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「生物多様性から考える私たちの活動」 

副理事長 初谷 博

1.生物多様性(Biodiversity)とは何だろう 

  生物学（Biological）と多様性（Diversity）

を組み合わせた言葉で、２０世紀後半から開発

途上国を中心とした自然破壊が世界全体をも脅

かしかねない「環境問題」を引き起してきた時

期にできた。 

  この言葉の意味は地球上に存在する生き物た

ちの豊かな個性とつながりのこと。

生物が誕生して 40億年という長い

歴史の中で様々な環境に適応し、

3,000 万種ともいわれる多様な生

き物が生まれた。これらの生命は

一つひとつに個性があり、すべて

直接的、間接的に支えあって生き

ている。 

2.生物多様性条約が出来た背景とは 

  関連する条約に１９７３年３月にワシントン

DCで採択された「ワシントン条約」があり、こ

れは絶滅の恐れのある野生動物の種の国際取引

に関する条例。また１９７１年 2月にイランの

ラムサールで採択された「ラムサール条約」は

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に

関する条約である。これらの条約を補完し生物

の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可

能な利用を行うための国際的な枠組みを設ける

必要性から、１９９２年５月にリオデジャネイ

ロの地球サミットに合わせ、世界 193か国とＥ

Ｕ諸国で採択された。 

3.生物多様性の 3つのレベル 

①生態系の多様性：森林、里山、河川、湿原、

干潟、サンゴ礁などいろいろなタイプの自然

がある。 

②種の多様性：動植物から細菌などの微生物に 

いたるまで、いろいろな生きものがいる。 

③遺伝子の多様性：同じ種でも異なる遺伝子を 

持つことにより、形や模様、生態などに多様

な個性がある。 

4.生物多様性を脅かす主な要因 

① 生息域の改変：沖縄で行われよ

うとしているサンゴ礁の埋め立てや

焼畑による生息環境破壊など。 

② 外来生物による生態系のかく

乱：外来種が在来種を捕食、交雑し

て遺伝的なかく乱をおこす。 

③ 過剰な資源利用：日本ウナギや南インド 

マグロの乱獲で代表される資源枯渇や熱帯林 

の乱伐や伐採による森林の減少など。 

④ 地球の温暖化：氷河や極地の氷が温暖化 

で溶け海面上昇、海水温の上昇などで地球規 

模の異常気象が発生し、動植物の３０％は絶 

滅の危機にある。 

⑤ 地球規模の汚染：各種の公害問題、特に 

プラスチックごみが引き起こすマイクロプラ 

スチックの海洋生物への影響は大きな問題に 

なっており、直近の調査では人体の内臓から 

検出されている。 

5.絶滅のおそれのある野生生物を守る 

上記の５つの要因を受けて、日本の野生生物 

の約３割が絶滅の危機を受けており、このス 
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ピードは自然状態の１００から１０００倍と 

も言われている。 

6.これからの私たちの活動 

かけがえのない地球上のすべての命を守るため、

またどれだけ尾瀬保護の

ためになるのかという観

点で、ひとり一人が考え

た行動をするとともに、

参加を期に「ＮＰＯ法人

尾瀬自然保護ネットワー

ク」として活動していくことの意義を深めていく

機会としていただきたい。 

 

■「山の日」制定記念事業（福島側） 

 

