場所：鳩待峠にて入山指導 

状況：3 連休も手伝い、早朝より尾瀬ヶ原、至仏

山を目指すハイカーで大変な混雑状況。 

1） 団体用観光バス、タクシー、シャトルバスは

ひっきりなしに鳩待峠にハイカーを降し続け、

今年最高の人出を予想。 

2） 早朝 7時準備した当会作成「尾瀬の地図」800

枚は、瞬く間に希望者殺到。9時前後には既に

在庫ゼロ状態。 

3） 多くの方は、気温、気象変化を考えた靴、服

装、雨具の対応をしています。一方、山の天

候変化には全く無関心の人まで、さまざまな

ハイカーが登場します。 

4） 良く聞かれるご質問は、「ハイクにかかる所要

時間」、「咲い

ている花の状

況」、そして

「天気予報」。 

中には、事前

準備もしない

まま、無謀とも思える計画を立てている「事

故予備軍」とも言えるハイカーもまだまだ多

いのが実状。計画再検討を促すための事情説

明に時間を要することもあります。 

5） 今回の入山指導も、尾瀬の自然保護とハイカ

ーの安全登山を願って啓蒙を行いました。 

6） 参加者：伊藤アケミ、大山昌克、小鮒守、 

坂本敏子、椎名宏子、鎮目安康、清水博之、 

永島勲、疋田正博 

（下段写真：ハイカーで賑わう鳩待峠） 
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尾瀬自然観察会報告（群馬側）  

群馬県側担当理事  椎名 宏子 

 

１．日時：2012年 7月 15～16日（月）入山指導後 

  15日： 12:00～アヤメ平～富士見小屋 14:00（泊） 

  16日： 富士見小屋発 5:00～白尾山 6:00 

～皿伏山 8:00～大清水平 9:00～三平下 10:45 

～一之瀬 12:20～旧道～大清水 13:45 

（バス）―戸倉着 14：40 

 

