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尾瀬、野生動物の脅威 

理事長 磯部 義孝 

                

尾瀬国立公園において二十数年前から二

ホンジカによる食害が発生し、貴重な高山植

物が激減しました。特にニッコウキスゲの食

害はひどいものでした。シカの食害対策とし

て、環境省や地元自治体がシカ柵の設置を試

み、尾瀬保護財団やボランティアの協力を得

て、数年がかりで侵入経路に柵を廻らせ、一

定の成果を見ることができました。しかし柵

のない部分から沼に入り、沼を泳いで大江湿

原に入るシカもいるようです。（尾瀬沼ビジ

ターセンター確認） 

シカ柵の設置により被害が減少し、少しず

つニッコウキスゲの群落が回復の兆しが見

えてきました。シカとの駆け引きは今後も

延々と続くものと思われます。 

鳩待峠の積雪は 5 月 6 日に消雪となり、尾

瀬沼の積雪も 55cm となりました（5 月 12

日現在）。5～6 月には日光方面より今年もシ

カはやってくるのでしょう。なお 2020 年度

の尾瀬内のシカ捕獲は尾瀬ヶ原 59 頭、尾瀬

沼18頭、大江湿原13頭と報告されています。 

【ツキノワグマの増加】 

次の脅威はツキノワグマです。一時期ツキ

ノワグマは「レッドデータブックふくしま」

において注意（種）として指定されるほど少

ない状態でした。しかし近年では人里はもと

より街中でも目撃情報が後を絶ちません。環

境省によれば、2020 年の福島県内の「クマ

出没・目撃件数」は 600 件を超えてきました。

また尾瀬内でもクマの目撃情報が 190 件に

およびました（尾瀬保護財団による集計）。 

 

＜樹液を求め樹皮を剥ぐクマ-白砂峠-2016/0717＞ 

尾瀬の場合も、木道の排泄物からみてもか

なりの個体数が尾瀬の稜線内で生息してい

るものと思われます。またシカ柵を壊して湿

原に入り込むなど被害も出ています。昨年よ

りコロナ禍の影響を受け、入山者の減少によ

り動物が安心して木道を歩きまわっている

ことが推測できます。 

東北地方の各地での目撃情報からみても、

間違いなくツキノワグマの個体数が増加し

ています。要因は幾つかあると思います。ハ
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ンターの高齢化による減少、銃規制の厳しさ、

狩猟法の制限などもあると思います。またク

マのエサ不足もあると思います。冬眠に備え

るクマたちの高カロリーな食料であるブナ

の結実は、極めて悪い状態であり、エサ不足

のため、人里へ近づいたことも考えられます。 

環 境 省 自

然 環 境 局 公

表の「堅果類

の 着 花 結 実

情報」は、環

境 省 に よ る

都道府県からの堅果類の聞き取り調査情報

です。福島県（令和 2 年秋期）の堅果類の実

りは厳しい状態でした。また隣接する群馬県

のブナは「大凶作」であり、尾瀬に生息する

クマのエサは「並作」のミズナラに絞られて

きます。昨年の会報（2020/11 月号）、群馬

側報告として「頭上 3ｍ以上のミズナラの枝

には、山の鼻に至る木道脇でさえ、たくさん

のクマ棚がありました。」の記述があり頷け

ます。 

 

