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尾瀬のシカ対策―近況報告― 
                    理事/事務局長 円谷 光行 

 

【シカの確認から既に 20年】 

尾瀬の「課題」の一つにシカ問題があります。

1990年代半ばより、尾瀬地域でシカの生息が確認

されて以降、シカ

の生息域拡大に伴

う食害、ヌタ場形

成による湿性植生

の攪乱が露呈され

てきました。尾瀬

の惨状に危機感を

抱いた尾瀬ネット

ワークは、2000～

2007年までシカ調査（個体数確認/ライトセンサス調査）

を実施しました。その後 2009～2011年では、大江

湿原におけるシカによるニッコウキスゲの食害調

査（定点 18 ヶ所においてコドラート法によるニッコウキ

スゲ生育状況調査）を実施し、ニホンジカの食害状況

を確認しました。 

尾瀬内での壊滅的な湿原破壊や大規模な裸地の

顕在化のため、環境省では 2009年から、捕獲範囲

を特別保護地区内にも拡大しました。なおシカ調

査をまとめた『尾瀬ヶ原にシカを探す―シカ調査 8

年の歩み―』は当会ＨＰに登録されています。  

【大江湿原における防鹿柵】 

2014年より林野庁関東森林管理局（会津森林管

理署）では、福島側の大江湿原全体を囲うように、

シカ侵入防止用ネット（防鹿柵）を設置しました。

シカの食害から、湿原植物を保護するためのもの

です。距離約 3.4Kｍ、高さ 2.0ｍ、網目サイズ 15

ｃｍ×15ｃｍです。2015年度からはシカの行動調

査のため、防鹿柵裏手と末端部にセンサーカメラ

（2 台）を設置し

ています。防鹿柵

と木道が交わる所

にはシカの嫌がる

「グレーチング」

という、鋼材を格

子状に組んだ溝蓋

（長さ 2ｍ程度）

を敷設。また柵は

湿原側のハイカーからは見えにくい林内を中心に

設置されました。平成 27年はシカの侵入は抑止さ

れ、ニッコウキスゲは順調な開花・結実が見られ

前年以上に柵の設置の効果があったようです。 

【シカ対策の近況】 

本年春に環境省関東地方環境事務所において

「平成 27年度尾瀬国立公園シカ対策協議会」が開

催され、永島相談役（前理事長）と大山副理事長

が傍聴され、公園内のシカ対策の近況を聞くこと

ができました。（以下箇条書き） 

＜食害/植生回復＞ 

① 植生の被食傾向（シカの嗜好性の高い植物 15種出現、

採食本数調査）：採食が目立つハリブキ、アザミ

類、ミズバショウは、採食本数、採食率とも

に低下傾向 

② 空撮調査による「裸地面積」の推移：継続裸 
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地と新たな裸地面積の合計は、前年比 80％程度 

③ 裸地の植生遷移：2010～2011年に掘り起され

たミツガシワ湿原を調査開始（43 地点モニタリン

グ）。5～6 年経過後では、本来植生の回復は

17％に留まり、代償植生が 83％の状態。 

＜シカの移動/越冬＞                              

④ＧＰＳ首輪による個体追跡調査： 

（移動経路/時期/越冬地の把握のため） 

・移動経路＝大清水周辺、丸沼トンネル、千手ヶ 

原周辺 

・時期＝大半のシカは 6月に尾瀬到着。11～12 

月には越冬地に戻る（到着）。 

・移動状況＝尾瀬地域と足尾・日光の往復 

a)尾瀬ヶ原⇔足尾周辺、奥日光 千手ヶ浜周辺 

b)尾瀬沼⇔足尾周辺、男体山南側、日光市土呂部 

※追跡個体（オス）の中には、至仏山へ行くシカや、燧ヶ岳また

平ヶ岳へ行くシカ、桧枝岐村を通り会津駒ヶ岳などへ動くシカも

いる。そのようなシカも含め、冬期には足尾、日光へ全頭戻る。

※GPS装着シカは、尾瀬内では全頭越冬せず 

⑤捕獲手法：くくり罠、銃器（ライフル銃、散弾銃） 

⑥捕獲数：2013年 313頭、2014年 477頭、 

2015年 199頭の捕獲。 

→過去 3年間では約 1000頭近くを捕獲実施。                     

⑦燧ヶ岳ルートは、新たな被害の兆候が認められ

たため、平成 28 年度は調査継続。（至仏山では被害

兆候が認められないため、平成 28年度の調査は見送り） 

【今年の御池湿原】 

2015～2016冬期は、記録的な少雪でした。湿原

の水量は少雪、少雨のため乾燥化が著しく、湿原

の多くは草原の様相です。水が残る場所でのヌタ

場ははっきりと確認でき、規模は昨年と同程度と

思われます。全国的に繁殖能力の高いシカ、イノ

シシが急増し、国としても頭数を半減に抑え込む

目標を設定、各地でシカ対策を喫緊の課題として

取り組んでいます。対応を誤れば、本来の生態系

に回復不可能な影響が及ぶ可能性が危惧されてい

ます。今後とも尾瀬のシカ状況を注視したいと思

います。 

 