２．状況：梅雨明け間際の不安定な空模様と連日の

局地的な集中豪雨で、各所に洪水被害が出ている最

中の観察会であった。出発前から何かと気掛かりな

コースの長帳場とメンバー構成、特に私自身が歩き

通せるか不安であったので、セルフレスキューのた

めにも主人にサポートを依頼した。 

その他都岳連から 3名参加があった。 

 早朝発で、途中連休の渋滞もなく、鳩待峠の入山

指導の先着隊に 9時前に合流することができた。 

午前中先発隊と合同で入山指導を行った。今シー

ズン最多の入山者数であった。 

早昼食後、アヤメ平経由富士見峠の観察会へ移行 

した。途中日差しもある日和で、横田代では主にタ

テヤマリンドウ、アヤメ平ではオノエランの増殖等

観察することができた。アヤメ平の復元状況をつぶ

さに観測、キンコウカの復元は逞しいものがあり、1

週間後にはあたり一面黄色のゾーンが広がりそうで

嬉しかった。夕立に追われるように富士見小屋に到

着したのは、午後 2時頃であった。 

 16日、気掛かりな空模様も、早朝の準備運動を終え

るころには明るくなり、マイクロ高台に着いた時に

は青空が広がっていた。昔の尾瀬をしのばせる山道、

誰かが「残したいものだ」と、つぶやいた。 

ウグイスがわが世の春を歌い、ゴゼンタチバナや

咲き遅れのコイワカガミに混じってイワハゼなど多

様な花々が出迎えてくれた。数回の上下を経て、1時

間ほどで今回の最高峰白尾山山頂へ着いた。これか

らセン沢田代まで滑りやすい急降下が続いた。セン

沢田代は樹林帯に覆われ眺望はない。皿伏山へは一

汗も二汗もかく登りが続き、ギンリョウソウがしば

し涼を与えてくれた。急な登りが尽きると何の変哲

もない皿伏山の山頂だ。参加者全員の記念撮影を済

ませ大休止した。 

 下山路の途中、大清水平まで２～３の小さな湿原に

出会ったが、地塘は見かけなかった。ただシカの足

跡は、山道の全般にわたって確認され、人影が少な

いエリアだけに相当数生息している模様であった。 

 大清水平は静寂な昔の尾瀬ヶ原を彷彿とさせる雰

囲気で、我々を迎えてくれた。ハクサンチドリ・サ

ワラン・トキソウ・アヤメ・ヒメシャクナゲ・コツ

マトリソウ・タテヤマリンドウが花の多い季節を存

分に誇張していた。汗ばんだ肌に湿原を渡る涼風が

旅人には何とも嬉しい歓迎である。下界は 35度以上

の猛暑日とか、今朝の気温は 12度であった。大清水

平の尾瀬沼に向かっての出口あたりに、シカの侵入

路があり、湿原に真新しい足跡を確認した。 

 三平下で大休止。三々五々一之瀬で再会すること

にして出立した。オオウバユリの葉がほとんどシカ

に食べられていた。途中、岩清水辺りで犬連れに出

会い、事情を説明して戻って貰った。大清水・一之

瀬で入山指導（ペット連れ）を行っていない模様であ

る。一之瀬近くでマタタビの葉がすっかりピンク色

に変色、梅雨の終わりを実感した。 

 

 今回の最後のテーマである、旧道のトレースを行

った。大樹の点在する木陰のほど良い道であり、復

活できれば相当の人々が利用するのではないかと思

った。ともかく実り多い観察会であったと思ってい

る。三平峠の下りで内海先生との最後の尾瀬行を思

い出したりした。 

当初心配だった天候もまたとない好天に恵まれ、

今回のロングルートを全員無事トレースすることが

でき、私自身も最後に残った尾瀬エリアのルートを

完破出来たことに満足し、参加いただいた方々に心

より感謝致します。 

４．参加者：伊藤アケミ、大山昌克、小鮒守、坂本敏子、

椎名宏子、鎮目安康、疋田正博 

  都岳連（猪狩ノブ、岡田博行、笠松幸衛、椎名正道） 
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尾瀬の植物（10） 

日本の特産種 シラネアオイ（白根葵） 

シラネアオイ科 シラネアオイ属（多年草） 

 北海道、本州中部以北の日本海側の多雪地帯に生育

し、雪が遅くまで残るような斜面や沢すじに多く見ら

れ、しばしば群落を作ります。 

1 科 1属 1 種の日本固有種であり、日本を代表する

貴重な植物の 1つです。雪解けとともに横に這う太い

地下茎より花茎を伸ばし、互生する茎葉 2枚は 10～30

ｃｍ、掌状に 5～7裂し、鋭い鋸歯があります。 

6～7月頃、茎先に 7～10ｃｍ程の大変美しい淡紅紫

色（ときには白色）の花を 1個横向きにつけます。花

びら状のものは萼片で、本種に花弁はありません。草

丈は開花後に大きく成長し 50～60ｃｍ程になります。 

 

 

雄しべは、

円 状 に 多

数、雌しべ

は中心に 2

本。果実は

中央で合着した 2 個の四角い袋果で、秋 10 月頃に 3

辺が裂開し、長さ 1ｃｍ程の翼のある種子が風や雨に

よって飛散します。種子は翌年発芽して 4～5 年で開

花します。 

名の由来は、タチアオイに似ていること、日光の白

根山に多いことによります。 

※以前はキンポウゲ科に分類されていましたが、現在

はシラネアオイ科として独立しています。 

※シカの食害や盗掘等により一時数を減らした時期

もありましたが、保護対策等により復活してきてい

ます。日本が世界に誇れる貴重な種を後世に残すこ

とが大事です。            

（指導員：深山美子） 

参考資料 

・日本の野草（山と渓谷社） 

・日本の野生植物館（小学館） 

・原色世界植物図鑑（北隆館） 

・日本の野生植物（平凡社） 

・高山植物（東京新聞）白旗史朗 

 

 

■今後の予定 

① 9/1-2：桧枝岐歌舞伎鑑賞/入山指導 

② 9/23-30：特別研修「蒲生岳」登山 

奥只見のブナを探る 

③ 10/6：入山指導/大清水シカ防除柵調査 

④ 10/13-14：入山指導 

ツバメオモト調査/外来植物除去（白砂湿原） 

 

 ※どうぞ現地活動にご参加してください。 

お待ちしています。 

お問い合わせは下欄枠の電話、Webで！ 

 

 

※1頁（注）：風景地保護協定制度 

「風景地保護協定制度」は、土地所有者等による管

理が不十分で風景の保護が図られない恐れのある国

立・国定公園内の自然風景地について、環境大臣等が

土地所有者等の間で自然風景地の保護のため協定を

締結し、この土地所有者等に代わり自然の風景地の管

理を行う制度です。 
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