＜木道の上にクマ棚-山の鼻-2020-1004 撮影＞ 

福島県内の 2020 年度ツキノワグマの捕獲

頭数は、2016 年に比べ約 2.5 倍の 852 頭と

なり、記録更新です。 

＜※出典/環境省自然環境局-野生鳥獣の保護および管理＞ 

ツキノワグマやイノシシが出没し、その場

にハンターがいても銃を使用することは出

来ません。監督官庁に害鳥獣駆除申請を提出、

認可を得てからでないと銃の使用は出来ま

せん。街中に出没して警察が出動し捕獲して

も、一部は山に放さなければならないようで

す。以前には、里山近くの民家では犬の放し

飼いがありました。この頃は人家近くにクマ

やイノシシが出るなどことなかったと思い

ます。 

特にこ

れから山

菜採りの

シーズン

になりま

す。また

登山やハ

イキングにしてもクマとの遭遇は避けたい

ものです。「もし、クマに出会ったなら」と

専門家はいろいろな対処方法を話していま

すが、「これぞ」と言った方法はないように

思います。会わないための対策をとることが

最も大事です。特に母子グマは極めて危険で

す。 

【イノシシも脅威】 

最後はイノシシです。以前の福島県（原発

事故前）では県の中央を南北に流れる阿武隈

川と、これに並行する国道四号線を境として、

東の阿武隈山系にはイノシシ、西の奥羽山系

にはツキノワグマと生息場所がはっきり分

かれていました。 

し か し 10

年前、東電福

島第一原発で

の事故により

双葉地方の全

住民が避難しました。イノシシにより放置さ

れた田畑の食い荒らしが始まりました。繁殖

力旺盛なイノシシは個体数を増やし、雪国で

福島県 捕獲頭数

イノシシ 30738

二ホンジカ 1065

2019（令和1）

ブナ 凶作

ミズナラ 並作

コナラ 凶作

福島県-堅果類の着花結実情報

（2020年秋期） 福島県内クマ捕獲 【単位：頭数】

2016（平28） 344

2017（平29） 204

2018（平30） 254

2019（令01） 556

2020（令02） 852
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ある尾瀬のふもとの南会津まで生息場所を

拡大しています。まさに過疎と温暖化で爆発

的な増加です。    

2019 年福島県のイノシシの捕獲数は、5

年で 1.9 倍の 3 万頭を超えました。またすで

に尾瀬でも少数ですがイノシシが定点ビデ

オで確認されています。イノシシの破壊力は

相当なものがあります。これに入り込まれる

とシカ害の比ではなく、湿原は壊滅的な状態

に陥ります。今後はシカの食害に次ぐイノシ

シの地下茎の堀起こしと攪乱が特に懸念さ

れます。 

              

〇2021 群馬側活動報告 

群馬側担当理事 須賀邦雄 

        小鮒 守                      

活動日 4/23（金）前泊 

4/24（土）～25（日） 

【至仏山の残雪計測調査】気温 9.9℃、快晴 

今年度より群馬側では尾瀬の残雪計測調

査を行うこととした。 

4 月 23 日（金）戸倉～鳩待峠間のシャト

ルバスが開通、翌 4 月 24 日（土）に、至仏

山の残雪計測を行った。5 月に入ると至仏山

は植生保護のため、入山が禁止となるため、

4 月中の活動となった。コロナ禍にもかかわ

らずボーダーやスキーヤー客で賑わう中、ア

イゼンを付け、計測用メージャー、ＧＰＳな

ど器材を担ぎ 4 名は急峻な至仏山を登る。 

・至仏山残雪 3 地点計測（4/24 実施） 

標高ｍ 計測値 位置 

1702 109cm 夏の登山道の上（ＧＰＳ確認） 

1781 170cm ダケカンバに棒状のメジャー設置 

2079 110cm 小至仏山直下の岩場 

＜ダケカンバにメジャーの設置＞ 

 

＜標高 1781ｍ＝170cm＞ 

＜小至仏山直下（登り始めから約 3 時間）＞ 

 

<標高 2079ｍ＝110cm> 

【尾瀬ヶ原の残雪計測調査】 

4/25（日）早朝より尾瀬ヶ原の積雪計測を

開始する。気温 2℃、曇。 

山小屋の玄関前は雪を踏み固めた状態で

あるが、木道や池塘脇に設置された木製ベン

チもすべて雪の中。湿原を覆ったシャーベッ

ト状の雪の下は、雪解け水が流れている。見

えない木道の上を慎重に歩かねばならない。

木道の踏み抜きや、薄氷に足をとられれば腰

辺りまで水没は免れない。かなりヒヤヒヤの

歩行である。山の鼻から上田代を木道に沿っ

て順次計測を開始、標高はいずれも 1400ｍ。 
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＜尾瀬ヶ原残雪 6 地点計測（4/25 実施）＞ 