尾瀬自然（無料）ガイド～参加者 27 名 

理事/事務局長 円谷光行 

 尾瀬の自然を親しむ個人・グループを募集し、

尾瀬の魅力・歴史・保護の大切さなどを伝え、山

岳地帯で自然とのふれあいを楽しむことを目的と

して開催されて、今年で３年目を迎えました。 

 参加者は昨年より少なく27名、朝は雨のため「山

の駅」御池の軒下で受付確認を済ませ食堂の一部

で開会式を行いました。午前 8 時 10 分に会津シャ

トルバスに乗車し、磯部理事長が尾瀬の特徴など

添乗解説を行い沼山峠駐車場に到着。 

 1 グループガイド 2 名（指導員）で 6 グループ

を編成し、それぞれ登山の注意点・歩き方・コー

スの説明・健康状態等の確認後に準備運動を行い、

約２分の間隔をおいて登山開始をしました。 

 尾瀬の経験１～２回の方、ベテランの方、親子

での参加などがあり、興味深くガイドの説明に耳

を傾けながら小雨の大江湿原の静かな美しさを堪

能しました。午後はすっかり天候が良くなり景色

を眺めながら木道を軽やかに歩かれました。 

また、参加者は湿原を渡る爽やかな風を感じな

がら燧ケ岳や尾瀬沼に広がる雄大な絶景を楽しみ

ました。 

 コースは昨年と同じく沼尻（沼尻平）の往復（約

12 キロ）で行われ、午後 3 時 30 分には全員元気

に怪我もなく満喫され、満足感にあふれた笑顔で

沼山駐車場に着きました。 

 帰りには当尾瀬ネットワーク活動協力金として

寄付をお願いしたところ快く提供されました。「山

の日」記念品として当会のシンボルバッジ（オゼ

コウホネ）を贈りました。 

 

第５グループメンバー（小淵沢ノ田代分岐にて） 

午後３時５０分、閉会式が行われ理事長より 

「この美しい尾瀬の自然を後世に残すため、皆

様の自然保護への深いご理解と当尾瀬ネットワー

ク活動へのご協力を願います」との話しがあり記

念事業が無事終了いたしました。 

 

       ＜ガイド担当＞       

前列左から・高槻弘美・佐久間治光・菅野文子・

横田 隆 

後列左から・伊藤広志・庄司利則・初谷 博・磯

部義孝・佐藤秀雄・刀 光夫 

 

                   

   



                            NPO 法人尾瀬自然保護ネットワーク 

3 

 

■シカ柵撤去作業（ボランティア） 

指導員 菅野文子 

尾瀬の見事な紅葉の季節が今シーズンの終わり

を告げる中、尾瀬保護財団より要請を受け、大江

湿原から尾瀬沼周辺の鹿柵撤去作業ボランティア

に参加しました。 

実施日： 10 月 13 日(土） 

集合：尾瀬沼ヒュッテ前に 10 時 30 分 

参加者：約 50 名（会津森林管理署南会津支署、 

        ボランティア団体、高校生など） 

主催： 南会津尾瀬ニホンジカ対策協議会 

 朝から快晴の絶好の散策日和。御池駐車場から

バスに乗り沼山峠まで。途中ブナ平は黄葉が進み、

いつもながら雄大な景色に見惚れました。峠の下

りは木道が荒廃し大変危ない状態の所があります。

大江湿原を進むと葉っぱが生い茂り時にはわから

なかった右手のダケカンバの裾野辺りにまで鹿柵

がずっと張られているのが見えました。この柵が

大江湿原から尾瀬沼周辺に約 3.5 キロ続いている

とのことです。 

 

  ヒュッテ前に各ボランティア団体が到着集 

合して開式、会津森林管理署南会津支署の方 

から鹿柵撤去作業の説明を受け、ビニールひ 

もを切るカッターやハサミなどを持ち、各担 

当の場所まで向かいました。普段は入れない 

木道から外れたコースです。鹿柵はかなり頑 

丈なポールを支えに、三つ折りとなる金網が 

ビニールひもで結ばれています。そのひもを 

一つずつカッターなどで切り外していく作業 

です。 

金網と金網を支える細いポールは、雪の重 

みに負けないよう笹の上に倒し、来年の春の出番

を待ちます。 

 

作業は約 1ｋｍほどですが、10 グループのチ

ームワークの良さに、あっと言う間に終わりま

した。主催の方々は、次回はもう少し距離を伸

ばして引き続きお願

いしたいという感想

のようでした。参加

してみて尾瀬の自然

を守る活動をしてい

る方々が実にたくさ

んいらっしゃることに感動しました。 

鹿の進入を防ぐことでニッコウキスゲの花が増

え、美しい景色を沢山の人が楽しめるように今後

も協力したいと思いました。 

尾瀬ネットの参加者：  菅野、庄司、刀、鍋山 

 

■群馬側 -（第5回）活動報告 

＜笠ヶ岳植生調査＞         

担当理事 小鮒 守 

２０１８年８月１０日（木）～１１日（金） 

鳩待峠（7時）天気：曇り気温１６℃   

 

「山の日」無料ガイドの予定であったが、希望

者がなく笠ヶ岳植生調査を実施することとした。

雨は上がったものの、台風１３号の影響がどの程

度なのか、不安の中での活動開始である。今日の

行程は往復約１４ｋｍかつアップダウンのキツイ

尾瀬の中ではタフなコース（登山開始７時１０分）。

至仏山東面道はぬかるみ状態であり慎重な登りと

成らざるを得ない。約１時間４０分で笠ヶ岳の分

岐到着。ここからは木道もなく泥濘な登山道。登
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山者は我々だけである。 