■福島側 特別研修 

残雪の大江湿原を歩く―尾瀬沼周辺自然観察会― 

福島側担当理事 鍋山智之 

実施日：２０１６年５月４日（水）～５日（木） 

〇５月４日（水）（御池ロッジ泊）天気：くもり 

今年度の最初の活動として桧枝岐へ向かう。途

中の鏡石で円谷さん、田島駅で安部さんと合流し

御池ロッジへ。田島では「会津バス田島営業所」

を訪れ、猪俣庄造所長に今年度の活動に関して挨

拶。所長によれば、ここ２０年くらいこんなに雪

が少なく、４月末からシャトルバスの運行が出来

た年は無いとのことであった。その後、ひのき屋

へ寄り挨拶したあと御池ロッジへ。 

夕食前、御池湿原の自然観察に向かう。雪は湿

原に全くなく、周辺の林内に僅かにみられるだけ

であった。水芭蕉・エンレイソウ・リュウキンカ

などが咲き始めていた。 

例年見られる木道近くのヌタバは、まだシカの

活動の痕跡が無かった。 

〇5月 5日（木）天気：晴れのち曇り、時々小雨 

7：00 特別研修であったが入山者が結構いたため、

急遽通常の御池での活動に切り替え、入山案内や

バス添乗解説も行なう。尾瀬の早い雪融けと、シ

ャトルバス運行を聞いてやって来た入山者が大半

であった。子ども連れも散見、天気もまあまあで

あったのでやってきたとのこと。 

8：30 沼山峠駐車場へ 

例年は、御池ロッジのマイクロバスをお願いし

ての尾瀬入りであったが、今年はシャトルバスで

沼山峠駐車場へ向かう。 

広葉樹や針葉樹などの植生を、車窓より観察学

習しながら沼山峠駐車場着。ここから樹林帯に入

ったが、残雪が少なく峠付近以外は木道が出てい

る状態。ほぼ乾いた木道（スリップの心配なし）

を歩き大江湿原へ出る。シカ柵は支柱があるだけ

でネットはまだ張られていない。シカはもう湿原

に入り活動しているのだから、雪融けと同時に柔

軟に対応してほしいと感じた。 
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湿原に雪は見られず、昨年同時期に行った特別

研修時と比較すると雲泥の差。この時期一面茶色

の大江湿原は妙な感じであった。 

 

昨年＝2015-5-3 撮影：大江湿原 

湿原周辺のミズバショウや、立ち上がったばか

りのヒメシャクナゲ、そして緑のギョウジャニン

ニクが目立った。昨年は湿原一面１ｍ位の残雪に

覆われ、第一大江川橋もＶ字に折れていたが･･･。 

 

今年＝2016-5-5 撮影：大江湿原 

 トイレは開いていたが、ビジターセンターや売

店は閉じていた。センター内にいた関係者によれ

ば、決められた当初の予定で動いているので早い

雪融けは想定しておらず、対応していないとのこ

と。シャトルバスは早くから運行し、入山者もい

るわけだし、シカの食害や踏み荒らしのことも考

えれば、もっと臨機応変に出来ないものかと疑問

を感じた。関係者によれば、ミツガシワはもう食

べられ始めているとのことであった。 

尾瀬沼ヒュッテのテラスで昼食。下山を開始す

る頃雨となり、雨具をつけての行動となった。 

今回の研修では、改めてこの地域での針葉樹や

広葉樹の種類と分布、草花、凍裂、発熱植物ザゼ

ンソウの話などが話題となり、有意義な時間を過

ごせた。 

近年 気温の日較差や年較差・降水量などに大

きな変化が起き、気候や気象が大げさに言えば目

まぐるしく変わる傾向にある。自然災害もあちこ

ちで多発、地球上の人間の生活と動植物の生育に

大きな影響をもたらしている。 

今年の尾瀬地域での少雪と早い雪融けは、湿原

の植物にとってどのような影響が出るかが懸念さ

れる。以上のことを感じた研修であった。 

（参加者）安部晃樹・磯部義孝・伊藤アケミ・大

山昌克・佐藤秀雄・円谷光行・永島 勲・鍋山智

之 （計７名） 

■福島側-第 1回活動報告 

2016/5/20（金）～22(日) 

