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       Vol.24．No.2 2021 年 8 月（88 号） 

 

15 名の新会員-尾瀬に集合  

2021 尾瀬アカデミー（第 1 回）開催 

～尾瀬インタープリター養成講座～ 

 

2021/0612～13 尾瀬アカデミー（福島側） 2021/0612～13 尾瀬アカデミー（群馬側） 

  

【福島側】9 名参加（同行者 4 名） 【群馬側】6 名参加（同行者 3 名） 

6 月 12 日（土）～13 日（日）において

2021 年尾瀬インタープリター養成講座（通

称/アカデミー）を開催しました。 

福島の地元有力紙や（公財）日本自然保護

協会による募集案内掲載のお力添えいただ

き 15 名の参加となりました。新メンバーは

福島在住者はじめ千葉、東京、静岡などより

ご参加いただきました。 

今回は福島側/群馬側の双方のフィール

ドで、降雨の少ない 6 月前半に開催、また

福島側と群馬側の同日開催を試みました。 

昨年（2020 年）は、コロナ禍の影響によ

り、尾瀬アカデミー開催の取り止めを余儀

なくされましたが、今回（2021 年）は多く

の参加者に恵まれ、同行者一同、安堵の気持

ちでいっぱいです。福島、群馬ともども、 

天候はまずまずであり、事故、怪我も無く全

員充実した日を過ごしました。 
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【福島側】 

福島側コース 6/12～13 

6/12）：御池～（シャトルバス）～沼山峠駐

車場～大江湿原～尾瀬沼（昼食）～北岸経由

沼尻～見晴十字路（燧小屋泊） 

6/13）：見晴十字路～赤田代へ分岐～（東電

小屋往復）～分岐～赤田代休憩所～段吉新道

～燧裏林道（昼食）～御池（14：00/解散） 

 

福島側参加者（9 名）    敬称略 

大木幹夫・ 服部浩之・ 大田原謙司 

磯野敏一・ 佐藤伸也・ 斎藤則子 

高橋道雄・ 高橋美恵子・ 鈴木隼人 

 

（福島側）思い出の「ひとコマ」6/12 

 

 

（福島側）思い出の「ひとコマ」6/13 

 

 

福島側同行者（4 名） 

磯部義孝・鍋山智之・刀 光夫・高槻弘美 

 

【群馬側】 

群馬側コース 6/12～13 

6/12）：鳩待峠～（入山届）～横田代～ア

ヤメ平～富士見峠～アヤメ平～鳩待峠～

尾瀬戸倉（マルイ旅館泊） 

6/13）：鳩待峠～山の鼻～尾瀬ヶ原上田代

～山の鼻～研究見本園～鳩待峠（14:00/ 

解散）→（シャトルバス）→尾瀬戸倉 

 

群馬側参加者（6 名）  敬称略 

佐藤常雄・大杉和子 

高橋友則・今清水 晃 

高谷秀史・渡辺恭佑 

 

（群馬側）思い出の「ひとコマ」6/12 

 

 

（群馬側）思い出の「ひとコマ」6/12 

 

 

群馬側同行者（3 名） 

大山昌克・須賀邦雄・伊藤佳美 
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秋（10/9～10）には、第 2 回研修（合同）

を予定しています。会報（11 月号）を通じ

改めて新会員のご紹介を致します。 

 

〇群馬側活動報告 

群馬側担当 小鮒 守 

◇活動日 2021 年 6 月 19～20 日 

6 月 20 日尾瀬ヶ原を中心に外来植物調

査および植生観察、野鳥基礎調査を実施し

ました。 

鳩待峠の気温は 11 度ほどで、雨上がりの

曇り空でした。鳩待峠は、20 名ぐらいの

登山者が出発準備をしていましたが、いつ

ものこの時期より閑散としています。入山

口近くのサンカヨウは、花期が終わるもの

の、ブナの大木は新芽に輝き、静かに初夏

を迎える準備中のようです。気温が低い影

響なのか、エゾハルゼミが小声でなき、遠

くからカッコウや山鳩の声が聞こえ、何と

も静かな鳩待峠です。 

 