森の中から小笠が見え始め、その後ピークを数

回超え最後に蛇紋岩を登り終えてやっと調査地点

に到着。エネルギー補給のため、調査開始前に昼

食を摂った。 

 

調査予定地の小笠南面は岩盤が大きく傾斜が緩

い安定した地点である。今年の雪解けは例年より

早いうえに記録的な暑さが続いたためなのか、昨

年と違い植物も大きく育ち植生の密度が高く調査

にかなり手間取る。 

第 1 ポイント調査は一時間ほどで終了し、第 2

ポイントである笠ヶ岳-東肩へ向かう。ここは山頂

直下の斜面であるが、登山道の上部法面から表層

土壌の下方移動が激しく、一部の登山道が埋まる

ほどであった。そのため例年の調査地点を特定す

るのに時間をかなり費やしてしまった。 

毎年数十㎝の土壌移動が確認されているものの、

植物の発生、生息状況はいつもの年と変わらない

ようである。この雪田植生地を後世に残すために

も、関係機関に早急に保護の手段を講じてもらい

たいと願う。 

今晩の宿は鳩待峠山荘に４名、龍宮旅館３名と

分かれての宿泊となる。（調査報告は別途作成予定） 

  参加者（計７名）：伊藤（ア）、大山・小鮒、 

坂本、須賀、中島、長島.  

                             

■群馬側-（第６回）活動報告 

   ＜尾瀬ヶ原自然観察＞  

担当理事 小鮒 守  

２０１８年８月１２日（日） 

鳩待峠（7時）天気：霧・曇り 気温１５℃ 

 

霧のため天候がはっきりしない中、入山指導用

ベースを設置。入山者も少なく青空を期待しての

活動開始。 

夏の花を代表するニッコウキスゲも終盤であり、

クマの出没報告もあり、安全登山の呼びかけを中

心に行った。 

９時尾瀬ヶ原へ自然観察開始。石畳も木道も雨

上がりでかなり滑りやすい状況であり下り坂を小

股でゆっくりのペース。ヨセ沢付近では昨年あた

りからツバメオモトが数株は目立つようになった。

テンマ沢ではミズバショが哀れにも根元から切り

倒されている。クマの出没を考えてのことらしい

が、特にこの近辺は徹底した下草刈りが盛んであ

る。自然との共生・自然保護考えると、もう少し

良い方法があるのではないかと思わずにいられな

い。いくら観光地化している尾瀬ヶ原と言えど、

自然が優先なのか人間(観光)なのか、ひとつ考え

てみてはどうでしょうか、○○財団さん････と言

いたくなる。逆さ燧の地塘では何とオゼコウホネ

５株の花を見ることができた。 

 
参加者（8名）：伊藤（ア）、大山、奥井（緑の地球

防衛基金）、小鮒、坂本、須賀、中島、長島. 

 

■群馬側-（第7回）活動報告    

担当理事 小鮒 守  

 

＜外来種植物調査・尾瀬ヶ原自然観察＞ 

２０１８年８月２５日（金）～２６日（土） 

 鳩待峠（7時）天気：曇り・晴れ 気温１７℃ 

 

８月後半となると、尾瀬も草花の乏しい季節を迎

え、例年 8 月下旬の入山者は少ない。鳩待峠は閑

散として静かな朝を向かえている。 

天候は好天とまでは言えないものの、時々青空
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も見え、自然観察には「もってこい」の一日とな

った。入山指導後はこの静かな尾瀬をゆっくりと

味わってみた。 

 

山の鼻ビジターセンター近くでクマの出没情報。

研究見本園は特に要注意で、周囲には「くくり罠」

の設置がなされた。山の鼻休憩所のすぐ近くがク

マの通り道のようだ。クマ出没の警告もありより

静かな研究見本園をじっくり観察ができた。 

参加者（3名）：大山、小鮒、永島. 