指導員 飯沼 巳好 

 2016年度初めての活動が福島県御池で行われた。

例年ならば多くの残雪が燧ケ岳山頂部分に残り、

火打ちバサミの形もきれいに見えるのだが、今年

は降雪も少なく雪解けは 2 週間ほども早く、山頂

の沢筋に少しだけ、御池駐車場、沼山峠登山口に

も雪は見当たらなかった。         

 

（ザゼンソウ発見：すもうとり田代） 

20日（金）に三々五々、桧枝岐村のひのき屋に

集合したメンバーは檜の湯で汗を流した後、山菜

料理とお酒をたらふく楽しみ、明日の活動のパワ

ーを充電した。21 日と 22 日は朝 7 時過ぎより、

会津バス案内所脇に机をセットし活動を開始した。        
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予想した通り登山客は少ない。『まだ雪が残り、

ミズバショウを見るにはもう少し先が良い』と考

えていたのではないかと思う。バス添乗にハンデ

ィスピーカー2 台が加わり、強力な「助っ人」と

して活躍した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ダケカンバの枝ぶり：横田代）         

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真は御池田代を散策するメンバー） 

   

     （御池田代のミズバショウ） 

 活動後は御池田代から上田代、ヌメリ田代、横

田代と燧裏林道を探索した。小さなツボミを付け

た横田代のヒメシャクナゲの大群生には、じゅう

たんのように咲き誇った状況が目に浮かぶようだ

った。 

（参加者：12 名）飯沼巳好、伊藤佳美、磯部義孝、

大山昌克、坂本敏子、佐藤秀雄、菅野文子、円谷

光行、刀 光夫、鍋山智之、疋田正博、藤田隆美 

 

■群馬側-第 1回活動報告 

群馬側担当理事：小鮒 守 

1.日時 6月 3日(金)・6月 4日(土) 

am７時から１５時 

2.場所 鳩待峠(入山指導)/アヤメ平自然観察 

●今年度の入山指導に先立ち、尾瀬の現状把握

と情報収集の為、3 日午前 7 時より佐藤理事と 2

人で尾瀬ヶ原を視察した。7 時の鳩待峠は昨日の

ような寒さもなく気温 15℃ほどで快晴である。 

入山口の付近は今年より駐車場の整備が終わり

車の進入もなくなり、大きな広場に登山客も思い

思いに入山の準備をしていた。昨年までのバスや

タクシーに追い立てられる風景は今年からは無い。 

この広場の利用の在り方に､注目していきたい。 

今日はまだ入山者が少ない。100mほど進むとブ

ナやダケカンバの樹林帯でサンカヨウの出迎えで

ある。これから出会う尾瀬の花々に期待しながら

山ノ鼻へ向かうが、木々の様子が青々として初夏

を思わせる様子であり、6 月とは思えない景観で

ある。この時期木道わきのシラネアオイ・ムラサ

キヤシオ・ミネザクラ・ミズバショウも花が終わ

っていた。山ノ鼻から竜宮・見晴・東電小屋・鳩

待峠と回ったが、この時期の尾瀬ヶ原にしては乾

燥した夏の草原風景に驚かされた。いつもこの時

期満々と水をたたえた池塘とミズバショウは見ら

れず、霜枯れの哀れな姿の水芭蕉にも驚かされた。 

 

●6月 4日入山指導（7時 20 分）気温 15℃快晴。 

今日は土曜日とあって、観光登山者も多くバス

ツアーの集団がひっきりなしにやってくる。関西
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方面からの集団と外国人が増えているように思え

る。登山客はみな口々に、どこへ行ったら水芭蕉

が見えるか、との問い合わせが多い。至仏山の入

山規制を知らずにやってくる人も多く散見された

ため、安全登山と自然保護を主眼にした入山指導

や至仏山トイレアンケートも行った。リーフレッ

ト配布は 500 部・ピンバッチは 1 個・至仏山トイ

レアンケートは 8 名に実施。入山指導後は、登山

客で混雑している尾瀬ヶ原から横田代アヤメ平に

変更して自然観察、植物の勉強会を実施した。主

な花は、ミズバショウ・タテヤマリンドウ・エン

レイソウ・リュウキンカ・ショウジョウバカマ 

（参加者＝6名）大山・小鮒・佐藤・坂本・須賀・

菅野  

       