＜テンマ沢のコバイケイソウは大豊作＞ 

ヨセ沢と川上川出会いでは、大きなトチ

ノキが天に向け白い三角の花を一斉に咲か

せています。テンマ沢まで来ると、ミズバ

ショウから主役交代をしたコバイケイソウ

が一斉に咲いていました。今年は数年に一

度の当たり年のようです。また周辺にはウ

ワミズザクラが満開、シウリザクラも一斉

に白い花を咲かせています。 

川上川の休憩ベンチ付近では、ニリンソ

ウ、やツリバナが見られミズナラやブナ、

ダケカンバの森を抜けた林内ではマムシグ

サ、ヒロハテンナンショウ、ナツトウダ

イ、ルイヨウボタン、ビジターセンター周

辺はウワミズザクラで覆われています。ま

さに尾瀬の花々が一斉に開花したように思

えるほどです。 

研究見本園では、シカ柵と野鳥の観察を

行いました。研究見本園は大半が柵で囲ま

れています。シカ柵内は柵外と比べ植生が

豊かで元気に思えます。目立って観察でき

たものは、レンゲツツジ、ミツガシワ・ウ

ラジロヨウラク、そしてズミです。ほのか

な甘い香りのにおいの主がズミで、白とピ

ンクの花が猫又川の拠水林と川上川合流そ

して尾瀬ヶ原へと続いています。 

尾瀬ヶ原ではワタスゲ、ミツガシワ、ウ

ラジロヨウラクはもちろん、今年の豊作コ

バイケイソウが見事に咲きほこり、また足

元のヒメシャクナゲも豊作のようです。 

 

＜オランダガラシの大きな株/尾瀬ヶ原上田代＞ 

外来植物のコテングクワガタ、オランダ

カラシは、昨年同様に大量に確認されまし
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た。第 4 次尾瀬学術調査の専門員よりコテ

ングクワガタという外来種の侵入は『在来

の純粋種が絶滅する恐れがある』と、これ

だけ指摘を受けているにもかかわらず、環

境省は目に見える行動をいつになったら起

こすのか、優柔不断さにはあきれるばかり

です。またドクダミ、オオバコ、エゾノギ

シギシ、セイヨウタンポポが山小屋周辺で

確認できます。 

野鳥観察は上田代ではノビタキ、カルガ

モ、カッコウ、キジバトが確認されまし

た。午後になると気温が上昇したためか、

エゾハルゼミが大きく鳴きはじめ、その声

に送られながらの帰路でした。 

今回は、白い花に圧倒され、これほど多

くの白い花が尾瀬にあるのかと思うほどで

あり、驚きと感動の尾瀬行きでした。第 3

回目の活動も無事に終わりました。 

参加者/2 名 大山昌克、小鮒 守 

 

＜ノビタキ（夏毛/オス）＞  尾瀬ヶ原/上田代 

 

＜カルガモ＞       尾瀬ヶ原/上田代 

 

〇群馬側活動報告 

～尾瀬ヶ原の鳥＆チョウ＆外来種調査～ 

群馬側担当 須賀邦雄 

◇活動日 2021 年 7 月 24～25 日 

（山の鼻最高気温 27.1℃） 

＜当会のシンボル/オゼコウホネ＞ 逆さ燧の地塘にて 

7 時に鳩待峠に到着、人出は極めて少な

い状況です。 

峠において入山指導や外来種調査、ゴミ

拾いなど、係りを分担して行動を開始しま

した。鳩待峠の目立つ外来種としては、ムラ

サキツメクサ、ドクダミ、エゾノギシギシ、

シロツメクサ、オオバコなどです。「特別保

護地区」ですが、残念な風景になっていま

す。山ノ鼻方面へ移動、林床の植物観察をし

つつ、7 名がトングを持ちゴミ拾いを励行

しました。ビジターセンターや財団ボラン

ティアの入山（活動）が少ないのか、ゴミが

いつもより多く、マスクも散見されます。 
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また林道における鳥の定点観測スポット

