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2021 尾瀬 academy

2021 年の秋期合同研修はコロナ禍のため、日帰りにて開催いたしました。薄日、霧雨、曇りと山
岳地域独特の変りやすい天候でしたが、尾瀬沼で第 2 回尾瀬アカデミーを開催できました。群馬側は
大清水 7 時 30 分出発、福島側も御池を同じく 7 時 30 分出発、合流地点の三平下を目指して研修を開
始しました。

＜撮影：2021/10/9（土）尾瀬沼-沼尻にて＞

三平下の休憩所をお借りして修了式。少々早い昼食、写真撮影などを行い、尾瀬沼南岸の研修を始
めました。南岸の木道は十分とは言えないものの、修復はされていました。浄化槽、取水口、負の遺
産など観光ハイクとは違う別の側面から尾瀬を見ていただきました。尾瀬沼の穏やかで美しい景観が
ある一方、対照的に「ササやぶのカーテン」を開けると「昭和の負の遺産」の景観に遭遇します。全
員が押し黙り、茫然とした時間が流れました。
標高 1660ｍにある尾瀬沼。10 月 9 日の天候は最高気温 19.5℃（最低気温 10.4℃）、雨量は 1mm/日
でした。例年より 10℃近い暖かい一日となりました。なお今回は日本経済新聞社の記者、カメラマ
ンによる同行取材がありました。歩行距離約 12Km/9 時間・・・お疲れさまでした。

1

NPO 尾瀬自然保護ネットワーク 2021-11 月（第 3 号）

＜歩行ルート＞
福島側

群馬側

御池出発

大清水出発

御池→（シャトルバス）→沼山峠登山口→大江湿

大清水→（シャトルバス）→一ノ瀬→（取水トン

原→ビジターセンター→三平下→（合流）修了式

ネル排水口）→三平峠→三平下→（合流）修了式

三平下発→（尾瀬沼南岸）→浄化槽→取水口

三平下発→（尾瀬沼南岸）→浄化槽→取水口

→沼尻平湿原→（負の遺産）→沼尻（記念撮影）

→沼尻平湿原→（負の遺産）→沼尻（記念撮影）

沼尻発→（尾瀬沼北岸）→浅湖湿原→大江湿原

沼尻発→（尾瀬沼南岸）→三平下→三平峠

→沼山峠→（シャトルバス）→御池着

→一ノ瀬→（シャトルバス）→大清水着

＜スナップ＞

三平下

修了式

いつまで残す・・負の遺産
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＜新・インタープリターご紹介＞

高校時代から長年、南会津の山々を中心に自然
の中で遊ばせてもらいました。来年 3 月で完全退

・門馬 幸枝さん（福島）

職するのを機にこれからは山々へ恩返しをするつ

『尾瀬アカデミーに参加して』

もりで、可能な範囲内で環境保護活動に貢献して

念願だったインタープリター
講座の修了証書。頂くまでに台

写真

いきたいと思います。今後とも宜しくお願いいた
します。

風による開催延期や自身の都合、
コロナ禍などで、実に 3 年もの

・鈴木 隼人さん（福島）

月日を要しました。そして今年

『尾瀬を見守って』

ようやく、目標を達成する事が出来ました。長い

これまで尾瀬には何度か訪

目で見守って下さいました関係者の皆様、本当に
ありがとうございました。

れていました。そのたびに素

写真

特に 2 回目の講座の中でのお話は、やはり大変

晴らしい景色や、雄大な自然
の「表面」だけを見てきたの

ショッキングで、自分には何が出来るだろうなど

だと思わされました。

と考えさせられました。また尾瀬の植物の話など

尾瀬を散策しながら時折立ち止まり、講師から

はまだまだ知らない事も多く、大変興味深くお聞

様々な説明を受けました。動物による食害や、外

きしました。

来植物による生態の変化などが深刻化しているこ

縁あって尾瀬に何度も訪れる機会に恵まれ、尾

とも初めて知りました。また、自然による影響ば

瀬は私の中で特別な場所のひとつです。毎年幾度

かりではなく、観光収入に頼らざるを得ない地元

となく訪れてはその自然に魅了されています。い

自治体や住民達の想い、一方では自然を守らなけ

つまでも変わらずにあってほしいと切に願いつつ、

ればならない者の想いなどが交差して、初めて知

自分なりのインタープリターを目指したいと思い

る尾瀬の「内面」に複雑な心境になりました。こ

ます。

れら事は、殆どのハイカーは知らない事だと感じ

・佐藤伸也さん（福島）
『尾瀬を憂う』

写真

る分、広く知られるべきだと強く感じました。
全 2 回のアカデミーでは参加者の皆さんと有意
義な時間を過ごせた事、ケガなく楽しく行動出来

四季折々の素晴らしい自然の

た事は、とても良い経験と思い出になりました。

美しさを呈している尾瀬の保護

明るい未来のために、この尾瀬を後世に残して

に携わりたいと言う気持ちでア

いくために、これからも大好きな尾瀬を見守るひ

カデミーに参加しました。しか

とりになっていきたいと思いました。

しながら、ゴミの不法投棄や今
後起こるかもしれない大資本による観光開発、鹿
やイノシシによる湿原の荒廃など、順調に進んで

・高橋

道雄さん（福島）

『2021 年尾瀬アカデミー』に参加して

いると思っていた自然保護は、人的、自然的な要
因で危機的な状況にあることを学びました。環境
保護活動の最先端を行っているはずの尾瀬ですら、

尾瀬アカデミーに参加して、

写真

尾瀬の自然の素晴らしさを改
めて感じ、またその自然保護

この状況なのですから日本の自然、環境保護対策

の大切さと困難さを学びまし

の前途は心細い限りです

た。NPO 法人自然保護ネット
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ワークの磯部理事長をはじめ講師の皆様に感謝し
ております。

