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入山者から見える尾瀬の利用実態
～入山指導の現場から尾瀬の課題を追う～
理事長
当会では尾瀬を訪れるハイカーへの自然保護の
普及啓発活動として「入山指導」に重点を置いてい
る。福島側では会津バスとの提携により御池・沼山
峠口間でバス添乗解説を、群馬側は鳩待峠において
尾瀬シーズンの土日を中心に８週間ほど実施して
いる。今回は、永年の入山指導から見た尾瀬の利用
実態を取り上げてみたい。

永島

勲

利用実態からみた尾瀬の課題
鳩待峠の一極集中入山は、交通至便が最大の要因
だ。最も楽に短時間で尾瀬ヶ原に入れるからである。
これは日帰り入山と表裏一体の関係にある。
鳩待峠は日本の中央分水嶺にあたり、特別保護地
区の入口になっている。ここに車の乗降場所と駐車
場を設置したこと自体、問題である。鳩待峠のマイ
カー規制はシーズン中は全面規制とし、乗降場所と
入山口は稜線の外側・内側で明確に分離する。そし
て種子落としマットも稜線の外側に移し、外来種侵
入防備に万全を期すべきである。
我が国は少子高齢化の中で、７年前から人口減少
の時代に入った。他の国立公園
や自然遺産との地域間競争は
年々激化し、今後も尾瀬の入山
者数の減少傾向は続くものと思
われる。
過去の成功体験にしがみつい
て量的拡大を目指し、入山者迎
合による都会の利便性の安易な
導入、なし崩し的な規制緩和、
一般観光地に追随するような施
策などは、将来に大きな禍根を

圧倒的に多い日帰り軽装

尾瀬の群馬県側は交通の便が良く、日帰りの入山
が極めて多い。日帰りの入山者はその日の天候に大
きく左右される。前日に雨天の予報が出ると入山者
は極端に少なくなる。
尾瀬は山岳地ではなく一
般の観光地としての認識が
強い。この認識はどこから
生ずるのか。最近の尾瀬入
山者の特徴を列記すると、
１）マイカー利用の日帰り
入山が多い
２）鳩待峠の一極集中入山
（全体の５割以上）
３）土日の集中入山
４）軽装が多い
５）季節による変動が大き
残す。その結果、尾瀬の魅力を
入山者に加えマイクロバスで混雑する鳩待峠
い（ミズバショウ、ニッコ
破壊して尾瀬ブランドを汚すこ
2012 年 7 月 14 日（土）12 時０8 分 撮影
ウキスゲ、紅葉の時期は極
とになる。
端に入山者が多い）
本年７月に上高地の「沢渡ナショナルパークゲー
６）登山の初心者、未経験者が多い
ト」（別掲 6 ページ参照）の試験運用が始まった。
７）尾瀬に関する知識・情報が少ない
観光客への情報提供や自然公園利用ルールの訴え
８）ツアー客が多い
など、今後の成果に注目したい。この先進事例は尾
９）リピーターが多い
瀬にとっても大変参考になる。
10）若い人（山ガール）が増えてきた
旅行会社のツアー客も日帰り入山が多く、短時間
尾瀬は日本における自然保護運動の発祥地であ
で尾瀬の一部を見て、さっさと他の観光地へ移動し
る。尾瀬の歴史に学び自然の魅力を高める施策が肝
てしまう。山の出発時間にしては遅い１０時前後に、 要だ。対症療法的施策よりも、質的向上を目指す大
添乗員から何時までに鳩待峠に戻ってくるように
局的かつ長期的視点の施策が求められている。
と言い渡されて、尾瀬ヶ原に向かうパターンがほと
若い人は環境問題に敏感で、自然保護にも高い関
んどだ。これでは尾瀬の自然をじっくり見る時間的
心を持っている。環境問題や自然保護への先進的な
余裕はない。
取り組みの国立公園として、入山者の共感を呼ぶ施
それでも観光先に尾瀬を外す訳には行かない。客
策は極めて重要である。その基本は“あるがままの
集めには尾瀬ブランドは必須のようである。
自然をありのままに観る”にある。
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■アヤメ平にて―