 

＜No.3 高架木道上（残雪＝50cm）＞ 

 

＜木道上の雪は中が空洞化している＞ 

尾瀬の降雪は同時性であると思われるが

山の地形や樹木が風衝となり、強風の通り道

となる雪は飛ばされ、一方雪の吹き溜まりと

なる箇所も示現される。標高が同じでも積雪

量には濃淡がある。雪の下にある水道の影響

や、地表面の「微気象」の違いが残雪量の違

いになっていると考える。 

尾瀬ヶ原の冬期気象観測を止めてから 10

年を経過した。そのため積雪量の経年的変動

は明らかになっていない。人工物が少なく、

ヒートアイランドの影響を受けづらい尾瀬

は、気象変動の観測に好条件であるのに残念

である。 

尾瀬の積雪量の計測は、今後とも継続をす

るが、冬期尾瀬のアクセスを考慮すると、年

1 回の観測とならざるを得ない。過去データ

や尾瀬近隣の気象データを駆使して積雪深

変動の相関性を解析していく予定である。 

＜No.5 逆さ燧ヶ岳ベンチ付近（残雪＝55cm）＞ 

 
 ＜オゼコウホネ開花の「指標沼」＞ 

【尾瀬の鳥類基礎調査】 

本年より鳥類の生息確認の調査を開始し

た。しかし尾瀬ヶ原はキツツキのドラミング

は聞こえるものの、鳥影はほとんど確認でき

なかった。2 羽のハシボソガラス（撮影済み）、

3 羽の同定出来ないスズメサイズの鳥だけで

あった。望遠で撮影を試みたが不鮮明であっ

た。 

4/25 ハシボソガラス/距離 80ｍ 7：48 分撮影 

 

4/25 同定できず       8：14 分撮影 

 

 

＜参加者＝4 名＞ 

飯沼巳好、大山昌克、小鮒 守、須賀邦雄 

No. 観測地点 残雪

1 尾瀬ロッジ前の木道近く 95cm

2 川上川の橋を渡り右側疎林体（南東側） 100cm

3 高架木道上（川上川を渡り約50ｍ） 50cm

4 上田代の木道右側「う回路」ベンチ付近 70cm

5 逆さ燧ヶ岳ベンチ付近 55cm

6 研究見本園最初のベンチ周辺 110cm

平均 80cm
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第 18 期通常総会のご報告   

4 月 18 日、2021 年度（令和 3）第 18 期

通常総会を開催いたしました。 

感染症は未だ予断を許さぬ状況の開催で

したが、当日ご出席者 14 名で議案の審議を

お諮りいただきました。 

2020 年度の活動報告・会計報告は承認さ

れ、2021 年度活動計画（案）、予算（案）

も可決されました。 

 

主な内容をご報告いたします。 

1. 日 時 2021 年 4 月 18 日（日） 

午後 1：00～午後 2：45 分 

2. 開催地 福島県郡山市堤下町 9-13    

福島県郡山建設組合-会議室 

3. 議決権数 正会員数 81 名  

出席者数 14 名、表決委任状 48 名 

4. 議長/磯部義孝 

5. 議事録署名人                

佐久間治光、鍋山智之    

6. 書記/大山昌克 

7. 開会/閉会宣言 初谷 博 

8. 総会出席者（14 名）（敬称略）                

磯部義孝、大山昌克、初谷博、 

鍋山智之、小鮒 守、須賀邦雄、 

伊藤アケミ、刀 光夫、 

佐久間治光、庄司和則、円谷光行、 

飯沼巳好、松前雅明、秋元淑子 

9. 配布用資料 

 「第 18 期通常総会」議案書 

2020 年度活動報告 

2020 年度会計収支報告/監査報告 

2021 年度活動計画案/予算案 

10. 審議事項 

第 1 号議案 2020 年度-活動報告 

第 2 号議案 

2020 年度-会計および監査報告 

第 3 号議案 2021 年度-活動計画案 

第 4 号議案 2021 年度-予算案 

上記、第 1～第 4 号議案はすべて、承認可

決されました。 

なお例年総会終了後には、特別講演を開催

しておりましたが、本年はコロナ禍のため中

止をいたしました。 

今年度の「フィールド活動予定表」は HP

に登録しました、ご参考にしてください。 

           （文責/大山昌克） 

    