も自然の美しさに心が躍ったものだ。
しかしインタープリター講座に参加して初めて

小学生の頃、私は家族と初めて尾瀬に行きまし

知った「負の遺産」に目が覚めた。山小屋が出し

た。住んでいたいわき市から沼山峠に入り尾瀬沼

たゴミの山、入山者の自然に対する認識の低さ、

までの往復。今でもの美しい景色の記憶は鮮明で

また自然保護のむつかしさを知った。

す。父から尾瀬を一周するには山小屋に泊まり何

尾瀬を守るためにご尽力くださった人たちを思

日もかかると聞き、子供ながら尾瀬の雄大さを感

い感謝します。自然を見るとき、すばらしい自然

じました。その後今でも度々尾瀬に来ています。

の「影」の部分も考えながら楽しみたいと思った。

今回、尾瀬の自然を保護し後世に残すための皆
様の活動を知り、敬意を感じ共感しました。私も
微力なりにもその活動にかかわりたいと思ってい
ます。今後ともご指導を願い致します。

・高橋 美恵子さん（福島）
『2021 尾瀬アカデミーに参加して』
今年、尾瀬アカデミーに参加
できたことは私にとって今年一

尾瀬沼に映つる燧の美しさ

番の有意義な経験でした。今ま
で何度か尾瀬に足を運びました
が、美しいだけではない未知の
尾瀬に、講師の皆様にお世話になりこの度出会う

・大田原

謙司さん（福島）

『日傘をさす女性とあるきたい』

ことが出来ました。

♪♪

自然を守ることへの考え方が時代とともに変化

はるかな尾瀬

花のなかに

そよそよと

しても、人が変化させてはならない尊い領域があ

ゆれる浮島よ

ること、また、人が意図的に保護しないと守れな

匂っている

いものがあることを教えていただきました。そし
てもっと学び知識を身につけたい、という思いを
強くしました。

野の旅よ
ゆれ

水芭蕉の花が

夢見て匂っている

♪♪

水のほとり

作詞 江間章子さんの「夏の思い出」の一節に
ひかれ、沼田からバスにゆられ鳩待峠～至仏山～

今後は、自然保護ネットワークの活動の中で、

尾瀬ヶ原～沼を船で渡りキャンプ。翌日、燧ケ岳

私にできることをしていけたら嬉しいです。貴重

～御池へ、ただひたすらワッサワッサと歩いた。

な経験を、どうもありがとうございました。

・磯野 敏一さん（福島）

私の夢は「散歩・日傘をさす女」クロード・モ
ネに描かれた女性の後をトボトボと、のんびり風
にふかれ木道を歩く。そしてワインを味わうこと。

『尾瀬アカデミー研修に参加して』

ワクワク！！

「夏の思い出」に誘われて、春の

いつまでも、いつまでも後世に受け継がれる尾

ミズバショウ、夏のニッコウキス

瀬であって欲しい。そのために小さなゴミ、汁も

ゲの黄色い大江湿原、燧ケ岳の山

持って帰ることを今後も続けていきます。

頂から見た尾瀬ヶ原。何度行って
4
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・桒名 光子さん（福島）
『尾瀬アカデミーに参加して』