■福島側-第 2回活動報告 

2016年 6月 10日（金）～12日（日） 

福島担当理事 藤田 隆美 

6月 10 日（金）ひのき屋に午後 5時集合し前泊

した。翌 11日(土)は朝 7時からバス添乗解説と入

山指導、活動資金協力依頼などの活動をする。御

池駐車場から沼山峠へ向かうシャトルバスで添乗

解説を行った。出発するバスは 30分に一度程度で

特に混雑はなかった。今シーズンは例年になく降

雪が少なかったため、4月 29日には御池～沼山峠

間のシャトルバスの運行が開始された。この時期

にバスの運行が開始されたのは、入山指導が始ま

って以来最も早いようである。大山副理事長から

提供され

た資料に

よると、

檜枝岐村

における

2015 年

～ 2016

年冬季の最大積雪深は 135 ㎝。気象庁による積雪

深統計開始（1982/10 月）以来、少雪としては、

過去 3番目の記録（1990年 116㎝、1989年 130㎝）

であり、雪解け日は昨年に比べ 10 日以上、30 年

平均でも 1週間以上早かったようである。 

バス添乗解説では、今年購入した携帯型拡声器

を使用したので、声がバスの後方まで聴こえるよ

うになり、大きな声を出さなくてもよく、とても

楽になった。今後ともより分かり易い話ができる

よう努力したい。 

午前 10 時

30 分に添乗

解説を終了し、

参加者全員で

燧裏林道を横

田代まで移動

し自然観察を

した。御池駐車場から近距離にある御池田代には、

登山道のすぐ近くにクマ捕獲用の罠（写真）が仕

掛けられてあった。 

三条ノ滝や尾瀬ケ原へと続く燧裏林道は起伏の

少ない歩きやすい道で景色も良く、北西方面には

残雪のある平ケ岳がよく見えた。登山道沿いには、

純白のゴゼンタチバナや赤く密集するウラジロヨ

ウ ラ ク が

咲 い て い

た。横田代

では、ピン

ク の ヒ メ

シ ャ ク ナ

ゲ の 群 生

が素晴らしかった。 

青く小さなタテ

ヤマリンドウも

見ごろを迎えて

いる。湿原を白く

覆うワタスゲは

綿毛を付け、花の

咲き誇る楽園散策であった。この日も桧枝岐村ひ

のき屋に引き続き宿泊。 

12 日（日）晴れ 午前 7時～10時 30 分までバ
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ス添乗解説（尾瀬御池～沼山峠）入山指導、活動

協力金依頼等の活動をした。 

（参加者/11名） 

磯部義孝、伊藤佳美、大山昌克、小鮒守、坂本敏

子、管野文子、円谷光行、鍋山智之、疋田正博、

藤田隆美、若松真  

 

 

 

 

 

■2016年度後半-活動予定（概略） 

 

初秋から晩秋にかけて活動は行われます！ 

①福島県側入山指導等（担当：藤田/鍋山） 

第５回目 10/8(土)～9(日) 

 ※入山指導はシャトルバス内で添乗解説、午後

は調査活動や観察会など 

②群馬県側入山指導等（担当：小鮒/佐藤）  

第 4回目 9/3（土） 

 ※入山指導は鳩待峠にて実施、午後は調査活動 

や自然観察会など 

③特別研修（担当：鍋山/佐藤） 

9/10（土）～11（日）：月山登山 

10/1（土）～2（日）：芳ヶ平湿地群 

④尾瀬アカデミー 

（尾瀬インタープリター養成講座） 

（担当：円谷）第 2回研修（福島・群馬合同） 

10/8（土）～9（日） 

 

■尾瀬ニュース 

①沼尻トイレ再稼働 

2015年 9月に沼尻トイレは、休憩所焼失の影響

で使用不可が続いていましたが、本年 6 月 3 日よ

り再稼働しました。尾瀬沼と尾瀬ヶ原を結ぶルー

トに位置しており、早期の再稼働が待ち望まれて

いました。 

②見晴新道-新ルート開通 

2011 年の新潟・福島豪雨（会津豪雨）災害や、

2013年の台風の影響により通行禁止措置が続いて

いましたが、新しいルートによる燧ヶ岳登山道が

7月 3日開通しました。 

③鳩待峠第 1 駐車場の車両進入禁止措置 

鳩待峠第 1 駐車場が廃止され、バス、タクシー

などの車両による乗降は、第 2 駐車場のみとなり

ました。有料トイレ（100円/回）も設置され、本

年より利用開始です。 
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編集後記  

2016年の尾瀬は、記録ずくめの少雪に加

え雪解けも早く、関係者は大わらわのスタ

ートとなった。尾瀬沼ヒュッテは例年より

3週間早く営業開始、シャトルバスは 4月

29日より運行を開始した。永年勤務されて

いるバスの運転手さんは、入社以来 4月に

運行するのは初めての経験、と口々に言う。

5月上旬には、大江湿原から雪が消え大草

原に変貌。山開き時には、尾瀬ヶ原のミズ

バショウは既に終わり、遅霜の影響でコバ

イケイソウは花芽を付けることなく立ち枯

れの様相。池塘は小さな水たまりとなって

いる。水量不足は否めず、多くのハイカー

は落胆した春となった。湿原の植生にとっ

て、雪や水が貴重な資源であると改めて思

う。（大山） 
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