 

 

 

 

昨 2020 年度は、コロナ禍で始まりました

が、悲しいことに 2021 年度に入っても引

き続きコロナ禍という状況です。ワクチン

接種は一つの明るいニュースではありま

すが、未だ予断を許すような状況ではなさ

そうです。 

■2021冬期積雪 

この冬の尾瀬の積雪状況を調べてみまし

た。いずれも 2 月 19 日の寒波で積雪のピ

ークを付けました。気温は桧枝岐-12.4℃

を記録しています。 

 

 

・2021冬期積雪

標高ｍ
最大

積雪深

積雪

最大日
消雪日

鳩待峠 1590 207 2月19日 5月6日

檜枝岐 973 207 2月19日 4月12日

尾瀬沼 1660 277 2月19日 65cm(5/10)

事務局だより 
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昨年の「尾瀬沼」の最大積雪深は 176cm 

と極めて少なかったので、今期 277cm は平

年並みまたはやや少なめといえると思いま

す。なお「尾瀬沼」の最大積雪深の直近 10

年の最大積雪平均は 294cm（2011～2020 年）、

消雪日は 5 月 20 日平均です。 

■2021 年の尾瀬シーズン 

今年は群馬側、福島側のシャトルバス運行 

開始日の違いがありますので、充分ご注意く

ださい。 

～シャトルバス運行～ 

群馬側（鳩待峠行き）4/23 運行開始 

福島側（沼山峠行き）5/29 運行開始予定 

 

■新たな「シカ柵」 

2020 年度は尾瀬ヶ原、尾瀬沼で 90 頭の二

ホンジカの捕獲をしています。過去最高の捕

獲です。また尾瀬に隣接し、季節移動経路上

の群馬県丸沼や国道 401 号線周辺では 200

頭近くの捕獲実績です。またセンサーカメラ

を田代山、帝釈山、会津駒ヶ岳にも設置しま

した。 

植生保護のため、2020 年度のシカ柵設置 

の作業は、研究見本園（1125ｍ）、オヤマ沢

田代＝305ｍ（至仏山）、尾瀬ヶ原（下ノ大堀

＝890ｍ）、御池田代＝1093ｍの各所で行っ

ています。2021 年度の計画では、尾瀬ヶ原

（竜宮）でも 1247ｍのネット柵の設置作業

を開始予定です。 

今後の計画ではセンサーカメラを設置し 

た田代山山頂、帝釈山山麓、会津駒ヶ岳、笠

ヶ岳・雪田草原もシカ柵設置の候補に挙がっ

ています。 

 

 

＜フィールドにおけるスケジュール＞ 

6～7月分 

 

※5月の福島側/群馬側双方とも、感染症

拡大に伴い活動は中止致します。（5/11 決

定）6 月以降は未定です。しかしながら状

況次第では、残念ですが予定の変更の可能

性はあります。 

 

 

 

日程 内容 

6/5（土） 福島側/特別活動  シカ柵設置 

6/12（土） 

～13（日） 

福島側活動-調査活動/シャトルバス添乗解説 /入

山指導 ・自然保護活動 ・帝釈山オサバグサ調査

（新）・外来植物相調査（白砂湿原）（新） 

6/12（土） 

～13（日） 
2021 第 1 回尾瀬アカデミー（A/B ともども） 

6/20（日） 
群馬側第 2 回活動/調査活動/外来植物相・アヤメ平

復元状況調査・鳥の環境基礎調査（新 

6/26（土） 福島側/特別活動/ オオハンゴンソウ調査/駆除 

7/10（土）

～11（日） 

福島側活動-シャトルバス添乗解説 /入山指導 ・自

然保護活動 ・自然観察 

7/25（日） 
群馬側活動/調査活動/ チョウとその環境調査・鳥

の環境基礎調査（新） 
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