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尾瀬大清水口の“社会実験”に参加して 

～交通至便が鳩待口の集中入山の根本原因～ 

理事長 永島 勲 

 ７月１９日、福島（御池）の入山指導に参加す

る際に、久し振りに群馬の大清水から入山し会津

（沼田）街道を辿ってみた。環境省主体で鳩待峠

と大清水で社会実験（注）を行っている。今回は、

大清水で「尾瀬らしい自動車利用の社会実験」 

（7／13～7／21）が行われていた。その時の社会

実験について報告をして、入山口の課題とその在

り方を考えてみたい。 

大清水・一ノ瀬間で実験 
尾瀬の入山者数は鳩待口が突出して多く、平成

24年度は 19 万 5千人で全

体の 60％を占めた。これに

対して、大清水口の入山者

数は 1万 8千人で、同 5.5％

と極めて少ない。鳩待口の

一極集中入山は、特定日の

オーバーユースなどさま

ざまな問題を内包し、尾瀬

の魅力を破壊しかねない

状況にある。 

鳩待口への一極集中は、

標高 1,591ｍの鳩待峠まで車で入れる「交通至便」

と、それに伴う軽装の日帰りツアー客の増加が最

大の要因である。 

この社会実験は群馬県が３年前から大清水・一

ノ瀬間で実施している。その目的は、分散入山と

アンケートによるハイカーの意識調査にある。さ

らに今後の利用見込みと事業化に向けた採算ラ

インを試算するための基礎データ収集にある。 

最終年度の今年は小型の電気自動車など４～

５台により随時運行する方式で実験が行われた。

多い日には 600名を超える参加者（乗車人員）が

あった模様だ。 

乗車時間は１５分で、徒歩と比べて約５０分の

時間短縮になる。３ｋｍの区間に１０カ所の待避

場を設け、無線交信による安全運行と実験の円滑

な遂行が図られていた。 

実験に参加しただけでは、分散入山（ハイカー

の鳩待峠から大清水への誘導）の効果は不明だが、

３年間の実験データの取りまとめと群馬県や環

境省等の関係者による検討結果に注目したい。 

旧街道の復元と車道中止の歴史 
大清水は、車とハイカーで混雑する騒々しい鳩

待峠とは異なり、静かで落ち着いた雰囲気の入山

口になっている。 

実験期間中は、コース整備途中の大清水・一ノ

瀬間の旧街道もハイカーに開放された。 

片品川沿いの旧街道は平坦で歩きやすく、ブ

ナ・ミズナラ・トチノキなどの巨木の森は尾瀬沼

への入山にふさわしい雰囲気である。コース整備

が完了すると一般のハイカ

ーも利用可能となる。 

２１日の下山時では、多く

のハイカーは社会実験には

参加せず、徒歩で大清水に向

かっていた。コースが複数あ

って自由に選択できるのは

魅力だ。 

旧街道は一ノ瀬で車道（三

平橋）を離れて山道となり、

冬路沢を渡ると本格的な登

りになる。岩清水は今も清冽な湧水でハイカーを

癒してくれる。 

岩清水のすぐ上で、道は車道工事の中止（昭和

46年の尾瀬の自然を守る会の反対運動と大石武

一環境庁長官の英断による）現場を横断する。 

この工事中止現場は今では樹木や草が生い茂

り、42年前に重機で掘削された痛々しい茶色の

山肌はほとんど見えない。 

時間の経過とともに当時の自然保護運動が風

化し、人々の記憶から消えてしまうのが心配だ。 

車道工事を中止した旧街道（大清水口）と峠ま

で車道を通した鳩待口の歴史が、今日の両入山口

の格差をもたらしたことを忘れてはならない。 

 

（注）鳩待峠の社会実験 

鳩待峠では 6／22～6／30に社会実験を実施。 

乗合バス・タクシーとツアーバスによる鳩待峠の

第一、第二駐車場の分離使用と待機台数の削減を

目指すが、交通至便の根本問題には触れていない。 
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■群馬側活動報告 