    

■群馬側-（第８回）活動報告 

＜外来種植物および湿原環境調査＞    

担当理事 小鮒 守  

２０１８年９月２８日（金）～２９日（土） 

鳩待峠（7時）：天気：雨のち曇り 気温１２℃ 

 

気温は初秋の感じではあるが、尾瀬に向かって

くるような進路の台風２４号の影響で、入山者も

少ない小雨の中、活動を開始する。入山指導も早々

に、尾瀬ヶ原の自然観察と外来植物調査に向かう。

尾瀬ヶ原は草紅葉、ヒツジグサの紅葉が美しくま

た夏の名残のオゼコウホネも花を咲かせ、モウセ

ンゴケも見事な紅葉を我われに見せてくれた。 

 

雨と風に加え、肌寒さも感じたため早々に下山

し今年一年の活動を終了。ご参加いただき本当に

ありがとうございました。来年度も群馬側の活動

よろしくお願いします。 

参加者（7名）：伊藤（ア）、大山、小鮒、坂本、 

鈴木（恵）、円谷、長島.  

 

●＜尾瀬が多くの方のご参加を待っています＞● 

尾瀬は群馬側、福島側の双方でそれぞれ違った魅力的

な美しさがあります。尾瀬は尾瀬を守ってくれる方々、

特に尾瀬ネットの皆さんの訪れを待っています。 

2018-夏尾瀬 

 

 

2018-秋尾瀬 
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■2018 尾瀬アカデミー  尾瀬を守る素敵な新メンバーです！ 

●群馬側 7/7～7/8＆10/13～14 

【7/7-土】天気：曇り時々小雨（宿泊/龍宮旅館） 

8：15 鳩待峠発→（木本層、林床の植生観察）→研究見本

園（湿原の植生観察）→11：00 昼食。11：30 山の鼻発→

鳩待峠に戻る 12：20→至仏山方面（2.8Km）（登山道の荒

廃状況確認）→原見岩（1902ｍ＝蛇紋岩質の土壌観察）

→14：20→鳩待峠～龍宮旅館着 16：30。18：00 夕食/懇

親会 19：30～座学（DVD などを用いた座学）～20：30 

【7/8-日】天気：曇り 

8：00 鳩待峠発→尾瀬ヶ原上田代中心に湿原観察（湿原の

植生、ハッチョウトンボなど）→牛首（尾瀬の山々の成り

立ちの歴史、水力発電計画）→下の大堀川（ニッコウキス

ゲ）→山の鼻→鳩待峠 14：00 解散） 

【10/13-土】大清水発 8：50～一の瀬発→9：20→取水口

10：30→三平峠 11：15 三平下集合 12：45（合同研修） 

【10/14-日】（帰路）ヤナギランの丘発 10：30→三平下→

三平峠 11：15→一の瀬→（12：35～旧道）→大清水 13：

55（解散） 

 

 

●福島側 7/14～7/15＆10/13～14 

【7/14-土】天気：晴れ（宿泊/燧小屋） 

8：50 御池（開校式）～9：00 尾瀬御池出発～沼山駐車場

～9：30 準備運動。沼山登山口～沼山峠～大江湿原～尾瀬

沼～浅湖～沼尻～白砂湿原（段小屋坂）～見晴～竜宮往復

～16：10 燧小屋（泊） 

【7/15-日】天気：曇りのち晴れ 

6：45 見晴～竜宮分岐～ヨッピ橋～東電小屋～赤田代～段

吉新道～上田代～御池田代～14：40 尾瀬御池（閉校/解散） 

【10/13-土】天気：曇りのち晴れ 

8:50 御池（開校式）～9:00 尾瀬御池出発～沼山駐車場～9：

30 準備運動。沼山登山口～沼山峠～大江湿原～尾瀬沼～

12:20 三平下（A/Bコース合流）：対面式～南岸コース～沼

尻～北岸コース～大江湿原～尾瀬沼～16:40 尾瀬沼ヒュッ

テ（泊） 

【10/14-日】天気：曇りのち晴れ 

7:15 閉校式（尾瀬沼ヒュッテ）～8:00 旧ゴミ捨て場～元

長蔵小屋西側護岸～ビジターセンター館内：スライドショ

ー見学～ヤナギランの丘（平野家の墓）～10:30（A/B解散） 

※写真は新メンバー＆当会同行指導員 10/14（尾瀬沼湖畔） 
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■2018 新会員の一言 