まで浮上しているといった具合に、難問は次々と
発生している。尾瀬の自然破壊はジワジワと忍び
寄り、気が付いたら取り返しがつかないところま

2019 年に 1 回目の養成講

で来ているのかもしれない。尾瀬の汚点を知った

座受け、今年やっと 2 回目を

以上、尾瀬の自然保護のお手伝いを微力でもして

受けることができました。

いけたらと考えている。

尾瀬は私にとって癒しの場
所。何時も優しくは迎えてはくれないですが、そ
れも良し。変わりゆく尾瀬を目にして、尾瀬の事

・高橋

友則（神奈川）

『2021 尾瀬アカデミー合同研修に参加して』

をもっと知りたく参加しました。

今までと違う視点から尾瀬

参加して感じたことは、私が知っていた尾瀬は

に関して学ぶことが出来まし

表の尾瀬でした。自然災害、野生動物による被害

た。そして今回参加された新

のほかに外来植物の繁殖、負の遺産であるゴミ問

インタープリター、尾瀬ネッ

題など。木道から見えない木々の中に 50 年も前

トの皆様からも刺激を受け参

のゴミが、艶やかな色のまま放置されていました。

加して大変良かったです。

また尾瀬沼取水による尾瀬ヶ原の乾燥化、汚水処

ハイキング中の大山さんの熱心な解説は特に興

理など、沢山の問題を抱えた尾瀬の一面を知るこ

味深く、尾瀬について知ることが出来て楽しみな

とが出来ました。

がら学べました。今後は尾瀬ネットのアクティビ

今の尾瀬を知り、今の尾瀬を守り続けられるよ

ティにも参加し、活動を通じて自然環境保護意識

う、私にでも出来ることを見つけたいと思いまし

の普及、啓発に貢献できればと思います。美しい

た。同行してくださった皆様、ありがとうござい

豊かな尾瀬の自然を後世に伝えるように、私自身

ました。

も入山指導、自然解説、観察会を出来るように頑

・齊藤 則子さん（福島）
『今なぜ尾瀬なのか？』

張ります。これからもどうぞ宜しくお願いします。

・服部

浩之さん（福島）

1995 年 11 月 3 日のこと、 『尾瀬アカデミーに参加して』
竜宮小屋に泊まった夜にシカ

今回のアカデミ－に参加し

の鳴き声を聞いた。尾瀬にも

て、尾瀬の自然の豊かさ、美

いると驚いたが、まさか、そ

しさに接するとともに、この

の後急速に増加して、尾瀬の

自然を維持していくには多く

生態に甚大な悪影響を及ぼすなどとは考えもしな

の問題があることを知った。

かった。今年度の尾瀬アカデミー研修会で歩いて

森林伐採、尾瀬沼の治水、過去のゴミ埋設、シ

から、今まで知らなかった負の遺産がたくさんあ

カの食害、外来生物の侵入などである。このうち

ることに気付かせられた。もし、この研修会に参

ゴミ埋設問題は、それほど大きな問題ではないと

加していなかったら、いつまでたっても物見遊山

思った。これらに有害な元素が含まれていたとし

の尾瀬になっていたかもしれない。以前の課題に

ても土壌に強く吸着されるので、地下や植物への

ケリがついていないのに、眺望を良くするために

移行は微量で、生態系への影響は小さいと思われ

アオモリトドマツを伐る案件や挙句はホテル建設

る。その他の問題は、尾瀬の自然を維持するには
5
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対策が必要と思う。課題が多いので、緊急の対策

ました。この一年はこのような尾瀬の豊かな自然

が必要なもの長期的な対応が必要なものを見極め、

とともに、尾瀬の負の側面を教えていただきまし

効率的かつ戦略的に取り組む必要があると感じた。
最後に、本アカデミーの開催に尽力頂いたスタッ
フの皆様に心より感謝申し上げます。

た。このような機会がなければ知ることはなかっ
たと思います。自然保護を語る一方で、観光・教
育・事業など自然活用が優先されているように見
えます。何よりも本来湿原を潤す水が、山小屋や

・大木 幹夫さん（千葉）
『初めての尾瀬』

ダムに使われてしまうことはどうなのか。この豊
かな自然を残すために何ができるのか、難しい問

前から尾瀬ケ原には行って
みたいと思っていて、尾瀬に
関するホームページを調べて
いたら、尾瀬自然保護ネット
ワークに出会いました。どう

いかけですが、尾瀬をよく知り、それを伝えるこ
とが大切と思います。

・佐藤

常雄さん（東京）

せ初めて行くのなら、色々知っている人に教えて
貰いながら＜ガイド的な＞の方が、一人で分けわ

『尾瀬愛が大きく深くなるアカデミー』
10 年前尾瀬ヶ原で、黄色

からず歩くよりは良いのではないかと言う気持ち

い絨毯のようなニッコウキ

で申し込みました。

スゲの群集に魅了されてか

写真の様な風景を想像していたのですが、行っ

ら、幾度となく尾瀬に足を

て見た所、シカの被害が凄く、外来種の植物が蔓

運び、気づけば「趣味は

延り（はびこり）と、想像とは少し違っていてビ
ックリしました。また思っていたより中が広く、
慣れていないのでとても疲れました。でもまだ、
これ程までの自然が残っているので、この事をも
っと知ってもらい、どうすべきかを考えるキッカ
ケを貰った 3 日間でした。

『尾瀬』です」と思うくらいに尾瀬が好きになり
ました。
大好きな尾瀬について、その生態や歴史を深め
たい。そう思う気持ちが年々強くなり、今回尾瀬
アカデミーに参加させていただきました。
春の研修では、これまで気にも留めなかった植
物の名前や多様な生態を知ることで、尾瀬散策の

・高谷 秀史（神奈川）
『尾瀬に来て思うこと』
今年は尾瀬を４回訪れまし
た。朝靄の尾瀬ヶ原、快晴の
アヤメ平、風雨の至仏山と自
然の変化を楽しめましたが、

新たな楽しみ方を知りました。
秋の研修では、不法投棄によるゴミ処分、不十
分な浄水とその放流による尾瀬沼の水質汚染、尾
瀬沼からの水流せき止による、尾瀬ヶ原湿原の乾
燥化など、非常に多くの環境問題を抱えているこ
とを知り、今ある尾瀬の自然を守りたいという気
持ちが芽生えてきました。
アカデミーに参加して、私の「尾瀬愛」が大き

多種多様な動植物に感動し、奇跡的な地形と長い

く深くなる貴重な体験ができました。ありがとう

年月をかけて積まれてきた泥炭の歴史に圧倒され

ございます。
6
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■福島側活動報告

講式となりました。

〇帝釈山オサバグサ生育環境調査
福島側担当理事 佐久間 治光

新しい仲間を迎えられたことに感謝しながら一
行を見送り、私たち 3 名は本日の目的地である燧
ケ岳熊沢田代まで植生調査に登山開始です。
相変わらずの急登が自粛続きで鈍った身体に応

活動日 2021 年 6 月 11 日(金)～12 日(土)