―第 3 回：群馬側活動―

指導員

■入山指導/シカ防除ネット調査報告
群馬県側担当理事

尾瀬自然保護ネットワーク

坂本

敏子

私は昭和３０年代、高校の部活動で 2 度ばかりこ

清水 博之

こを訪れている。泥炭流失の回復事業がスタートし

日時：2012/10/06（土）曇

7:00～15:15

た昭和４１年から６～７年前のことである。古いア

場所：鳩待峠（入山指導）

7:00～10:00

ルバムを繰ると、一行が池塘の周りに腰をおろして

奥鬼怒林道（シカ防除柵）11:00～15:15

歌などうたっている写真が現れる。思い返せば、当

＜活動内容＞

時の木道敷設の趣旨に自然保護の発想は明確では

① 入山指導

なく、その頃すでに池塘を中心にした広い範囲で踏

三連休初日ということもあり戸倉の駐車場は満

み固めは相当進んでいた。

車の状態ではあったものの、高山植物の開花時期は

しかし長い年月を経て、裸地化していた高層湿原

すでに過ぎたこともあり大型バスによる団体客は

は今、かなりの部分が緑に覆われつつある。辛抱強

少ない。リーフレットを 320 枚配布の上、入山指導

く回復作業に取り組んできた方々の努力の成果で

を行う。最近の傾向として、8 時以前の入山者は意

あろう。観察会ではチングルマやイワカガミなどの

外と少なく、8 時から 9 時にかけて入山者数がピー

夏の花々が盛りで、それぞれの株には、これから広

クとなる傾向がある。

がっていくのだという意志さえ感じられた。

② シカ防除ネット（柵）調査

アヤメ平での泥炭層破壊はハイカー達による踏

奥鬼怒林道に設置されたシカ防除ネット調査は、

み付け・踏み荒しが原因ということになっている。

2010 年に引き続き 2 回目。2010 年に比べ 2km 延

「心無いハイカー達の･･」と言われる場合もある。

長され現在は 5.2km の長さとなっている。前回調

それに疑問を抱くのは私だけだろうか。事象につい

査で判明したネットの破損個所を検分する限り、補

ては確かにそうであろうが、学生のみならず当時の

修の跡はうかがえる。ネット際に沿ってシカの踏み

大方のハイカー達は素直で品行方正だった。そして

跡が大量かつ鮮明に散見され、林道内でも群れで行

尾瀬を訪れることができた喜びに溢れていた。
「湿

動していることが見て取れる。

原に踏み込まないで下さい」と書かれた立札が目立

環境省およびシカ対策協議会の対策として、植生

つ場所に一つ、二つ設置されていたなら･･･以後の

かく乱状況、シカの移動経路調査（テレメトリー調

長い年月と相当な予算、そして多くの貴重な労力は

査）など経年モニタリングを行いつつ、銃や「足く

不必要であったろう。

くり罠」による捕獲、侵入遮断柵設置を行っている

尾瀬は今、震災と原発事故の多方面にわたる後遺

が、捕獲頭数実績も芳しくなく決め手を欠きシカ排

症や大規模気候変動の影響による豪雨など、解決が

除に悩む現状である。

難しい複数の問題を抱えている。アヤメ平の破壊が

③ 参加者：伊藤、大山・小鮒・椎名・清水・永島・前田

クローズアップされたのはほぼ 50 年前のことであ
るが、その根源を考えた時、今回の困難に対応する
ためにそこから学ぶことは少なくない。訪れるハイ
カー達に厳しい現状を認識してもらうのも、その中
の重要な一つであろう。
我らの後に続く若いハイカー達については、入山
指導などで接触する限り、尾瀬に寄せる思いは往年
の若者達と大差はないと感じる。柔軟な行動で自然
を存分に楽しむ彼らは、困難をチャンスに変えよう

＜延々と 5km 以上続くシカ侵入遮断柵＞

という前向きな姿勢を尾瀬に感じ取れば屈託なく

―群馬県側自然観察会に参加された坂本指導員より

それを受け入れ、今後とも長くこの地に通い続けて
くれるに違いない。

メッセージが届いていますのでご紹介します―
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■福島県側特別研修報告(2012/9/29~30)

