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―地球は生きている-寒冷期と温暖期―

温暖化による尾瀬への外来植物侵入
理事長
小生ごときが地球規模の話しをするのは、
甚だおこがましいとは思いますが、ご笑覧
ください。

磯部義孝

【地球寒冷化】
地球温暖化の記事は日々目にしますが、
一方では地球寒冷化説もあります。地球自

いま世界中で地球温暖化の防止と対策に

然史のサイクルは、寒冷期と温暖期を一定

向けた取り組みや会議が行われています。

の周期をもって繰り替えされています。地

【地球温暖化】

球の気温変化の最大要因は、太陽活動の変

1997 年 12 月地球温暖化防止京都会議

化です。次のサイクルは、2020 年から始ま

（COP3）が開催され、京都議定書が採択さ

るとも聞きます。黒点数がさらに減少して

れました。世界の先

太陽が不活発になる

進国から多くの専門

という予測です。地球

家や関係者が集い二

は 2030 年代に 「小

酸化炭素を始め多く

氷期」（ミニ氷河期）

の温室効果ガスの削

に入る可能性」を提唱

減目標を定めまし

されている専門家や、

た。しかし未だに削

氷河期 11500 年周期

減に同意しない、いくつかの経済大国もあ

説もあります。また過去の寒冷期は、太陽活

り、歯止めがかからず大量の温室効果ガス

動の停滞というよりも、巨大火山の連続噴

が大気中に放出されています。わが国でも

火によって、特に北半球の大気が火山灰で

削減目標を掲げ取り組んではいますが、達

覆われ、太陽光線が遮断されたことが原因

成できていないのが現状です。

とする意見もあります。なぜ太陽活動の極

私なりの素人考えですが、果たして人間

小期に火山噴火が集中するのかは、はっき

の手で、この地球全体の温暖化防止対策が

りとは分かっていないようですが、同じ時

できるのか、疑問を感じています。

期に巨大地震が多発したことも記録されて
1

NPO 尾瀬自然保護ネットワーク

います。
今は再び訪れる可能性のある氷河期（寒
冷期）に向けて、冷え切る過程の温暖期の真

す。
植生に更に追い打ちをかけるように「湿
原の乾燥化」が顕在化しています。

っただ中というわけです。いずれも太陽活

顕著な例として大江湿原の尾瀬沼寄りの

動の不活発化や環境変動の激化を予想して

北側、通称ヤナギランの丘と山続きの箇所

います。

です。ここでは乾燥地を好むヤマドリゼン

温暖化の進展が寒冷化の現象を相殺、も

マイ、オオイタドリ、チシマザサなどが湿原

しくはそれを上回る状態であれば、やはり

内へ入り込みが始まっています。湿原が乾

由々しき問題と思います。高度な科学技術

燥すれば湿原でなく草原となり、次第に低

を基に化石燃料の使用過多（人為起源の温

木林となってしまいます。乾燥化が進めば、

室効果ガスによる温度上昇）が、自然のサイ

大江湿原のみならず、尾瀬全域でこのよう

クルまで狂わせてしまっていることになり

な現象が起こり尾瀬のシンボルである湿原

ます。

の縮小化、もしくは無くなってしまうよう

【外来種と乾燥化】

な気もします。

温暖化の影響は、小さな尾瀬にまで及ん

ハイペースの温暖化により、降雪量、積雪

でいます。その影響をまともに受けるのは

量ともども年々減少しています。特に今季

誰でしょう。それは自然界の植物です。植物

の降雪量、積雪量は気になります。尾瀬湿原

は芽生えたところに根を張り、一生そこで

の生命線は水なのです。特に雪解け水が一

生きることしかできません。

番大切です。また夏から秋季の豪雨や狂暴

夏でも涼しい尾瀬でしたが、最近では余

化した台風は甚大な被害をもたらすだけで

り感じることができず、むかしの話しのよ

自然界にも人間社会にも何のメリットもあ

うです。尾瀬の夏日発生日数は、2018 年 52

りません。（なお P1 写真は、草原状態の尾

日間、2019 年 39 日間と平年の倍以上とい

瀬沼、2016/5/5 撮影。例年 5 月 GW の残雪

う記録ずくめの状態です。氷河期からの生

は 1ｍほどありますが、この年は全く雪が

き残りの植物にとっては、まさに熱地獄の

ありませんでした。）

日々です。さらに外からの侵入者なる外来

気候変動の予測はなかなか難しいですが、

植物、また里から移入したヨモギ、オオバコ

地球自身が冷却期間に入っているにも関わ

など数十種以上の植物が尾瀬の地に入り込

らず、温室効果ガスを増加させて気温を人

んでいます。尾瀬で毎年「オオハンゴンソ

為的に上げている人間の活動は、自然の摂

ウ」の除去作業をしていますが、追い付かな