えます。登山道沿いでは、季節の花が我々を励ま

11 日、台風被害から復旧した峠路を行き馬坂

すかのように出迎えてくれました。

峠に到着、檜枝岐村では第 15 回オサバグサまつ

ムラサキヤシオツツジ・エンレイソウ・オサバ

りが開催されており駐車場には 10 台ほど駐車し

グサ・ヒロハナンテンショウ・サンカヨウ・ツバ

ていた。側に驚くほど立派なトイレが設置してあ

メオモトなど林床の花が、広沢田代では、水芭

る。

蕉・ワタスゲ・イワカガミ・アヅマシャクナゲ・

帝釈山登山口にある馬坂峠標高 1,790ｍの標識

ハクサンシャクナゲなど、熊沢田代では、チング

を確認し登山道へ、足元に可憐な白い花をつけた

ルマ・ワタスゲ・イワカガミ・ヒメシャクナゲな

オサバグサを確認しながら整備された道を進むと

ど、花の季節到来です。池塘を挟んで残雪の平ケ

目の前が開けてきた。

岳がくっきりと姿を見せています。いつまでも変

そこは、オオシラビソの大規模な風倒木の現場
です。以前には密度の濃いオサバグサ群生地と思

わらずに、未来へと伝えたい景観です。
参加者 (3 名) 佐久間、高橋、円谷

われる場所です。倒木した木の下から精一杯花を
咲かせている個体もあり再生を期待したい。
近年、栃木県側からの乾いた温かい風の影響が
個体数の減少につながっていると思われると地元
では分析されている。
オオシラビソの倒木については、2019 年の台
風 19 号による被害であり,オサバグサの生育環境
の変化が個体数の減少に大きく影響するのではな
いかと懸念される。
近年の気象変動や度重なる台風の影響がここま
で来たか思う反面これ以上広がらないことを祈る

帝釈山中腹付近、オオシラビソの倒木

ばかりです。
12 日、本
日は 2021 尾
瀬アカデミ
ー開講日で
す。福島側
参加者 9 名
と磯部理事
熊沢田代からの燧ケ岳

長、鍋山、

倒木の下に咲くオサバグサ

刀、高槻の同行者と我々も加わり総勢 16 名の開
7
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難な工事になると思われます。
檜枝岐村においては、植生保護の観点から会津
駒ヶ岳木道整備事業が進行中であり、クラウドフ
ァンディング等により協力金を募り整備事業を行
っているが現状は厳しい。本来は国が行うべき工
事であり国、県が積極的に係ることを期待したい。
参加者 (６名)
佐久間、佐々木、庄司、高橋、高槻、円谷
筬葉草

(オサバグサ)

■福島側活動報告

〇会津駒ヶ岳の木道と環境調査
福島側 円谷 光行
活動日 2021 年 10 月 10 日(日)
晴天の中、秋色に染まり始めた会津駒ヶ岳の木
道と環境調査を実施しました。当日は、全国から

長い急登を終えほっと一息

たくさんの登山客で賑わっていました。途中林道
沿い数か所にゴミの投棄が散見され林道脇の旧道
沿いには糞尿の後でしょうか、使用済みのテッシ
ュペーパーが散乱していました。（残念）
気持を切り替えいざ登山開始、良く整備された
登山道を快調に、いや自粛生活で重くなった身体
を引きずってようやく山頂の見渡せる場所で一服、
傾斜湿原の一部朽ちた木道を登り駒ノ大池到着。
駒ノ小屋脇には檜枝岐村が建てた立派な山岳ト
イレがある。糞尿ヘリ搬出タンクを備えており、
燧ヶ岳、至仏山にもぜひ設置してほしいものです。

駒ノ大池手前の傾斜湿原

駒ノ大池から山頂までの傾斜湿原にある木道は
檜枝岐村による施設工事が完了し山頂まで快適に
歩くことができましたが、山頂直下のう回路は雪
の影響も受けやすい場所であり損傷も激しく工事
も困難が予想されます。
大戸沢岳・中門岳への一帯は、雲上の楽園とも
言える自然景観と自然生態が広がっており、私た
ちには後世に残すべき責務があります。
特別保護地区にある雪田植生地帯であることか

山頂から中門岳方面を望む

ら大雪での崩壊や植生保護を考えるとさらなる困
8
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今回コウホネを木道より確認できる地塘を、新