群馬側担当理事 清水 博之 

○第 1回入山指導等活動報告 

1.日時：06/08（土）小雨のち曇 7：00～10：00 

2.場所：鳩待峠 

3.活動内容：5 月 23 日（木）に福島県側桧枝岐

で「尾瀬の山開き」があった直後の週末で、ミズ

バショウの見ごろとなったことから入山者数は、

過去数年の活動の中では最高のにぎわいであっ

た。至仏山には多くの残雪があり、尾瀬ヶ原から

の眺望は、ミズバショウと尾瀬の象徴的な景観そ

のものであった。 

 午前 7時に鳩待山荘前で入山指導を開始。用意

したリーフレット 450部とゴミ袋を配布し、入山

案内と環境保護を呼びかけた。また、コウホネの

バッジも好評で成果があがった。至仏山の登山口

が、6月末まで植生保護のため閉鎖されている影

響も加わり、鳩待峠～山ノ鼻ルートの渋滞は午前

9時をピークに、10時ころまで続いた。 

 鳩待峠-山ノ鼻にある入山者カウンターは、作

動している様子は感じられず、正確な把握をする

ためにはアヤメ平口や至仏山口にも設置するこ

とが必要と思われる。 

 山の鼻ビジターセンター裏の公衆トイレには、

多数（70～80 人）の女性が列をなし男性も順番

待ちの状態がいつまでも続いた。入山口の分散化

を図ることが急務である。 

 鳩待峠の朝の静寂さの中、観光バス乗り入れ、

また長時間駐車はいかがなものだろうか。午後に

は峠がバスに占領されてしまっている。 

 長野県から来た中高年のグループからガイド

役を懇願され、椎名理事が鳩待峠から竜宮小屋ま

で同行した。尾瀬のチョウ観察は、気温が 13℃

と低いためか飛翔は観察できなかった。外来種調

査については山ノ鼻小屋周辺を調査した。エゾノ

ギシギシ、セイヨウタンポポなど多く外来種を確

認した。 

4.その他 

9 時半ころ鳩待峠から尾瀬ヶ原に行く木道で

女性が転倒し、自力歩行不能という事故が発生。

救急車、消防レスキュー隊、ヘリコプター、パト

カーの出動する騒ぎがあった。1時間後にレスキ

ュー隊によ

り救出、搬送

された。 
 

 

レスキュー隊に

よる救助・搬送 

（2013-06-08 

10：12撮影） 

 

 

 

（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 

 

○第 2回入山指導等活動報告 

1.日時：07/13(土)小雨のち曇 7：00-10：30 

2.場所：鳩待峠 

3.活動内容 

天気予報は雨。三連休初日にもかかわらず、

朝方は低調な入山状況。ミズバショウとニッ

コウキスゲの端境期にあたり、ツアーバスは

少ない。入山経験者と思えるハイカーに行動

予定を聞くとアヤメ平、笠が岳、至仏山方面

などの回答であり、高山植物の観察をターゲ

ットにしていることがうかがえた。約 250部

のリーフレット配布、入山指導を実施。 

 尾瀬アカデミー（養成講座）受講者は、入

山指導を見学後、大山、伊藤両理事とともに

山ノ鼻研究見本園に向かう。また、小鮒指導

員は、オランダガラシ（要注意外来種）及び

チョウの調査に向かう。 

円谷事務局長、坂本指導員、椎名理事、清

水は、至仏山南面登山道調査と別れる。（報

告別紙）なお、至仏山、アヤメ平登山口とも

ども、新しい入山者数計測センサーが設置さ

れたことを確認した。 

（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、円谷光行 
 

朝方は閑散な鳩待峠入山者 

（2013/07/13 9：15撮影） 

■福島県側活動報告 
福島側担当理事 藤田 隆美 

○第2回活動  2013/5/24日（金）～26日（日） 

5月 24日（金）晴 桧枝岐村ひのき屋に前泊 

翌 25 日（土）晴 午前 7 時～10 時 30 分まで

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等の活動後、尾瀬沼の

観察。 

尾瀬沼ロッジ付近では、外来植物分布状況調査

を試みるが、ほとんどの植物が芽吹き状態のため、

植物同定を明確に判別する事ができない。沼山峠

登山口～大江湿原間の木道は、大半が残雪の中で 



 NPO 法人尾瀬自然保護ネットワーク 

3 

 