理に逆らう行為にも見えます。自然のリズ

いのが現状です。これら外来植物の尾瀬侵

ムに反し、このような行為を続けた場合、自

入の経緯はいろいろありますが、温暖化も

然界からの「しっぺ返し」がどのような形と

大きな要因の一つです。亜高山帯から高山

なって現れてくるのか心配です。

帯に位置する尾瀬に、里の植物が生育でき

自然の摂理に逆らわず、日常生活や経済

るはずは本来ありません。里と尾瀬の気温

活動における化石燃料の消費抑制など、今

差が防波堤となり、侵入できなかったので

できることを通じて『みんなの力で、みんな
2

NPO 尾瀬自然保護ネットワーク

の尾瀬を』守らなければと思います。
最後に、次年度の活動も 5 月より開始と
なります。会員皆様の積極的なご参加を期
待しています。

食べる。ニッコウキスゲ、ミツガシワ、
ミズバショウなど貴重な植物を好んで
食べる。
⑤ ずば抜けたジャンプ力（助走なしで高さ
1.5 メートル以上跳ぶ）

■福島側活動

所々残雪のある沼山峠を越え、
10 時 30 分

ニホンジカ
「防鹿柵設置作業」に参加して
指導員

菅野

文子

大江湿原の貴重な植生を守る為の対策と

に尾瀬沼ヒュッテ前に集合した後に、各班
別に指定された場所に向かいます。3 つに
折りたたまれた「金網フェンス」を拡げ支柱
に固定するという大変な力作業でした。
今年のニッコウキスゲが咲くのを想像し

して、平成 29 年から南会津尾瀬ニホンジカ

ながら、しっかりとヒモを結びました。

対策協議会のメンバー他、ボランティアの

参加者（4 名）菅野文子、庄司利則、

方々の協力によって全長 3.55 ㎞に及ぶ防鹿

刀

光夫、鍋山智之

柵の設置が行われています。当初予定され

■福島側活動

ていた 5 月は残雪の影響で延期され、6 月 8

外来植物「オオハンゴンソウ」の
駆除作業に参加して

日に実施されました。
（気温 14 度/曇時々雨）

指導員

菅野

文子

7 月 7 日、昨年に続き小沢平（こぞうだ
いら）登山口にて外来植物オオハンゴンソ
ウの駆除作業が、
（公財）尾瀬保護財団主催
で行われました。
オオハンゴンソウとは、巷でよく目にす
ニホンジカは雪解けとともに日光、足尾

る北米原産、キク科の植物で黄色の大きな

地域から尾瀬にやってくるため、この頃に

花です。観賞用として移入されたものが野

設置し、秋の深まる頃に撤去します。
（積雪

生化したものと言われています。在来種で

により柵が壊れる為）尾瀬沼では、1990 年

あるハンゴンソウを駆逐しつつ増えている

代中頃より生活痕跡（足跡,食べ跡、フンな

といった危惧もされています。

ど）が散見されるようになりました。
・尾瀬沼ビジターセンターによるニホンジ
カの説明
① 大移動する
② 繁殖力が高い
③ 群れで生活
④ 大食漢でありメスでも 1 日 5 キロ以上
3
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参加者は桧枝岐村観光課、尾瀬沼 VC、会

どを伝える。

津森林管理署、東京パワーテクノロジー㈱

午前 11 時でも御池駐車場の駐車台数 243

尾瀬林業事務所、尾瀬国立公園パークボラ

台と少なく、夏山シーズン開始日としては、

ンティアなどからの総勢 20 名です。

ややさびしい。
本日の添乗解説、入山指導数 199 名。

まず草丈 10 ㎝ほどの幼草、30 ㎝から 50

午前中の活動を終え、御池駐車場の法面

㎝に育ったオオハンゴンソウは、簡単に抜

を観察していたところ「ハクサンチドリ」の

けません。引き抜くと根が赤く、葉裏も緑色

群落発見、さっそく調査開始。コドラート法

です。なお葉のよく似たヨモギは、簡単に抜

で 63 株と密度高く今後継続調査対象とし

け、葉裏は白色です。財団からお借りした丈

たい。

夫なスコップで繁茂している草むらを一斉
に除草しました。なかなか手強く根はあち
こちに伸びていて難渋しました。昨年は（桧
枝岐村が準備した）軽トラック 2 台分だっ
た草の山でしたが今年は 1 台分でした。着
実に成果が表れていることを実感しました。
参加者（3 名）
佐久間治光、佐藤秀雄、菅野文子
御池田代ではシカの食害やヌタ場が多く

■福島側-第 3 回活動
福島側担当理事

散見され、上田代まで散策の足を延ばす。上

佐久間治光

田代では、キンコウカ、トキソウ、サワラン、

日時 ７月１３日（土）～１４日（日）
13 日午前７時、雨のち曇り。尾瀬御池で、
早速雨の中テント設営、入山指導など活動
開始。
本日はアカデミーの開校式、円谷事務局
長と鍋山理事、サポートの高槻弘美指導員
と大庭和夫指導員は開校式の準備に取りか