■群馬側活動のご報告

竜宮のオランダガラシと大規模シカ柵
群馬側担当理事 須賀邦雄
理事

大山昌克

たに見つけました。木道より至近距離であり、撮
影には実にいいと思います。次回以降、ご同行の
方にはお伝えします。
なおご存じの方は多いですが、オゼコウホネは

日程 2021-0807（土）～08（日）

絶滅危惧種です。レッドデータでは「絶滅の危険

天候/霧雨のち雲

が増大している種」と指定されています。

気温/最高 22.5℃（山の鼻）

環境省指定/絶滅危惧 II 類（VU）

朝 7 時、台風による影響はなく極めて静かな鳩

福島県指定/絶滅危惧Ⅱ類

待峠。尾瀬は夏休み中にも関わらずコロナ禍のた

群馬県指定/絶滅危惧Ⅱ類

め、山の鼻のベンチやトイレ周辺までも人影がな
く、例年とは全く違う閑散の風景です。
【クマの食事あと】

・コウホネの減少
第 3 次尾瀬学術調査（尾瀬の総合研究）（1998）
報告書によれば、上田代にある 286 ヶ所の地塘調

人影がまばら

査をしたところ、ヒツジグサの進出とオゼコウホ

な原ノ川上橋を

ネの消失が著しいと報告されています。前回（第

渡ると、木道上

2 次学術調査/1982 年）から 16 年間で、上田代

に何やらトウモ

のオゼコウホネが生息箇所（地塘の数）は、半減

ロコシを食べた

したと報告されています。

後のような見慣

〇尾瀬ヶ原-上田代286地塘の水生植物生息地塘数

れぬ物がありま

上田代-286地塘

ヒツジグサ

オゼコウホネ

した。ほどなく

1982年

132地塘

90地塘

第2次学術調査

（46％）

（31％）

1998年

173地塘

43地塘

第3次学術調査

（60％）

（15％）

それがミズバショウの実（花序が大きく成長し、
緑色の果穂（かすい））とわかりました。

巡回中のビジ

出展/尾瀬の総合研究1998「尾瀬ヶ原の地塘地図と水生植

ターセンター

物5種の分布消長」P377～P472を加工

職員によれば

また別の論文では、ヒツジグサは浮葉が 250 枚

ミズバショウ

～300 枚に達するものの、コウホネは最大で 50

の実はクマの

枚（いずれも 1ｍ2）程度です。コウホネより数倍

好物であり、

多いヒツジグサの葉は、密生して水面に浮葉を形

木道で食事を

成するため、コウホネにとっては水中まで光が届

したとのことでした。併せて、親子クマが周辺に

かず、「被陰」のためオゼコウホネの生育が困難

頻繁に出没している話をされていました。木道の

になった可能性を指摘しています。ヒツジグサと

脇にあるミズバショウの実はほとんどが、食いち

コウホネの生き残りをかけた「戦い」があるよう

ぎられていました。

です。（※尾瀬の自然保護.第 40 号.2018.P31～33.大森威

【新たなコウホネの地塘発見】

宏.）

上田代の「逆さ燧」の地塘は、当会のシンボル
マークである「オゼコウホネ」の花を見ることが
できる数少ない地塘です。
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【新たなシカ柵】
大規模なシカ柵が、下の大堀川および竜宮にも

尾瀬地域の植物相.（2008）.

参加者（2 名）大山昌克、須賀邦雄.

設置されました。下の大堀川と至仏山を望める人
気の高いスポットは、360 度ぐるっと見渡せる範
囲のすべてがシカ柵で囲われている感じです。
竜宮には三つの水流が一つとなり、一機に渦を

■群馬側活動のご報告

動きだした国立公園満喫プロジェクト

巻きながら、地下に吸い込まれるところがありま

群馬側担当理事 須賀邦雄

す。第 4 次尾瀬学術調査（国立環境研究所）では、

理事

大山昌克

この地下水脈に水中ドローンを入れ、地下の水脈

日程 2021/0825（水）～0826（木）

調査も行われました。尾瀬ヶ原の高層湿原の地下

天候/晴 気温/最高 29.2℃（山の鼻）

水脈や地塘生成のメカニズムの調査です。尾瀬ヶ

今日は下田代まで足を延ばし、尾瀬ヶ原の保全

原という大湿地帯は、降雨、降雪、尾瀬沼からの

状況をチェックしてみました。

水を集め、その水は網の目のような地下水脈でつ

【新装開店中】

ながっています。この水流の吸い込口から出口の

・牛首では・・・

場所も含め、大きくシカ柵が設置され、そのシカ

尾瀬ヶ原のほぼ中央部にある牛首（三又分岐）

柵の中を人が歩きます。

のベンチ近くでは、外国人観光客向けにローマ字

【竜宮のオランダガラシ】

表記した「標識」が付け替えられました。相当な

竜宮ベンチ近くには木道に沿うように、環境省

重量がありそうな木製の標識設置には、多くの人

指定-重点対策外来種のオランダガラシが、しっ

が埋め込み作業にかかわったようです。標識の周

かりとした株で生息していました。この外来種は

囲は踏み固められ、標識の根元周りの泥炭層は直

上田代、下田代、赤田代の生息は既に確認してい

径 2～3ｍにわたり完全にはがされ、無残な「裸

ましたが、中田代でこれほど広範囲な生息とは想

地」となっていました。

定外でした。尾瀬ヶ原の山小屋周辺は、すべてオ
ランダガラシが侵入しているということです。
研究者によれば、オランダガラシは『リュウキ
ンカなどと、生育立地が同様であるので影響が懸
念される。（※1.）』との報告もあります。オランダ
ガラシは、山小屋が宿泊者の食事用に尾瀬で栽培
したものが逸出したといわれています。白い仏炎
苞のミズバショウと黄色いリュウキンカを一緒に

＜ローマ字表示があれば、安全安心？＞

・見晴では・・・

撮られた方も多いと思いますが、リュウキンカが
衰退、淘汰され、オランダガラシに置き換わる可
能性もあるということです。
オランダガラシを尾瀬に持ち込み、ビジネス用
に栽培したものが、尾瀬ヶ原一面に広がってしま
いました。あとは「知らぬ存ぜぬ」ですか？実に
罪多きことをしてくれたと思います。
※1.尾瀬の自然保護.-30 年間の取り組み.-群馬県.P156.