尾瀬自然保護ネットワーク

昨年の記録的な豪雨の影響で多少の土砂流出はあった
そうですが、
比較的安定した斜面に成立するブナ林には、
その被害はほとんどなかったそうです。ガイドの飯塚氏
は、樹林の根が台地をしっかり支え、土壌流出を防いで
いる「緊縛力」の大切さを力強く説明されました。
私たちもブナ林が果たす役割と偉大さ、またブナ林が
作り出した樹林帯の歴史の尊さを改めて受け止めること
ができた研修でした。

理事 円谷 光行
がもうだけ

■蒲生 岳 登山/ゴヨウマツ・林床植物観察
只見ダム周辺・
「ブナと川のミユージアム」の見学
（日時：2012/9/29(土)8：00～16：00 晴）
◇会津における「特別研修」は 2 年ぶりの開催となりま
した。昨年は震災の傷跡も癒えぬ中、7 月に会津地方を
襲った集中豪雨は、空前絶後の惨状を生み、甚大なる被
害をもたらしました。その影響により中止を余儀なくさ
れました。しかしながら、大災害の爪痕は未だに大きく
各所に残っています。豪雨、河川のはんらん、鉄橋崩落
により JR 只見線会津蒲生駅は一年以上にわたり営業休
止となり、線路は草が茫々と生え、痛々しいほどです。
被害の大きさに胸を痛めるとともに、自然の猛威に改め
て恐ろしさを感じました。
会津のマッタ－ホルンと称される「蒲生岳」
。
標高は 828ｍとさほどの高さではありませんが、登山
道は急峻な岩場が続き、山の頂きに至る行程のうち、約
7 割以上が鎖場とロープで占められています。気を抜く
ことが許されない、気力体力を消耗する厳しい登山とな
りました。苦労した分、山頂から見下ろした只見川の流
れや周辺の山々の美しさに疲れは十分癒やされました。

（写真）研修中の指導員

参加者：安部晃樹、伊藤アケミ、磯部義孝、大山昌克、円谷光行、
西山伸一、疋田正博、藤田隆美、松前雅明。

なお、研修日前日 9/28 は、午後より福島県自然環境保
全地域に指定され、
ハッチョウトンボを含め 20 種の動植
物保護地区に指定されている「宮床湿原」を観察しまし
た。

―福島県側「特別研修会」に参加された松前指導員より
メッセージが届いていますのでご紹介します―

■特別研修に参加して―
指導員 松前 雅明
2012 年の特別研修は、9 名の会員が参加して行われま
した。
広大なブナ林を有する”自然首都”「福島県・只見」は、
いまだに昨年の集中豪雨のツメ跡がそこかしこに残って
いる（町営の温泉施設も閉鎖中）
。
9 月 28 日、研修
会の目的とスケジ
ュールを確認後、
宿泊予定だった旅
館「橋本屋」のご
主人から只見のあ
れこれを伺う。

＜くさりとロープの連続＞

植生観察は、尾瀬地域にも生息する針葉樹の 1 種であ
るゴヨウマツの純林、イワウチワなどの林床植物を確認
しました。
■ブナ原生林「恵みの森」を観察
（日時：2012/9/30(日)8：00～11：45 晴）

◇林野庁指定「郷土の森」
。国内最大級の規模を誇る 900
㏊のブナの森を、地元の森の案内人飯塚 勇さんのガイ
ドで、木漏れ
日が差す清ら
かな沢を登り
ながら水辺林、
広大なブナ林
を観察しまし
た。

＜写真：1 只見の朝霧＞

29 日は「会津のマッターホルン」と呼ばれる会津「蒲
生岳」登山。直登コースを 2 時間タップリ味わう。下山
後は秋の実りの山栗拾い“童心に返る”
。
田子倉ダムではゆったり泳ぐニシキゴイに癒されるも、
ダム建設に伴い、長年住み慣れた故郷を去らざるを得な
かった住民の碑を見て思う。自然エネルギーと人間が制
御できないエネルギー、どちらも犠牲はあるけれど･･･。