ワタスゲが咲き乱れている。天候も回復し

かる。

て平ケ岳をはじめ越後の山々が顔を出して

天候の影響なのか、出足がかなり鈍いよ

くれた。

うに感じる。バス添乗解説は菅野指導員を

ステージは出来上がり昼食です。定宿「ひ

皮切りに、横田指導員が満席となったシャ

のき屋」のおいしい弁当と久々に参加され

トルバスに乗り込み開始する。

た椎名宏子指導員を囲んで、話に花が咲き

燧ケ岳や尾瀬沼を目指す登山者に対し、
滑りやすい雨天のため、歩行上の注意点な

最高のランチタイムとなった。
14 日午前 6 時 40 分、本日も雨模様。
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御池駐車場の８時現在 175 台と、出足は良
くなかったものの、その後はハイシーズン
であるため、貸し切りバスを利用したツア
ー客が次々と御池に降り立つようになる。
伊藤広志指導員と伊藤佳美指導員が張り
きってシャトルバスに乗り込み、活動開始
する。お疲れ様でした。
本日の添乗解説：入山指導数 237 名。

外来植物オオハンゴンソウの侵入予防対
策が行われた現場である「小沢平登山口」へ
と向かった。7 月 7 日に駆除したはずの現
場には、一面オオハンゴンソウの芽吹きが
確認され、改めて生命力の凄さに驚かされ
るとともに駆除の難しさを痛感した。
定宿「ひのき屋」までの帰路、御池古道を
七入まで、先人の思いを抱きながら歩き尾
瀬の秋を味わった。
本日の添乗解説・入山指導者数 95 名。

（参加者 10 名）
磯部義孝、伊藤広志、伊藤佳美、西條丈吉、
佐久間治光、椎名宏子、菅野文子、高橋絹江、
刀

光夫、横田 隆.

■福島側第５回活動
福島側担当理事

佐久間治光

日時 10 月 5 日（土）～6 日（日）

6 日午前 7 時、霧雨の中テント設営、活
動開始する。本日は、昨晩合流した初谷副理

5 日午前 7 時、曇り時々晴れ間あるもの

事長、円谷事務局長、刀さん、早朝駆け付け

の、風強く寒い。今年の尾瀬は全般に週末の

てくれた磯部理事長を交え 10 名の活動と

天候不順が続き、入山者の出足は鈍いよう

なり、にぎやかの内に今年度の活動を終了

だ。

することができました。ご参加いただいた

さっそく尾瀬御池で、入山指導など活動
開始。
シャトルバス添乗解説は、永島指導員を

皆さんありがとうございました。
本日の添乗解説・入山指導数 105 名。
(参加者 10 名)

皮切りに、横田指導員と続く。10 時過ぎる

飯沼巳好、磯部義孝、伊藤アケミ、

と登山客もまばらとなり添乗員付きの小規

西條丈吉、佐久間治光、円谷光行、刀 光夫、

模ツアー客が目立ち活動を切り上げる。

永島 勲、初谷 博、横田 隆、
5
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大宮ソニックシティビル 808 号室
13：10~17：00（以降、懇親会あり）
第 17 期通常総会日程が決まりました。当
■「エコプロ」初参加

日のご参加をぜひお願いします。ご案内状

2019 年 12 月 5~7 日に開催された「エコ

は 3 月中に送付予定です。

プロ 2019」に当会として初の出展をしまし

・（開催中止となった）2019 尾瀬アカデミ

た。会場は東京ビックサイト（西ホール）、

ー（第 2 回）開催日決まる

来場者数 14 万人を集めたこの「エコプロ」

開催日：2020 年 7/11（土）~7/12（日）

は「持続可能な社会の実現に向けて」をテー

2019 第 2 回尾瀬アカデミーは、台風 19

マに、大学研究室、NPO、地方公共団体な

号の影響ため中止なりました。2020 年 7 月

ど環境問題に関心の強い団体がブース出展

に福島側で合同研修を実施します。

をしました。
■編集後記-公表された尾瀬情報 3 つ
当ブー

・令和元年尾瀬入山者数 24 万 7700 人

スにも
多くの
尾瀬に
ご関心
をお持
ちの方々が訪れました。

（前年比 91.8％）（環境省）

・尾瀬沼 COD 値（環境省）
4.7（188 湖沼中ワースト 36 位）
・シカ柵（シカ対策広域協議会）
御池田代（周長 1054ｍ）、笠ヶ岳（周長
1364ｍ）にシカ柵設置検討中

■特別展―ぐんまの自然の『いま』を伝える

当会参加（開催日：2020/1/11~2/16）
群 馬 県
立自然史
博物館主
催のイベ
ントに本
年も小鮒
理事作成
の「尾瀬の
現状を伝
える」ポスターを展示、多くの来場者に見て
いただきました。
■総会日程
・2020 年（令和 2 年度）第 17 期通常総会
4 月 26 日（日）
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■本部事務所（事務局）
〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町旭町
19 円谷様方

電話/FAX 0248-94-5003

info@oze-net.com<info@oze-net.com
■群馬支部
〒371-0846 前橋市元総社町 2－小鮒様方
電話/027-251-1089
http://www.oze-net.com/
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