＜一杯

いっぱい？＞
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験アクティビティ（グランピング※やカヌーなど）
や野生動物観光を充実させる自然公園法改定も行
われました。
（2021 年 5 月 6 日公布）
。
※グランピングとは、グラマラス（魅力的な）とキャン
ピングを組み合わせた造語

・観光、観光
法改定に勢いを得た地元行政は、外国人観光客
＜イタリア産生ハムまで

着々と＞

6 つの山小屋がある見晴地区には、食事の案内
文が並びます。『テラスでワイン、イタリア産・
生ハム』などが目を引きます。高原レストランを
目指すように、「骨付き子羊肉をトマトで煮込ん
だ料理」など本格フランス料理やレアステーキま
で並べる山小屋もあります
【尾瀬のレジャーランド化】
環境省の国立公園政策に「国立公園満喫プロジ
ェクト」があります。全国の国立公園に外国人観
光客 1000 万人を呼び込み、消費金額の最大化を
目指すものです。この政策は安倍政権の時に創ら

が尾瀬沼を一望できるように、保安林のオオシラ
ビソを伐採（修景伐採）すべしと、強硬に主張し
ています。伐採の場所は、沼山峠周辺と聞きます。
この地区は奥会津森林生態系保護地域の保護林で
あり、緑の回廊です。「国宝級」の貴重な森林で
あるにもかかわらずです。また山紫水明の尾瀬沼
では、カヤックを使った「商業ボート事業」の話
まで、まことしやかに聞こえます。
【尾瀬沼の希少種】
〇尾瀬沼の代表的な在来種
種名

ＲED データ

ヒメフラスコモ

絶滅危惧 I 類（CR+EN）

カタシャジクモ

絶滅危惧 I 類（CR+EN）

れましたが、政権が替わってもそのまま引き継が

イヌタヌキモ

準絶滅危惧（NT）

れ、コロナの中でも着々と受け入れ準備を継続し

ヒメタヌキモ

準絶滅危惧（NT）

ています。

センニンモ

福島-絶滅危惧Ⅱ類(VU)

・自然公園法第一条（目的）

セキショウモ

福島-絶滅危惧Ⅱ類

自然公園法第一条（目的）には『・・・・国民の
保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多

（出典）1.野原精一.（国立環境研究所）. 尾瀬沼
の水質・底質環境（2004～2005 年）と水生植物
の長期動態.尾瀬の保護と復元 27（福島県）.P25

様性の確保に寄与することを目的』と定められて

～P36

います。また第二十一条では「落葉若しくは落枝

2.環境省絶滅危惧種検索.

を採取すること」も禁止とされ、厳格に管理され
ています。
この動植物の宝庫である国立公園の特別保護地
域に、「分譲型ホテル建設」が容易にできるよう
にするため、2019 年小泉前環境大臣は環境省令
を発出しました。
その環境省令は『宿舎に関する国立公園事業と
して分譲型ホテル等を認可等する際の審査基準の
設定等の改正』という名称です（令和元年 9 月環
境省自然環境局）。また国立公園の中で、自然体

尾瀬沼には 30 種近くの在来の水生植物が確認
されていますが、その多くはレッドデータブック
に記載される絶滅危惧種であり、希少種です。
2005 年尾瀬沼はラムサール条約登録湿地とな
りました。この条約は水鳥の保護と登録湿地の生
態系を守る目的で発効された国際条約です。国内
法や国際条約の趣旨を無視したこれらの観光客誘
致策が、漏れ聞こえるだけでも極めて残念なこと
であり、嘆かわしいことです。
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一方、至仏山登山道は荒廃が顕著となり、ハイ

【再び尾瀬に暗雲が・・】

カーおよび絶滅危惧種保護のためにも登山道の付

国や地方自治体が、遮二無二実現させたかった

替えやルート変更の必要性が識者より求められて

政策「尾瀬縦貫自動車道路」計画が実質的に頓挫

いました。

して、50 年の節目を迎えています。今度は外国

尾瀬保護財団が中核となり、2007 年より現地

人観光客誘致のため尾瀬沼にカヤックを並べ、保

調査を行い、登山ルート変更など具体的な対策が

護林を伐採する愚行が計画されているようです。

10 年以上続けられ、その報告書も完成しました。

今回の活動（8/26）で尾瀬を歩いているときに、

しかし地主のご理解がなかなか得られないためな

第 4 次尾瀬学術調査団の実行役員の先生と尾瀬

のか、「至仏山保全基本計画」自体が「頓挫」し

（竜宮）で出会い「尾瀬沼のカヤック」や「森林

たと聞きました。

生態系保護地域の保護林伐採」について直接お話

観光客には媚びるように、水源かん養保安林を

をする機会がありました。先生は唖然とした状態

破壊してまで行う「おもてなし」策には速やかに

で、開口一番「尾瀬沼は、やっと在来の希少種が

対応しますが、安全策や保護策には全く無策とい

復活してきたのに・・・。カヌーの影響で水鳥は

うことになります。尾瀬沼、至仏山はともども、

来なくなり、水生植物も大ダメージ」と話されて

国宝級の特別天然記念物です。

いました。

【古い千切れたパイプライン】

地域活性化、外国人観光客誘致のために、もし
くは景観や眺望確保のためと称した「保護林の伐
採計画」や、「尾瀬沼にカヤック」を浮かべる企
画は「アリの一穴」と思っています。この通景伐
採などは入口に過ぎず、その先にキャンプ場を作
ったり、「分譲型ホテル建設」を目論んでいる気
がしてなりません。
アヤメ平の観察を毎年続けていますが、植生回