 

あり、また大江湿原から尾瀬沼までの区間はようやく

雪が消えた状態であった。 

 尾瀬沼ヒュッテ近くのキャンプ場で、ニホンジカを

捕獲するためのワナ設置工事現場を目撃した。環境省

が地元の建設会社に依頼し 4月 6日～6月 30日の工期

である。緑色のネットで逃げ道を遮断してニホンジカ

をワナに誘導、捕獲する方式であるように見られた。 

 
ニホンジカ捕獲ワナの設置工事 （2013-05-25 撮影） 

今年は尾瀬の山開き式典が 23日（木）、福島県側の

尾瀬御池で行われ、関係者およそ 100 名と登山者 120

名が参加して行われた。この日に御池から沼山峠まで

のバスが開通し、待ちかねた登山シーズンの幕開けで

ある。今年は訪れる人に事故やケガが無く、多くの入

山者が尾瀬の自然を満喫し、素敵な思い出を持ち帰っ

て欲しいと心から願っている。翌 26 日（日）は 7 時

～10時まで入山指導、バス添乗解説等の活動を行った。 

 

（参加者） 磯部義孝、伊藤アケミ、大山昌克、 

小鮒守、坂本敏子、疋田正博、藤田隆美 

 
大江湿原は雪が消えていた 

 

シカ捕獲ワ

ナ設置工事

看板 

（2013-05-25 撮影） 

 

 

○福島県側第 3 回活動報告 

2013/06/14（金）～16 日（日） 

福島側担当理事 藤田 隆美 

6月 14日（金）（桧枝岐村ひのき屋に前泊）。 

翌 15日（土）雨のち時々曇  

午前 7時～10時 30 分までバス添乗解説（尾瀬御池

～沼山峠登山口）入山指導、活動協力金のお願い等の

活動を実施。 

バス添乗解説の終了間際に 30 名ほどの団体が沼山

峠に向かうバスに乗り合わせた。磯部副理事長が話を

聞いてみると、旅行会社のバスツアー客の一行であり、

ほとんどの人は初めての尾瀬であった。尾瀬沼周辺を

一度は歩いてみたいが、所要時間など不安が先立ち戸

惑っていた様子であった。そこで、ネットワークの会

員が尾瀬沼往復のガイドをさせてもらう事となり、約

30人を 3つの班に分け、御池から沼山峠、尾瀬沼への

案内を行った。雨の中での活動であったが、磯部副理

事長、円谷理事、大山理事、疋田指導員は沼山峠や大

江湿原、尾瀬沼の登山道などで尾瀬の魅力と自然の成

り立ち、保護の大切さなどを解説した。 

  