大庭和夫さん（福島）「尾瀬アカデミー2018 に参加して」 

２０代の頃、一度はと思

っていた尾瀬を初めて訪

れた。その時の尾瀬ヶ原の

すがすがしさを今でも覚

えている。その尾瀬に自然保護の指導員として、

これからも関わって行けることを嬉しく思ってい

る。 

尾瀬の自然と環境を更に勉強し、その保護と現

代の病める人々のレジリエンスを高められるよう

な働きかけを行っていけたらと、改めて意識した。 

坂本守寿さん（福島）   「瞼の尾瀬へ自然保護」 

私自身の尾瀬感は、会津

の奥にあり清楚で近寄り

難い特別な場所でした。そ

こへ約３０年位前に縁が

あり３人で訪れました。この最初の尾瀬行きで、

道に迷いほうほうの体でも帰れた事が変な自信に

なり、尾瀬への地図上の道を踏破・日帰りの沼山

峠から至仏山往復。 

 その後春夏秋のシーズンには、参加者を募って

感動を共感。 

 あの当初の頃の尾瀬を取り戻したく、愕然とす

る事実も踏まえ取り組みたい。 

五十嵐方隆さん（福島） 「尾瀬アカデミーって？」 

新聞紙上で偶然見つけた

案内で申し込みました。尾

瀬の自然保護を目的とする

非営利活動組織で豊富な知

識経験を保持する尾瀬大好き人間の集まりと申せ

ましょう。 

延べ 4 日間の研修で沢山のことを学びました。

メンバーの情熱と深さは正に敬服に値します。 

自信はありませんが指導員の一員として信頼さ

れるように研鑽を積まなければなりません。 

 

 

伊東順子さん（福島）    「尾瀬を知る」 

高山植物、ニッコウキス

ゲ、草紅葉… 

2 年前から登山を始めた私に

とって、尾瀬の広大な自然、

非日常的な静寂した空間は、とても新鮮で魅力的

でした。 

 この美しい自然を守りたい。次の世代へ受け継

いでいきたいという思いを多くの方が多かれ少な

かれ持っていることでしょう。それを実行してい

きたい。そして、何度でも足を運び、尾瀬のこと

を知りたいと思います。 

高槻弘美さん（福島）「尾瀬の自然を後世に伝えよう」 

絵心があれば筆を取り

たくなるような尾瀬。訪れ

る度その美しさに魅了さ

れます。 

 今回、負の遺産の現状、

今なお山積みする課題に光と影を痛感。 

 水が潤す奇跡の自然で絶妙なバランス上の生態

系、わずかな環境変化や人為的行為で瞬時に壊れ

るなどを享受し、保護保全活動の一助となれば幸

いです。 

「みんなの尾瀬 みんなで守り みんなで楽し

む」 

西田玲子さん（東京）  「尾瀬と私」 

初めての尾瀬を訪れたの

は 12 年前でした。裏燧から

尾瀬ヶ原に抜けるコースを

皮切りに、アヤメ平から尾

瀬沼、至仏山、三条の滝…。 

季節を変えて繰り返し友人や家族とまた一人で

訪れています。いつ来ても美しい尾瀬ですが、ご

み持ち帰り運動発祥の地、自然保護運動の象徴と

いわれた尾瀬の綺麗ごとばかりではない歴史も学

んで行こうと思います。 

 

 



    NPO 法人尾瀬自然保護ネットワーク 

8 

 

●2018尾瀬アカデミーアルバムより 

（福島側） 

 

 

 

（群馬側） 

 

 

 

福田佳代さん（群馬） 「研修会に参加した感想」 

群馬にいると尾瀬というの

は何か良い意味でも悪い意味

でも、特別な場所という印象が

あります。湿原の中に足を踏み

入れれば、数十年分の自然の営みを破壊するとか、

尾瀬で発見された貴重な植物の宝庫で、そこでしか

味わえない素晴らしい自然があるなど、色々な話を

耳にします。 

 「そうだ、自然保護グループの研修会に参加してみ

よう。そうすれば自然破壊しないぞ」と思い、参加

しました。もちろん、尾瀬に行ってみたいという希

望は叶いました。その期待以上に自然保護ネットワ

ークの研修会は充実していて、学ぶことの多いもの

でした。申し込みは WEB サイトをよく読んで決めま

した。活動内容も自然保護には必要なものであるし、

活動期間も長いので、きっと素敵な研修になるだろ

うと思っていましたが、期待通りで満足です。 

 