＜直径 40ｃｍ位の千切れたパイプ＞

復事業を始めてから 50 年近くの年月が経過して

見晴十字路を東電小屋方面に曲がると、すぐ

います。毎年復元のため移植や種まきをされてい

（歩数 16 歩・左側）に、それはありました。
「千

ると聞きますが、未だに湿原は裸地状態の箇所が

切れた排水用のパイプライン」です。少量ずつで

多々あります。多くは雪解け水の力により土壌と

すが、パイプラインの中より、液状のものが湿原

ともに流されてしまい、なかなか草の根が付かな

に継続的に流出しています。（流出状況は動画で

い原因のようです。特に尾瀬のような豪雪のある

撮影済み）「汚水は湿原に流さず」が大原則です。

山間地帯（傾斜あり）の雪解け水の力は大変強く、

「汚水」の処理対応は、湿原流入を全面的に避け、

土砂もろとも押し流す勢いのようです。亜高山帯

パイプラインを使い河川に直接流していると認識

の植生復元の難しさが肌でよくわかります。草本

していましたが・・？

や樹木の回復には、とてつもない時間がかかるこ

このパイプラインは一体全体、①何のための配

とを、改めて理解できます。湿地の踏み荒らしや

管なのか②なぜここで切れているのか③何を流し

斜面やのり面の伐採などの自然界に「大きな傷」

続けているのか、不明です。見晴分岐であり木道

をつけると、必ず後で土壌流出を伴います。また

の脇ですので、人を案内しながらよく歩かれてい

伐採したことで、風の通り道も大きく変わります。

る方にお伺いしたい事項です。

伐採を免れた樹木は、今後は風倒木ととなり景観
12
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はますます変わるでしょう。また地下水脈にも大

日程 9 月 22 日（前泊）マルイ旅館 17 時集合

きく影響するはずです。伐採による尾瀬が受ける

9 月 23 日 朝 5:00 マルイ旅館出発、富士見下

影響を調べるため、生態学者による環境影響調査

へ車移動

を「公開」で行うことが必要と考えます。

7:00 入山指導開始、8:30～横田代/アヤメ平自

時計の針は、逆回転を始めようとしています。

（6:40 分旅館出発→鳩待峠）

然観察（野鳥調査/環境調査）・11:00～富士見田

尾瀬保護に大変なご尽力を注がれた先人の行為が、

代池（昼食・11:30）→旧富士見小屋

あだ花となるようなことが起こり始めています。

→14:30 富士見下駐車場着→15:00 旅館（解散）

大石武一さん、内海廣重さんらが、もし今の尾瀬

○活動/調査

を知ったら、大きく嘆かれることでしょう。これ
がコロナ禍で蠢いている「今の尾瀬」の実状です。
極めて残念です。
8 月/尾瀬での出会いーその 1

・朝の鳩待峠は、晴れ気温 8℃、肌寒いぐらい
でブースを出店し入山指導開始したが、入山者は
少なく尾瀬ヶ原方面へは家族連れが目立った。草
紅葉の尾瀬ヶ原ハイクで微笑ましい姿が想像され
モズ（幼鳥）

た。
・至仏山へ向かう登山者も数組に出会ったが、

8 月/尾瀬での出会いーその 2

軽装備なスニーカーのハイカーが多かった。アヤ
メ平に向かう登山者は、八木沢・長沢道・尾瀬ヶ
原を目指している人たちが多かった。

尾瀬でレアステーキ 1300 円

名物？

○アヤメ平までの自然観察
■群馬側活動のご報告（2021 最終）

入山届を記入して出発。階段を上がると足場の
悪い急登がしばらく続く。ブナやダケカンバの紅

アヤメ平の自然観察

活動日

葉にはやや早い。森林を進み 1 時間ほどでなだら

群馬側担当理事 小鮒 守

かな坂道に変わり、オオシラビソ林を抜けると

9 月 22 日（水）～23 日（木）

50 分ほどで横田代へ到着した。濡れた木道、落
ち葉は滑りやすく何度も足をすくわれた。樹林帯
13
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ではツタウルシの紅葉が実に見事であった。木道

富士見田代池で、昼食

を落ち葉が埋め尽くして秋の香りがしていた。
○活動/横田代・アヤメ平湿原回復の観察
横田代は快晴。秋風も爽やかに休憩をはさみな
がらの自然観察となった。至仏山が秋空に雄大な
姿を見せ、足元には草紅葉、モウセンゴケの紅葉
が見られる。ホシガラスが忙しそうにオオシラビ
ソの木々の間を飛び回っていた。草原にはヒョウ
モンチョウ、シータテハ、キチョウがボロボロの
羽でふわふわと飛翔していた。

富士見小屋は今にも壊れそうで寂しい。いつま
でも見たい姿ではないものの、昭和時代の玄関口
が無くなるのは残念である。

アヤメ平は草紅葉に覆われた池塘が、とても美
しく周辺の山々を映し出していた。中原山までの
稜線上の木道が古く、痛みが激しい。木道が所々
で抜けた状態や斜めとなっている。転倒を避ける
ためなのか、木道外を歩いた足跡もある。早急に
修理が必要に思う。中原山を越えたあたりから燧
ケ岳が間近に見え、紅葉の森に素晴らしい山容が
楽しめた。
〇富士見田代池で昼食をとり富士見小屋へ
快晴/無風のアヤメ平

＜富士見小屋－屋根は半壊＞

富士見下道は、アヤメ平下→馬洗渕→田代原
→十二曲→富士見下駐車場と続き、長い下り坂
（5.8km）である。富士見小屋まで車が進入できる

整備された道ではあるものの、下り坂を 2 時間半
歩くのは結構つらく大変でした。アヤメ平下付近
では、アヤメの絶壁の広大さに驚かされ紅葉の時
期にもう一度来てみたいと思った。林道歩きを楽
しませてくれたのは「ヤマガラ」たちの集団であ
り道沿いを群れで飛び回っていた。ブナやクルミ
の果実はほとんどなく、ミズナラも実が確認でき
なかった。フジバカマは花期が終了したためアサ
ギマダラの姿は、今年は見ることが出来なかった。
（解散）
参加者（6 名）
伊藤（ア）、伊藤（佳）、大山、小鮒・須賀・高谷
2021（令和 3）年の活動は、皆様のご協力で無
事に今回で終了となりました。ありがとうござい

