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尾瀬-沼山峠の現状 

        よみがえった二次林の危機   

理事長 磯部 義孝 

 

尾瀬国立公園の福島側入山口である沼山峠は、会

津と上州を結ぶ唯一の主要な道路でした。群馬側で

は会津街道、福島側では沼田街道と呼び、当時の広

域物流には欠かせない重要な道路でした。 

今から 154 年前の戊辰戦争や昭和の観光道路建

設阻止など幾多の

歴史を刻み、今で

は尾瀬への入山口

として令和 1 年は

72900 人、令和 2

年 32400 人（コロ

ナ禍により減少）

のハイカーが訪れ

ています。平成 8

年～9 年の尾瀬ブ

ーム時には 20 万

人を超すハイカーが沼山峠を往来し、雄大な尾瀬の

大自然を堪能しています。 

【伐採の危機】 

しかしこの沼山峠に『森林伐採』の危機が迫って

います。沼山峠展望台より尾瀬沼が良く見えるよう

にするため、つまり眺望確保のための「修景伐採」

計画がいよいよ実行の段階にきています。 

申請者である桧枝岐村が環境省、林野庁に修景伐

採要望の認可申請を提出（2021 年 6 月）し、これ

を環境省は 10 月中旬に認可しました。 

このような情報を基に、尾瀬自然保護ネットワー

クとして昨年 10月初旬に修景伐採計画反対の意見

書を提出致しました。申請者の桧枝岐村村長、監督

官庁の会津森林監理署

南会津支署長、環境省

関東地方環境事務所国

立公園課長の一村二省

庁宛てです。また 11 月

には、公益財団法人日

本自然保護協会も、修

景伐採要望に対し反対

の提言書を提出したと

聞きます。 

沼山峠周辺は保護林

の中でも最も指定ランクの高い『森林生態系保護地

域のコアエリア(保存地区)』であり、かつ「水源か

ん養保安林」にも指定されています。またこの亜高

山帯の優占種はオオシラビソ樹林です。このように

沼山峠周辺は森林として極めて価値が高く守らな

ければならない大切な保護林です。 

沼山峠は、焼山峠とも呼ばれ、落雷によると思わ

れる大規模な山林火災に見舞われています（発生年
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度不明、少なくとも 100 年以上前）。その跡地に、