秋元淑子さん（埼玉） 「驚きの連続の尾瀬」 

三平峠へ向かう途中登山道を

はずれ、尾瀬沼の水が群馬側に

流れる出る箇所を見学しまし

た。今まで尾瀬の水は只見川へ

と福島側にのみ流れると思っていたので、これは驚

きでした。これって知っている人少ないよね、どう

してなのだろうと。また沼尻で木道をはずれ、藪漕

ぎしてぽっかり空いたその場所はゴミが１ｍ以上地

層のようになっています。山小屋が出したゴミ捨て

場だったとか。尾瀬って自然保護運動発祥の地、ゴ

ミの持ち帰りを日本で最初に実施した場所なのに何

で、どうしてなのかと頭の中でぐるぐる回ってしま

いました。ハイカーや観光客が知らない面を見せて

いただき複雑な思いでしたが、これも実際にあった

現実だと納得せざるを得ません。夜の交流会は楽し

く勉強になり皆さんの自然に対する真摯な思いがひ

しひしと感じられました。植物の名前や自然の成り

立ちを知ることも楽しく、また尾瀬の別の一面を知

ることもできました。 
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また尾瀬でお会いしましょう！ 

 

 

さっそく、黄色のユニフォームを着用！ 

撮影者：当会監事・須賀邦雄氏他指導員 
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・10 月の尾瀬アカデミーを最後に、年内のフィ 

ールド活動は終了しました。新しい仲間が増え 

2016 年 6 名、昨年 5 名、本年は 8 名と、うれ 

しい限りです。また群馬、福島の各活動に多く 

の方が積極的にご参加いただき、ありがとうご 

ざいました。 

 

・2018 年の夏は尾瀬でも記録破りの猛暑でした。 

平年では年 20 日間の「夏日（25℃以上）」が 51 日、 

5 年間で 1 回程度の「真夏日（30℃以上）」が、 

今年は 16 日もあり、真夏日の最高気温は、33.2℃

とすべて統計開始（1977 年）以来の記録更新 

でした。（速報ベース/山の鼻） 

・尾瀬沼は間もなく一面の銀世界に変わります。短

い秋も終わり、この会報がお手元に届く頃には、尾

瀬ヶ原のすべての橋の板が撤去されます。 

 

○当会のスケジュール 

 

2018/11/2（金）第 1回理事会（東京）10：00～ 

議題：2018年度の活動報告 

     会計の中間報告   

2019年度の活動計画(概案) 

2019年度の通常総会開催（案） 

11/2（金）緑の地球防衛基金 

「第 12回研究・活動報告プログラム」参加 

 

2019/1/19（土）：17：00新年会 

会場：郡山市「ホテルバーデン」（詳細未定） 

郡山市安積町成田字島ノ前 2-3 

（TEL.024-947-7777） 

2019/1/20（日）：10：00第 2回理事会 

会場：郡山市「ホテルバーデン」 

2019年度の活動計画案など決定 

2019/4/21（日）：13：10通常総会開催 

会場：大宮ソニックシティビル 805号室 

        編集後記 

 尾瀬国立公園の“基本方針”とも言える尾瀬ビジ

ョンが 2018/9/10 に改訂された。これに伴い環境省

の管理計画書も随時見直しがなされるはずだ。 

改定理由の第一に挙げているのが“人口減少とレ

ジャーの多様化”だ。また次の理由に“外国人旅行

者の増加”だそうだ。気候変動、シカの影響も理由

に挙げている。どれもビジョン変更の理由になるの

かと首をかしげたくなる。尾瀬を取り巻く社会的環

境変化に『入山者の減少に伴い経営状況はかつてと

比べ厳しく、山小屋などの宿泊業は厳しい経営を強

いられている』とも記されている。「かつて」とは

いつのことかは書かれていない。確かに単独国立公

園ができた 2007 年の尾瀬入山者は 35 万人、2017

年は 28 万人と当時の約 8 割となっている。ビジョ

ン変更の理由付けは全く腑に落ちないとともに「鮮

度感」は全くない。また尾瀬を守り続けるため、利

用者などからのより一層の資金的・人的サポートが

求められているとも羅列されている。一方、旧尾瀬

ビジョンの基本方針「科学的知見に基づいて保護と

利用を考え、保護を超えない利用を原則とする」が

消された。誰のためのビジョン改定なのか（大山） 
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