（撮影スポット）を新たに 2 カ所ほど決め

ました。 

研究見本園ではミズチドリ、キンコウカ、

ホロムイソウ（種子）、クルマユリなど盛夏

ならではの花々が咲いています。研究見本

園のいつもの池塘には、オゼコウホネは確

認できませんでした。 

上田代に足を進めると、鳥ではホオアカ、

カルガモ、昆虫ではアカタテハ、コヒョウ

ン、アキアカネ、キイトトンボ、ハッチョウ

トンボ（オス/メス）、植物ではカキツバタ、

キンコウカ、オゼコウホネ、ナガバノモウセ

ンゴケ（花）などが見られました。 

 

帰路にスカート姿にパンプスを履き、

山の鼻に向かう２人連れのご婦人とす

れ違いました。転倒リスクが大きいため、

やさしく声をかけたのですが、「覚悟を

決めて来ましたから」と言いつつ、私た

ちより離れていきました。群馬県内の山

岳地域で発生するケガ人や遭難は、谷川

岳を抜いて尾瀬が一番多いと聞きます。

今年は既に遭難死の方もいるそうです。

特に「足もと」は常時しっかりと整えて

ほしいものです。 

 
＜今日の戦利品（約 4Kg？）＞ 

前日の土曜日は、人出があったようで

す。私たちの拾い集めたゴミは、通常の

活動日と比較して５倍ぐらいになりま

した。その中には、捨てられたマスクが

何と４枚もありました。 

 

参加者（７名）： 

伊藤（ア）、伊藤（佳）、大山、小鮒、 

 須賀、高谷、長島（睦） 

 

盛夏 

 

ホオアカ（頬赤） 

 

コヒョウモン 
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〇福島側活動報告 

尾瀬沼コカナダモ調査報告 （日帰り） 

 

福島側担当理事  刀 光夫 

調査日 2021（Ｒ３）7 月 18 日 晴れ 

調査地点 尾瀬沼 

 

調査概要 

今年度より、コカナダモの調査を開始し

ました。午前 8 時 30 分沼山峠行きのシャト

ルバスに乗車、55 分沼山峠駐車場到着。 

 梅雨明けの好天のもと尾瀬沼に向かいま

す。経路の大江湿原では、ワタスゲが果穂に

なり風に吹かれています。緑一面のなかで、

サワラン、ハクサンチドリ、ノビネチドリな

ど赤紫色した花々が点々と目立っています。 

尾瀬沼ビジターセンターで小休止のあと、

第 1 調査地点の三平下に向かいます。 

 

＜晴天の尾瀬沼に燧ケ岳の全景が映える＞ 

 

昼食後、尾瀬沼湖畔に降りコカナダモの

調査を開始しました。湖面より目立って見

えるかと思っていましたが、なかなか見当

りません。注意深く岸辺の湖底を凝視して

観察してみると、ちぎれた藻から根を出し

た状態のコカナダモを検証、確認ができま

した。 

 

次に長蔵小屋の船着き場でも、同様に慎重

に観察をすると、やはり「ちぎれ藻」から根

を出したものが確認できました。 

 

＜ちぎれ藻①＞ 

コカナダモは極めて繁殖力が強く、在来

の水性植物を駆逐し、湖沼の水質悪化を招

きます。 

コカナダモは北米産トチカガミ科の沈水

植物であり、昭和初期に輸入され野生化し

て日本各地の湖沼に広がっています。生態

系被害防止外来種の重点対策外来種として

環境省により指定されています。 

尾瀬沼のコカナダモ侵入は、1982（昭和

57）年、福島県自然保護協会の星一彰氏が

初めて発見、公表しました。侵入経路につい

てはヤマメなどの放流に伴い混入したもの

と推定されています。繁殖スピードは大変

早く、茎や葉の切片より繫殖（無性生殖）す

るため、沼の最深部まで勢力を伸ばします。

隣の日光国立公園では、湯ノ湖に繁殖した

大量なコカナダモの除去作業を毎年行って

います。ボートの上から錨（いかり）を投げ
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込み、コカナダモを引っかけることによっ