永島理事長と伊藤理事、藤田は尾瀬沼ヒュッテの東

側キャンプ場に設置されたシカ捕獲施設の確認へ向

かった。現地に着くと、先月に設置確認をした捕獲施

設はすべて撤去され、何も無い状態であった。そこで、

この捕獲施設での実績や撤去について尾瀬ビジター

センター及び長蔵小屋で聞き込み調査をしたが、誰も

捕獲施設の撤去については、内容を把握していないよ

うであった。 

 16日（日）曇 午前 7時～10時 30分までバス添乗

解説（尾瀬御池～沼山峠登山口）入山指導、活動協力

金依頼等の活動。その後帝釈山登山道に咲くオサバグ

サの生育状況、さらに駒止湿原に移動しミズバショウ、

ズミ、コバイケイソウの花盛りの状況を観察した。 

（参加者） 伊藤アケミ、磯部義孝、永島 勲、大山

昌克、小林ミヨ、坂本敏子、高橋 喬、円谷光行、初

谷博、疋田正博、藤田隆美（以上 11名） 

〇福島県側第 4 回活動報告 

2013/07/19（金）～21 日（日） 

福島側担当理事 藤田 隆美 

7月 19日（金）（御池ロッジに前泊） 

翌 20日（土）晴 午前 7時～11時 00分までバス添

乗解説（尾瀬御池～沼山峠登山口）、入山指導、活動

協力金のお願い等の活動。磯部副理事長と初谷指導員

が午前 11 時から尾瀬アカデミー（福島県側第 1 回）

の講師を担当し受講者を引率。 

 地方新聞の 1面に「ニッコウキスゲが満開」と写真

入りで報道された、6 月 20 日、21 日ともに多くの登

山者でにぎわった。午前 9時頃には御池駐車場が満車

となり、登山者は七入駐車場に車を止めてバスに乗り

代える状態であった。 
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20日（土）永島理事長と大山理事、藤田が大津岐峠

に向かう登山道の中腹に生息する「ツバメオモト」の

生育調査を行った。澄んだ清流のせせらぎを聞きなが

ら、急な坂を 2時間ほど登ると最初の「ツバメオモト」

が確認される。この標高からは、続々と多くの個体が

確認できる。今年は、特に大きい個体が目につき、順

調な生育状況と思える。調査終了後に大津岐峠に着く

と、幸運にもハ

クサンコザクラ

の、可憐なピン

クの花の群生を

見ることが出来

た。 

 

 

 
ツバメオモトの緑の実生（2013-07-20撮影） 

 

7月 20日（土）桧枝岐村ひのき屋に宿泊。 

7月 21日（日）晴 午前 7時～11時 00分までバス添

乗解説、入山指導等の活動を実施。 

入山者が多いため、バスが連続で出発することもあり、

休む間もなく添

乗解説を行うこ

とができた。 

 
 

 

 

 

 

 

 

可憐に咲くハクサンコザクラ （2013-07-20撮影） 

 

（参加者）磯部義孝 大山昌克 小林ミヨ 

坂本敏子 円谷光行 永島勲 初谷博 藤田隆美  

（以上 8名） 
 

★～マロニエ医療福祉専門学校・医療学部で教鞭をと

られている岡田指導員よりメッセージが届いていま

す～ 

■ヒトと自然の関係― 

指導員 岡田 岳 

生理人類学者の佐藤方彦は『人間が人間になって

からの５００万年の間、人間が生活してきたのは自

然環境でした。（中略）人間の生理機能は、脳も、神

経系も、筋肉も、肺も、消化器も、肝臓も、感覚系

も、全てが自然環境のもとで進化し、自然環境用に

つくられています』と言っています。人工化の始ま

りを、農耕と牧畜の始まった一万年前と仮定してみ

ても人間はヒトとなって以来、その約９９．８％を

自然環境下で生活をしてきました。 

 