周辺樹林の母樹より飛来した種子が発芽成長し、ダ

ケカンバやナナカマドなどと共に混合幼木林が誕

生、80 年～100 年程度の年月を経て、オオシラビ

ソ、トウヒなどを主体とした現在の二次林が再生し

たものと思われます。これらの二次林の再生とは、

自然の力で再生したものであり、その力強さに敬服

するとともに喜ばしい限りです。 

山林火災後から現在にいたる（十数年前）まで、

沼山峠展望台付近からは、遮るものはなく尾瀬沼の

眺望は良かったと思われます。これらは、山林火災

がもたらした偶然性であり、山林火災以前には全く

眺望は開けていなかったと思われます。 

自然林の更新は、風倒木や害虫による被害木など

の跡地に見られる更新のように、百数十年から二百

年程度のサイクルをもって繰り返されています。特

にオオシラビソは高木であり、樹高は 30ｍ～40ｍ

に達しますので、したがって、沼山峠から尾瀬沼が

見られたのは、ほんの一時期の偶然であり、自然が

もたらした一瞬の恵みでした。 

仮に眺望確保のため、修景伐採を強行したとして

も、数年後にはまた周囲の樹木が育ち視線を遮りま

す。その度に同じことの繰り返しになるのではと懸

念しています。 

【ちぐはぐな行政と自然公園法】 

 国立公園「特別保護地区」とは、自然公園法に基

づき厳しく規制され厳重に守らなければならない

地域と認識しています。そのため特別保護地区では、

形状変更はもとより、動植物の採取、落ち葉一枚に

至るまで持ち帰ることも厳しく禁止されている地

域です。 

 しかし現状は法律を変えてまで観光優先や誘客

運動に国家が動くようになってしまい、果たして今

後日本の自然保護はどうなるのでしょうか、先行き

が心配です。 

2018 年の『尾瀬ビジョン』では、『自然を損なわ

ない楽しみ方を考えながら、みんなが訪れたくなる

ような尾瀬にしましょう』とあります。修景伐採は、

紛れもなく自然を損なう行為であり、許すことので

きない行為です。今一度考え直していただきたい思

いでいっぱいです。 

日本中、世界中で新型コロナウィルスや変異ウィ

ルスなどの感染拡大により、命を守る行動が最優先

されています。尾瀬に限らず日本中、いや世界中の

どこの観光地も客足の減少は同じだと思います。焦

らずに堪える時期ではないでしょうか。 

以前に「自然保護で飯が食えるか」と、怒鳴られ

たことがあります。でも、自然があったからこそ、

今までの生業があったのではないでしょうか。 

四季折々の美しい景観は、言葉にならないほどの

感動を覚えます。この尾瀬の景観を次世代の人にも

きちんと残しましょう。尾瀬の自然を守り、後世に

残していくことが、今を生きる私たちの努めだと思

います。 

 フィールド「外」活動報告 

〇エコプロ 2021 出展（東京ビックサイト） 

＜「SDGｓ」持続可能な社会の実現に向けて＞

をテーマに東京ビックサイトにて開催 

     期間 2021/12/8～10 

東京ビックサイトには、環境学習の一環として

小中高の児童、生徒、教師、企業や自治体、NPO、

大学、一般市民など環境問題に関心ある方々が多

く集まり、終日熱心に各ブースに立ち寄り解説に

耳を傾けていました。（3 日間計 5 万 5000 名の

来場者） 

当会は尾瀬の自然保護をテーマとして「尾瀬の

自然を守るカード」の普及と、当会の知名度向上

のため出展を試みました。 
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参加者＜牛木一朗、大山昌克、須賀邦雄、初谷 博＞ 

○特別展の出展（群馬県立自然史博物館） 

―ぐんまの自然の『いま』を伝える― 

が、開催されました！ 

 

群馬県立自然史博物館において 2022 年 1 月 22

～2 月 13 日まで“特別展 ぐんまの自然の『いま』

を伝える”が開催されました。群馬県内 15 を超え

る自然保護団体による 80件以上のポスター発表が

ありました。当会は昨年に引き続き、小鮒理事作成

の大ポスターが掲示され、入館者が足を止めてご覧

になっていました。当会の発表テーマは、笠ヶ岳の

高山植物調査と尾瀬の外来種調査です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

●第 2 回理事会開催 

2022 年 1 月 29 日（日）Web おいて第 2 回理事

会が開かれ、総会、年間スケジュール企画、会計報

告、予算など次年度の活動全般について話し合いが

行われました。 

 

○「通常総会」日程 

通常総会の日程が決まりました。 

日時：2022 年（令和 4）4 月 16 日（土） 

     13：10～17：00 

会場：大宮ソニックシティビル 707 号室 
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Web による理事会開催 2022/01/29 

 

◆2022 活動スケジュール（案） 

 

・4/23（土）～25（月）群馬側 

至仏山/尾瀬ヶ原の環境調査（残雪調査） 

・4/30（土)～5/1（日） 福島側 

大江湿原及び尾瀬沼周辺の残雪調査 

・5/14（土）～15（日） 福島側 

シャトルバス添乗解説 /入山指導/自然観察 

・5/27（金）～28（土） 群馬側 

尾瀬ヶ原の環境調査（外来種/野鳥の基礎調

査/至仏山携帯トイレアンケート） 

・6/4（土） 福島側     

シカ柵設置（尾瀬保護財団からの要請） 

・6/11（土）～12（日） 

第 1 回尾瀬インタープリター養成講座 

・6/11（土）～12（日） 福島側 

帝釈山オサバグサ調査/シャトルバス添乗解

説/入山指導/自然観察 

・6/17（金）～18（土） 群馬側 

尾瀬ヶ原の環境観察 

至仏山携帯トイレアンケート/野鳥の調査 

（以上 6 月末まで） 

 

※年間スケジュールは、総会以降にご案内                     

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

●尾瀬沼水質 ワースト 39 位/189 湖沼中 

環境省より全国の湖沼のデータが公表されましたが、尾

瀬沼は未だ水質改善には至っていません。 

環境省は毎年、全国の湖沼 189 ヶ所の水質状況 COD 値

を発表。尾瀬沼の水質<COD75％値>は、2014 年 3.8、→

2015 年 4.0、→2017 年 4.8、今回発表の 2020 年は 4.9 で

した。（尾瀬沼の環境基準は 3.0 以下） 

ついに全国のワースト 39 位。 

● 30by30（サーティー・バイ・サーティー）とは・・ 

「30by30」は、COP15（国連の生物多様性条約締約国

会議）で決めた「 2030 年までに陸域と海域のそれぞれ

30％以上を自然環境エリアとして保全」とする国際目標

を指します。環境省は5月までに日本における「30by30」

達成を目指すための「ロードマップ」を策定し、生物多様

性の保全を強化する取り組みを公表する予定です。 

ここには国立公園などの保護地域の拡張を含め、寺社林

（明治神宮など）、社有林、鎮守の森や河川敷やゴルフ場、

緑化された屋上なども対象になるようです。日本の陸域は

20.5％、海域 13.3％が保護地域とされています。今後の動

向に注目してください。（大山）  
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