て刈り取る作業です。 

尾瀬沼では同じ沈水植物であるヒロハノ

エビモ、センニンモ、フラスコモなどの在来

種を駆逐する恐れもあります。コカナダモ

の繁殖について国立環境研究所や群馬県環

境衛生研究所の報告では、尾瀬沼の取水や

尾瀬沼の水質汚染も大きな要因と指摘して

います。 

 

＜ちぎれ藻②＞ 

尾瀬沼全体の景観にも多大な悪影響を及

ぼすことが考えられ、日光国立公園や磐梯

朝日国立公園（曲沢沼）のように除去作業が

必要な時期と感じます。 

 

在来種で満ち溢れた山紫水明の尾瀬であ

ってほしいため、早期の対策を講じること

が肝要と思います。 

 

参加者/6 名

（敬称略） 

磯部、佐久間、菅野 

円谷 刀、鍋山 

 

 

 

 

【尾瀬の外来種】 

奥山である尾瀬に本来生息していなかっ

た植物が増えています。物資のヘリコプタ

ー空輸の際に使用するロープに付着した種

子や、峠まで車道が伸び、タイヤに付着して

侵入したものが相当あると考えられていま

す。 

外来種が侵入して尾瀬で繁殖することで、

尾瀬本来の植物が被圧を受け、生存競争に

負け淘汰される恐れが出てきます。また近

縁種間では交雑の恐れもあります。 

 

・〖尾瀬の外来植物広がる 第４次学術調

査で「在来種絶滅の恐れ」〗 

上記見出しは、2018 年 1 月 11 日付け全

国紙の記事表題です。第 4 次尾瀬学術調査

団の報告会において、研究者より尾瀬の特

別保護地区内に、ヨーロッパ原産の多年草

「コテングクワガタ」などの外来植物が広

がっていることを発表、警鐘を鳴らしまし

た。コテングクワガタは全ての山小屋周辺

で生育が確認され、その株数は在来種であ

るテングクワガタの 10 倍以上あり、一部

では二つの種が交雑していたそうです。「山

小屋への物資や工事用資材搬送の際に運び

込まれた可能性が高い」と指摘され、学術調

査団は「外来種と混じり合うことで、在来の

純粋種が絶滅する恐れがある」と驚きの報

告でした。 

 

■今後の活動予定 

感染症対策、熱中症対策、雨対策など、き

ちんと自らの安全確保をお願いします。ま

事務局だより 
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たそれができない方は、尾瀬への入山は控

えてください。 

活動日程 主な内容 

8/20～22 群馬側  笠ヶ岳植生調査 

9/22～23 群馬側  環境チェック 

10/10 福島側  自然保護活動 

10/9～10 尾瀬アカデミー（合同研修） 

 

■シカ対策 

・2020 年度（令和 2）、尾瀬国立公園内で

は引き続き二ホンジカの捕獲作業を行いま

した。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ました。2013 年

捕獲開始以降、最高の捕獲数となりました。 

捕獲地点 頭数 

尾瀬沼  18 頭 

大江湿原  13 頭 

尾瀬ヶ原 59 頭 

 計 90 頭 

 

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

近くの捕獲実績でした。 

・シカ柵の設置作業は 2021 年度も拡大予

定です。計画では尾瀬ヶ原の竜宮において

1247ｍのネット柵の設置作業をはじめる予

定です。今後のシカ柵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/雪田草原にも広げる

ことが検討されています。 

 

 

 

 

 

編集後記 

・2021 年尾瀬アカデミーは、15 名のご参加となっ

た。2020 年はコロナ禍のため、中止を余儀なくさ

れた状況であっただけに素直にうれしい。またあ

りがたいことに、昨年にお申込みをされるも、中止

となり 1 年間お待ちいただき今回参加された方も

いる。今後のご活躍を大いに期待したい。 

・今年も引き続きコロナ禍、猛暑の尾瀬となってい

る。尾瀬入山には熱中症と感染症対策の双方が必

要な時代に入ったようだ。 

・入山者が少ないにもかかわらず、木道沿いや林床

にゴミが多いという報告が上がっている。故意に

捨てたとは思いたくはないが、なぜにマスクがそ

んなに落ちているのだろう。     （大山） 
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