自然は、人に対して、脅威を与えてきたことも事実

ですが、安全、健康、快適などの面で、欠乏欲求や成

長欲求を満たしてもくれました。しかし、近代化が進

んだ現代社会には、仕事や人間関係によって多くのス

トレスが存在しています。これらのストレスは（刺激

過多・不安感・恐怖感・怒り・悩み・退屈感・疎外感

など）心身の歪みを引き起こしてしまい、何らかの症

状または障害として現れてきます。現在、精神科外来

のみならず、一般科の外来者の 20～30％は心の障害

（うつ状態、神経症、心身症など）を有しているなど

の報告もあり、ストレスなどによる障害は多くの人々

が抱える問題（今、年間 3万人を超える自殺の問題も

このストレスと関連が深いとされています）となって

います。 

しかし、このストレスが全く無い生活というのは、

逆に人間の心を鈍くしてしまいます。そのため、ある

程度のストレスはヒトの生活にとっては必要です。で

は、ストレスとうまく付き合うためにはどうしたら良

いのでしょう。苦しくない程度のストレスにするのに

は？ 

ストレスとうまく付き合うには、ストレスを感じて

も、その量と質を調節する能力を身につけておくこと

が大切です。そこでストレス増大の予防や軽減の方法

として休養、元気づけ、気分転換に結び付くレクリエ

ーション、登山、ウォーキングなどを適度に行うとい

うことが必要となってきます。私たちの血液中にある

リンパ球の約２０％は、ナチュラルキラー（NK）細胞

と呼ばれ、がん細胞など異常な細胞を見つけては殺す

ことによって、私たちのからだの健康を維持している

細胞があります。がんだけではなく NK 細胞は活性が

高く維持されていれば、風邪も引かない身体をつくり

だしてくれます。しかし、この NK 細胞はストレスが

かかると機能が低下するという特徴があるというこ

とが医学的にも証明されつつあります。その他、スト

レスが原因でさまざまな生理学的機能が低下するこ

とも分かってきています。 

一方で自然（森林浴）の中に、ヒトが生活すること

でもたらされる効果も証明されてきています。 

（詳しくは別の機会でご紹介いたします。） 

今日の登山やウォーキングなどのブームは必然性

があり、冒頭にも書きましたがヒトは自然とともに生

き、自然によって癒され回復されるという共生の関係

である証ではないでしょうか？ 

 

 

 
尾瀬でクリーンハイ

ク実践中の生徒たち 

（2013-7.5 撮影） 
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●至仏山南面登山道の調査報告― 

群馬側担当理事：清水 博之 

1.調査日時：2013/07/13(土) 小雨のち曇 

 10：30～15：00 

2.調査場所：至仏山登山口（鳩待峠）～オヤマ沢田代 

3.概要：至仏山南面登山道は、東面道の下りが閉鎖さ

れているため、至仏山の復路の利用、笠ヶ岳、小至仏

山往復ハイカーなどこれまでの利用により、2倍以上

の負荷が重くのしかかっている。加えて一昨年の豪雨

により、各所で登山道の荒廃が著しい。 

 昨年 7月の調査に引き続き実態調査を行った。 

4.調査結果 

a).鳩待峠登山口か

ら笠ヶ岳、小至仏山

方面への約 1.5Km～

1.7Km間の悪路は、平

成 21年、22年にかけ

て整備をしている。 

b). 標 高 1800ｍ ～

1900ｍのオヤマ沢水

場付近では損傷が激

しく、深さ 1.3ｍ、幅

0.5～0.8ｍにえぐら

れている。その地点

を歩行すること自体が困難なため、これを避けるため

に登山道を拡幅する結果を招き、植生への踏圧が憂慮

される。また豪雨時には、この登山道が水路に変わり、

雨水、流木が一気に走り、大人でも足元をすくわれた

り、水没しかねない状況である。当日もかなり多くの

登山者が入いったが、中には転倒により着衣が泥まみ

れのハイカーも散見された。事故の未然防止の観点と

ともに、植生保全からも早急な整備対応が望まれる。 

（参加者）坂本敏子、椎名宏子、円谷光行、 

清水博之 

 

 

 

 

 

■コバイケイソウ 
（ユリ目シュロソウ科・シュロソウ属・多年草） 

◆今年は、コバイケイソウ

が元気！ 

 この夏尾瀬の湿原では、

主役であるニッコウキスゲ

の不調を補ってコバイケイ

ソウの白い花がハイカー達

の目を楽しませていました。

日照が十分な湿地帯にこの

花が群生している眺めは、本州中部地方以北の山岳地

帯の夏の風物詩ともなっています。 

◆その草姿をよく見てみると･･････ 

0.5ｍ～1ｍにすっきりと伸びた茎に、1本の頂枝と

数本の側枝が、ふくらみのある大きな複総状花序を付

けていま

す。その

頂枝に咲

く花は緑

ががった

雌しべが

目 立 つ

「両性花」で側枝には雌しべはありません。また雄し

べが花被片（花びら）より長いことも他のシュロソウ

属にはない特徴です。 

◆葉や根については･･･････ 

広楕円形の葉には縦ヒダが目立ち、葉柄はなく鞘に

なって茎を抱いています。短い根茎にはジャービン、

ベラトラビンなどの有毒物質が含まれているので、春

先の山菜シーズンは、“ウルイ”（ギボウシ）と間違っ

て食べぬよう注意が必要です。 

◆ウラゲコバイケイソウもあります 

笠ヶ岳や大清水平などには、葉の裏に毛があるウラ

ゲコバイケイソウもあります。コバイケイソウを漢字

で書くと「小梅蕙草」となります。 

参考文献：学生版日本高山植物図鑑（北隆館） 

原色牧野日本植物図鑑（北隆館） 

永遠（とわ）の尾瀬（上毛新聞社） 

（指導員：坂本敏子） 

 尾瀬の自然講座（尾瀬の植物） 
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■尾瀬の水ってきれい？-水質のこと- 