＜恵みの森散策＞
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災害で運休中の JR 只見線の田子倉駅（10 月 1 日小出
〜只見間部分開通）
。
ここは浅草岳や鬼が面山への登山口
だが、利用客の減少により JR では廃止が検討されてい
る。地元では廃止反対運動展開中･･。
夕食時、ビックリす
る自然の贈り物が届け
られる。
「大イワナ」の
から揚げ 2 匹。あまり
の大きさに全員言葉を
失うほど、そしてその
味は美味しい。
（写真：2）

尾瀬自然保護ネットワーク

白砂湿原のオランダガラシ（※1.）除去は、昨年 10
月、環境省や桧枝岐村等の関係機関の認可のもと、抜き
取り作業を実施。今年はその除去効果の検証を行った。
注意深く生息状況を調査したが、ほとんど株が目につか
ないほど激減の状況であった。
数十年前に人間の手で運び込まれたオランダガラシも、
広範囲に広がらないうちに、人間の手で取り除くことに
より阻止することが出来た。しかし、オオバコやエノコ
ログサ・ギシギシ等、尾瀬には本来生育していない植物
を登山道で目にする。これらの植物が繁殖することで尾
瀬本来の植物が駆逐されることが無いようにしなければ
ならないと思う。そして、できることならいつまでも尾
瀬の自然が破壊されることなく、今のままの姿で残って
ほしいと願っている。

＜写真 2：実にウマイ！＞

翌 30 日は沢歩き。滑床を流れる清流の中（写真：3）、
ブナやミズナラの大木が日差しをさえぎり、木漏れ日が
キラキラと輝く。ここは「恵みの森」
。のんびりと時間が
流れ、森と同化した気分。この「恵みの森」にも営林局
と地元の貸借契約の終了後、皆伐の手が入ろうとしてい
る。永年見守ってきたこの森を、地域の方々と共に「こ
れからも絶対に守る」と、ガイドの飯塚 勇氏が力強く
語っていたのが印象的。
会津只見の研修会は命の洗濯ができた旅でした。

（※1.：オランダガラシ：外来生物法で要注意外来生物に指定されたアブラ
ナ科の多年草。フランス語ではクレソン。ヨーロッパより 1880 年代に
食用、薬用として導入される。水中、水辺を生息環境として好む。水
辺に生育する在来種との競合．虫の寄主が心配される。
）
（環境省自然環境局 HP より）

■福島県側 第 5 回入山指導報告
2012 年 9/1（土）～2 日（日）

福島県側担当理事

9 月 1 日（土）には「桧枝岐歌舞伎の夕べ」を鑑賞し
た。翌 2 日（日）はバス添乗解説、入山指導、清掃活動、
活動協力金依頼、ガイド実践などの活動をした。
参加者は、磯辺義孝、大橋文江、大山昌克、小林恵子、
坂本敏子、円谷光行、疋田正博、藤田隆美の 8 名に加え、
郡山天文ボランティアから 4 名参加。
参加者合計 12 名。
9/1（土）
・桧枝岐歌舞伎鑑賞
尾瀬の福島県側玄関口は桧枝岐村である。この村にあ
る桧枝岐歌舞伎は、270 年以上も村人の間で大切に受け
継がれてきた伝統ある地芝居でもある。
舞台脇に桧枝岐歌舞伎伝承館「千葉乃家」が完成した
ばかりで内覧会が開かれていたため、教育長の平野信之
氏に案内をお願いして見学をした。そこには昔から受け
継がれてきた台本や衣装、扇、刀、歴代座長の写真など
が展示されていて、長期間にわたり村の人たちが歌舞伎
にかけてきた情熱が感じられた。