ヤマガラ

ました。来年も尾瀬でお会いしましょう。
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〇前事務局長/理事の円谷光行氏より
メッセージが届いています。

「温暖化」状態なのか表現するのは難しいですが、
時系列で表すと多少イメージが出るかもしれませ
ん。

「退任のあいさつ」

【当会の設立当時と比較】
円谷 光行

退任のあいさつが大変遅くなりました。２０
０９年４月から２０１９年６月まで本会の本部
事務所、事務局長を仰せつかり、この間皆様に
支えられながら諸活動において大きな事故もな
く平安に任務を果たせたことを深く感謝を申し
上げます。
１０年を一区切りとして退任をいたしまし
た。美しい尾瀬の自然保護活動のため自分なり
に会の運営全般にベストを尽くしたと思います
が、皆様には何かと不慣れでご迷惑をおかけし
たことと思います。紙面をお借りしまして重ね
てお礼を申し上げます。

当会が設立された 1997 年から 2001 年までの
（5 年間）と、直近の 5 年間の夏日/真夏日の発
生日数を比較してみました。（夏日＝最高気温
25℃以上、真夏日＝最高気温 30℃以上）
年

夏日（日数）

真夏日（日数）

最高気温

1997

11

0

27.4℃（8/9）

1998

9

0

27.1℃（7/28）

1999

26

0

29.2℃（7/31）

2000

30

0

29.3℃（8/1）

2001

31

0

29.1℃（7/15）

21

0

28.4℃

2017

38

4

32.1℃（8/6）

2018

52

16

33.2℃（7/19）

2019

39

7

31.3℃（8/2）

2020

46

6

33.2℃（8/20）

2021

50

4

32.1℃（7/21）

45

7

32.4℃

平均

平均

※33.2℃（2018 年/2020 年）は、
尾瀬観測開始以降の最高気温

〇2021 尾瀬の夏（6～10 月期データ）
尾瀬は 10 月中旬より急速に気温が低下して、
10/18（月）には降雪、積雪が始まりました（最
低気温▼2.6℃＝山の鼻 10/18）。秋は短く、既に
山容は冬の景色に変わっています。多くの宿泊施
設は 10 月中旬で終了、山の鼻ビジターセンター
も 10/28 で終わりました。
2021 夏期（6～10 月）の気温状況をお伝えし
ます。（山の鼻）
年

夏日

真夏日

最高気温

2020 年

46 日

6日

33.2℃（8/20）

2021 年

50 日

4日

32.1℃（7/21）

＜2021 尾瀬の夏日 50 日間＞とは、どの程度の
46 年間（1977 年～2021 年）の夏日/真夏日発生
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【尾瀬も高温化】

④ 第 2 回理事会

気温の定点観測地は尾瀬/山の鼻です。
・5 年（1997 年～2001 年）と 5 年（2017 年～
本年）を比較すると、夏日の発生日数は平均で 2

未定/1 月下旬または 2 月上旬予定
⑤ 次年度総会
2022 年 4 月開催予定

倍以上の発生日数となっています。また真夏日の

（日程/開催地未定）

発生は、1997 年～2001 年の尾瀬にはありません
でした。
・夏の最高気温も 1997 年～2001 年には 30℃を

編集後記

超える日がなく、最高気温の平均は 4℃ほど高温

コロナ禍にもかかわらず、2021 尾瀬アカデミーに、

化となっています。長期で見ると（グラフ参照）

多くの参加者が応募していただきました。仲間が増

高温化は顕著に出ています。

え次年度以降が実に楽しみです。国民がコロナで塗

（以上）

〇書籍のご案内

炭の苦しみ置かれている中、尾瀬の関係者は、尾瀬

尾瀬に係る書籍が発刊されましたのでご紹介いた

の保護林の伐採計画や尾瀬沼で和船やカヌー遊びの

します

謀議をしていたようです。実に腹立たしい限りです。

「令和の尾瀬へ」

コロナ禍で当会のスケジュールも、混乱した 2 年間

―守るべきものはなにか―

でした。巷間聞こえる第 6 波と保護林の伐採はとも

編者

奥利根自然センター編.

ども不要です。

発行者

みやま文庫

代金

1500 円

発行

令和 3 年 2 月

書名

お問い合せ先

（大山）

みやま文庫 027-232-4241
（群馬県立図書館内）

〇今後のスケジュール

NPO 法人

尾瀬自然保護ネットワーク
Vol.24.No.3

尾瀬フィールドにおける活動は終了しました。
今年も引き続きコロナ禍で振り回された現地活
動でした。
① 第 1 回理事会
2021 年 11 月 20 日（土）
郡山建設組合会議室 12：30～16：00 頃
② 「エコプロ」 出展

発行人

：磯部

義孝

編集担当：大山

昌克

Web 担当：鈴木

2021 年 11 月 20 日

誠一

■本部事務所（事務局）
〒969-0402 福島県須賀川市仁井田字大谷地 378-1
電話/FAX 0248-94-5003（磯部工務店内）
info@oze-net.com

2021/12/8～10 東京ビックサイト
■群馬支部

https://eco-pro.com/
③ 特別展/出展

〒371-0846 前橋市元総社町 2－21－12 小鮒方
電話/027-251-1089

ぐんまの自然の「いま」を伝える
2022 年 1/22～2/13（20 日間/月休館）
主催/群馬県立自然史博物館
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