広報担当：大山 昌克 

 尾瀬沼は、山紫水明の地である標高 1660ｍの亜高

山帯にある。また多くの河川の水源でもある。透明度、

水質ともども申し分のない湖沼であった。しかしなが

ら、短期間のうちに行政、ハイカー、そして山小屋に

より、全国でも上位の「汚染された湖沼」に変貌させ

られている。 

 尾瀬の大規模な水質調査が行われた歴史は浅く、

1979年（昭 54）群馬県で実施される。一般の湖沼の

水質検査と同様な方法＜COD：ｍｇ/ℓ-75％値調査＞を

行い、加えて大腸菌、リン、窒素なども測定。当初

1979年のデータは、COD値は 2.2mg/ℓと発表（環境基

準の上限は 3.0ｍｇ/ℓ）。 

 過去において山小屋は、みんなでやれば怖くないと

言わんばかりに、残飯の投げ捨て、糞尿の垂れ流し、

台所・風呂の汚水の垂れ流しを継続。併せて湿原に穴

を掘ってビン、缶、ヤカン、乾電池、トタン、ストー

ブなどありとあらゆる物を埋めた。沼尻地区では、そ

の“地層”が 1ｍ以上になる。見晴では 500坪以上の

広範囲に廃棄物を埋め続け、それらが年月とともに溶

け始めている。また尾瀬沼には、空き缶などを当たり

前のように投棄していた。いまでも尾瀬沼を岸から見

ると、浅瀬に空き缶、割れた空き瓶のかけらの存在が

良くわかる。 

 この間に、水質調査を実施された大学の先生たちか

らは、水質保全策の提言はあるものの,実行には移さ

れないまま、ついに環境基準の 3.0mg/ℓを超え、1997

年（平成 9）には同 4.1。2002年にパイプラインを作

るが同 4.3。2007年には同 5mg/ℓを超え、最新データ

（2011）では、同 5.6となり、過去最悪の数値になっ

ている。「この数値が 1.0動くことは大変なことであ

り、生息していた動植物プランクトンは大きく変わっ

てしまう（群馬県衛生研究所）」。 

 国民の共有財産である特別保護地区を汚し続けた 3

つのグループは、 

1.改善策の提言を無視し、不法投棄を見て見ぬふりを

続け、監視する責務をサボタージュした人たち。 

2.ブームだけの勢いで尾瀬を訪れた、自然保護意識の

なかったハイカーたち。 

3.節操なく大規模にゴミを、11ヶ所（福島県発表）

以上に埋め続けた観光業者的経営者。 

これら三位一体による尾瀬の破壊行為である。実際不

法投棄事件として、廃棄物処理法違反で逮捕者及び書

類送検まで出ている。 

 ついに尾瀬沼は、日本有数の「汚染された湖沼」に

落ちて行く（環境省調査：国内 188湖沼中 164 位）。

尾瀬沼の富栄養化の影響により侵入、定着した外来種

の「コカナダモ」ですら、ほぼ死に絶える現状。水質

がきれいになり、棲めなくなったのではなく、あまり

の汚さゆえに生息不能となっている。過去のゴミ撤去

は終了したのであろうか。数値はさらに悪化している。

そして、この汚された水は、尾瀬ヶ原めがけて流れて

いく。 

 

 

 

 

■今後の活動予定ご案内    

・2013.09-7-8：福島側（担当/藤田） 

入山指導、バス添乗、外来種調査 

・2013.09-27-28：福島側（担当/藤田） 

特別研修：秋の渋沢大滝めぐり 

・2013.10-12-13：福島側（担当/藤田） 

入山指導、ツバメオモト生育調査・ブナ林観察 

・2013-10-19：群馬側（担当/清水） 

  入山指導、チョウの調査、外来種調査 
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