＜写真 3：恵みの森（滑床）＞

■福島県側第４回活動報告
2012 年 7/20（金）～22 日（日）

福島県側担当理事

藤田 隆美

藤田 隆美

7 月 20 日金曜日（晴）尾瀬御池ロッジに前泊をした。
21 日土曜日（曇）は早朝よりバス添乗解説（尾瀬御池
～沼山峠登山口）入山指導、活動協力金のお願いなどを
行った。その後 2 班に分かれ、一方は白砂湿原にて昨年
除去作業を実施したオランダガラシ生息状況のモニタリ
ング、もう一方の班は、大江湿原でのクマザサ繁殖状況
調査を行った。宿泊は桧枝岐村のひのき屋。
22 日（日）はバス添乗解説、入山指導、活動協力金の
お願いなどを実施し
た。
参加者：伊藤アケミ、
小林恵子、高橋喬、
円谷光行、永島勲、
初谷博、疋田正博、
藤田隆美

＜写真：歌舞伎の始まる直前。多くの人々が集まる＞
＜写真：外来種の調査をする指導員＞
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この日はおよそ 850 人の観客が入り、あたりがうっ
すらと暗くなりかけた夕方 7 時に歌舞伎が開演した。
1 時間ほどたった時のこと。東側にある高い山の端か
ら満月の月が昇ってきて、辺りを明々と照らしたのが
印象的であった。およそ 2 時間にわたり「奥州安達ヶ

■尾瀬のチョウのおはなし

原袖萩彩文の段」の上演があった。

今年私が見た最初のチョウは、雪解けが終わる 5 月

これは、奥州の豪族安部貞任と弟の宗任が敵の源義

頃に現れるキベリタテハでした。漢字で記すと黄縁蛺。

家を討とうとする物語である。

翅の表は濃い赤紫色で翅の縁は黄色の帯、その内側
には青い斑紋がちりばめられ、肩には白の肩章をつけ
た、とても美しいチョウです。
※キベリタテハ、
［学名：Nymphalis antiopa］チョウ
目（鱗翅目）・タテハチョウ科に属するチョウの一
種

＜写真：舞台は盛り上がる。衣装も道具も村人の手作り＞

標高 939 メートル、人口 625 人の峡谷にある小さな
村で、長い歳月にわたり受け継がれてきた貴重な文化
遺産をこれからも大切に守り、後世に伝えてほしいと
感じた。
・9/2（日）バス添乗解説と入山指導
朝 7 時からバス添乗解説と入山指導、清掃活動、活
動協力金のお願いなどを実施した。関東・東北地方で
は 8 月の降水量が少なく、水不足が懸念されている中

成虫で越冬し、年 1 回 8・9 月に発生して翌年 7 月

で、幸か不幸か今日に限って恵みの雨が早朝から降り

頃まで生きる完全変態のチョウです。

出して、昨日まで渇ききっていた尾瀬の大地に大量の

完全変態とは、卵

水分を供給してくれた。

幼虫

蛹

成虫の時

期を過ごし、どこかのステージで越冬するチョウ。

沼山峠に向かうバスの中では添乗解説を行った。シ

このキベリタテハは成虫で越冬します。

カによってニッコウキスゲやミツガシワ、ミズバショ
ウなどが食べられてしまい、その被害が年々増加して

生息地は、中部地方以北で山地の林縁、成虫時はミ

いることや、登山道の脇に黄色い花がたくさん咲いて

ズナラ、ダケカンバの樹液・排泄物に集まり、幼虫時

いるアキノキリンソウや湿原に白く小さく咲いてい

の食層はダケカンバやオオバヤナギなどを食します。

るウメバチソウ、

たまに人の汗の臭いに誘われて、肩や手に止まってく

そして紫色の花は

れることがあります。

エゾリンドウとヤ

今年も尾瀬にはもう初冠雪がありました。夏に出会

マトリカブトなど

ったキベリたちは、木のウロや落ち葉の下でこの冬を

秋の訪れを感じる

乗り切ろうとしています。

花の話題。尾瀬で
の基本マナーを守

キベリにガンバレのエールを送りながら、

りながら楽しい時間を過ごしていただきたいことな

また来春の出会いを楽しみにしています。

どを話した。

（指導員：小鮒 守）

＜写真：沼山峠へ向かうバスの中で添乗解説＞
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■2012/11/03（祝）当 NPO 法人

理事会開催

・東京・永田町ローレル永田町ビル会議室において、
第 1 回理事会が開催（13:00-17:00）されました。
参加者：全理事
＜議題＞
■尾瀬

News

①平成 24 年度活動報告②会計中間報告
（記事見出し等）

③尾瀬を守る会報告④平成 25 年度活動計画概案

2012/11/03：尾瀬ネット理事会

⑤平成 25 年度定期総会について⑥関連報告等

11/01：尾瀬 冬支度 ビジターセンター

■尾瀬での活動に参加しましょう！
尾瀬ネットワークの 2012 年度現地活動は、10 月を

職員が雪囲い（上毛）
10/13-14：尾瀬ネット現地活動（福島側）

もって終了しました。来年度は 5 月より現地（群馬/

10/07：尾瀬シカ食害で県が檜枝岐支援

福島）活動をスタートします。次年度の活動計画は理

雇用創出基金活用し捕獲へ（福島民報）

事会で検討しております。

10/06：尾瀬ネット現地活動（群馬側）

あなたもどうぞ現地活動に参加してください。尾瀬

09/29-30：尾瀬ネット現地活動（福島側）

の自然の中で澄んだ空気を吸い、夜は仲間と楽しい交

09/21：電動バス実験を開始 尾瀬大清水（上毛）

流の時間を共有し、そのうえ尾瀬の自然保護活動に貢

09/05：シカ駆除へ法改正検討 環境省（福島民報）

献する“あなたにもできることがたくさんあります”

09/04：尾瀬サミット開催 2 年ぶり/桧枝岐
（福島民報）

■メール・アドレスをお知らせください！

09/01-02：尾瀬ネット現地活動（福島側）

ホームページより事務局宛てにアドレスをお送り

08/29：尾瀬の保護苦境 食害深刻、

いただければ、郵送のみならずメールにてご案内状等

入山者も減少（福島民報）

送信ができます。ご協力お願いします。

08/21：シカ防除ネット設置 大清水湿原（上毛）

･･････････････ ････････････････
さわんど

07/27：放射線量、尾瀬も基準下回る

※参照（1 ページ掲載分）：「沢 渡 ナショナルパークゲート」

環境省が測定（福島民報）

上高地を訪れる観光客らがシャトルバスに乗り換える時間を

07/21-22：尾瀬ネット現地活動（福島側）

利用して、自然保護や自然公園の利用ルール（マナー向上）を

07/15-16：尾瀬ネット現地活動（群馬側）

パネルや映像で訴えるための環境省の施設。本年７月４日に試

07/02：各地で山開き 絶景に誘われて

験運用が始まり、来年度から本格運用になる。

高山植物お出迎え 尾瀬・至仏山（上毛）
06/16：尾瀬ネット現地活動（群馬側）

NPO 法人 尾瀬自然保護ネットワーク

06/15：尾瀬シカ被害深刻 湿原存亡の危機
生息数最多 120 頭

Vol.15 No.3

環境省調査（上毛）

2012 年 11 月 20 日

発 行 人：永島 勲

06/09-10：尾瀬ネット現地活動（福島側）

編集担当：大山 昌克

05/26-27：尾瀬ネット現地活動（福島側）

Ｗｅｂ担当：鈴木 誠一

05/23：湿原に春の息吹 尾瀬山開き（上毛）

■本部事務所（事務局）

05/3-4：尾瀬ネット現地活動（福島側）

〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町旭町 19 円谷方

04/27：入下山口を分散化 県が 9 月に社会実験

電話/FAX 0248-94-5003

大清水へ誘導図る 尾瀬国立公園（上毛）

■群馬支部

2012/04/15：尾瀬ネットワーク第 9 回総会

〒370-0001 群馬県高崎市中尾町 762-16 清水方
電話

＜出典＞新聞掲載日

027-361-8055

Web: http://www.oze-net.com/

※上毛新聞ニュース（http://www.raijin.com/）

お問い合わせ：info@oze-net.com,

※福島民報ニュース（http://www.minpo.jp/）
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