
レンタルグッズ

レンタルグッズ

長靴

スノーシュー
（冬期間のみ ・大人）

スノーシュー
（冬期間のみ ・子供）

・貸出時間はビジターセンター開館～閉館まで（クマ鈴以外）。

・日付をまたいだレンタルはできません。

￥500

￥1500

￥1000

料金

裏磐梯だより 2022 年 9月　NO.115 ［企画・発行］裏磐梯ビジターセンター自然体験活動運営協議会

ツキノワグマ 目撃情報

お問い合わせは「北塩原村農林課」まで tel 0241-23-1334

　裏磐梯もいよいよ秋の気配が濃くなってきました。トレッキングや登山に一番良い季節です。

裏磐梯地区・磐梯山・西吾妻山には、23 のトレッキンングコースや登山道が整備されていますが、

残念ながら、6月末や 8月初めの大雨などのために、いくつかのコースが通行止めになっています。

トレッキングなどを計画されるときは、事前に当ビジターセンターHPや電話で状況をご確認ください。

探勝路の通行止めなどのお知らせ

HP トップページの「重要なお知らせ」からご覧ください

レンタル料金

3施設共通 クマ鈴 ￥100

補償金

＋　￥1000

2022/9/16 現在の通行止め探勝路
一部路肩崩落のため通行注意。　
レークラインは中津川から福島市側が一部通行止め。
秋元湖から中津川渓谷の区間は土砂崩れのため通行止め。
木橋流失のため通行止め。
ゴンドラを利用して、布滝までは通行可能。
林道小野川線は、路面洗堀のため通行止め。
木橋流失のため通行止め。
金山浜探勝路は、木道流失のため通行止め。
木道老朽のためのため一部通行止め。

●曽原湖畔探勝路 ………………
●秋元・中津川渓谷探勝路 …… 
   　
●小野川湖畔探勝路 …………… 
●早稲沢・デコ平探勝路 ………
  
●吾妻川渓流探勝路 ……………
●桧原歴史巡り金山浜探勝路 …
●裏磐梯野鳥の森探勝路 ………

【雄国沼湿原】
・喜多方（熊倉・塩川）から金沢峠への林道は、落石などのため通行止め。
・木道の改修工事のため、木道の一部が終日通行止め。
・ヘリコプターによる資材搬入のため、木道利用の全面禁止日が 9月中旬～ 10 月下旬
　に予定されている。
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裏磐梯図鑑No.30　　

    意外と派手好き？　ヤマドリ

自然解説員の巡視日記

   磐梯山 ( 裏磐梯登山口 )

ようこそビジターセンターへ

   Twitter を始めました !

「アケボノソウ」
　山地の水辺に生える 2年草。花が咲

く時期は 9月～10 月で、高さは 60~90

センチになる。和名は花冠の裂片 ( 花び

らの先 ) に黒紫色の斑点があるのを夜明
けの空 ( 曙 ) に見立てたのが由来。



⑤成層火山の内部を見れる③銅沼の畔に立てる

山頂から猪苗代湖を望む

桧原湖から磐梯山 (爆発カルデラ )を望む桧原湖から磐梯山 (爆発カルデラ )を望む

意外と派手好き？　ヤマドリ

裏磐梯図鑑　No.30

　まだまだ残暑は残りますが、
日の入りの時間が早くなってき
ていることから、秋の訪れを感
じます。そんな秋の夜の長さを
歌った、上の和歌をご存じでしょ
うか。

　おそらく皆さんも学校の授業
などで一度は聞いたことのある、
小倉百人一首にも選ばれた柿本
人麻呂の歌です。
　この歌は、「（秋の夜は、）ヤマ
ドリの尾のように長い。そんな
長い夜を（君に会えずに）一人
で寝るのだろうか」といった、
想い人に会えない寂しさをう
たった歌で、秋の夜の長さをヤ
マドリの長い尾に例えています。
物のたとえに使われるほどの長
い尾を持つ、ヤマドリとはいっ
たいどのような鳥なのでしょう
か。

　ヤマドリはキジ目キジ科に属
する鳥類です。日本の国鳥であ
るキジと同じように、丸っこい
形をしています。
メスはキジと同じような、茶色
の少し地味な鳥ですが、オスは
明るい赤茶色をしていて、とて
も派手な緑色のキジと違い、シッ
クなカラーです。

　そんなヤマドリのオスの特徴
といえばなんといっても長い尾
羽で、最長で 90cm 近くになる
こともあるそうです。オスの全
長（尾羽の先からくちばしの先
までの長さ）が 120ｃｍくらい
ですので、体よりずっと尾羽の
方が長いことがわかります。な
ぜこんなにも、尾羽が長いので
しょうか？

　そんなヤマドリのオスの特徴
といえばなんといっても長い尾
羽で、最長で 90cm 近くになる
こともあるそうです。オスの全
長（尾羽の先からくちばしの先
までの長さ）が 120ｃｍくらい
ですので、体よりずっと尾羽の
方が長いことがわかります。な
ぜこんなにも、尾羽が長いので
しょうか？

　

　オスがメスよりもずっと派手
な姿をしている生き物は、尾羽
の長いヤマドリや、色の派手な
キジなどの鳥類に限らず、グッ
ピーなどの魚類、トンボなどの
昆虫など、様々な生き物で見ら
れます。彼らに共通するのはよ
り派手なオスのほうが、メスに
選ばれやすいということです。
姿が派手だと天敵に見つかりや
すく、獲物に逃げられやすいと
いうデメリットがあるはずです
が、どうしてメスは派手なオス
を好むのでしょうか。

このことを説明する２つの説を
紹介いたします。

　一つ目は「ハンディキャップ
理論」と呼ばれるもので、派手
な姿はデメリットが多いにもか
かわらず、生存しているオスは
優秀なので選ばれるという理論
です。
　二つ目は「ランナウェイ説」
というもので、派手なオスと派
手好きなメスから生まれる子供
は、派手なオス　　　　　と派
手好きなメスなので、何らかの
きっかけで派手好きなメスが現
れると、オスはどんどん派手に
なっていくという説です。

　ヤマドリのオスは求愛の際、
さえずりの代わりに、羽を打ち
付け「ドロロロ」とバイクのエ
ンジン音のような音を出します。
尾羽を開き、見せつけるような
行動をすることもあるようです
が、メスが何を基準にオスを選
んでいるかは正確にはわかって
いません。

　自然界にはまだわかっていな
いことがたくさんあります。生
き物を観察する際はどうしてそ
の姿になったのか、どうしてそ
んな行動をするのかなど、様々
なことを考えてみましょう。も
しかしたら新たな発見があるか
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しかしたら新たな発見があるか
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“あしびきの　山鳥の尾の　しだり尾の　
 　　　　　　　　長々し夜を　ひとりかも寝む” 

やまどり

▲ヤマドリのオス尾羽（実寸大）
曲げて撮影しました。約 70 センチありました。
▲ヤマドリのオス尾羽（実寸大）
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キジ（オス）

ヤマドリ（オス）
▲ヤマドリ（メス）
　全体的に地味な色で、尾羽は短い。

　まだまだ残暑は残りますが、
日の入りの時間が早くなってき
ていることから、秋の訪れを感
じます。そんな秋の夜の長さを
歌った、上の和歌をご存じでしょ
うか。

　おそらく皆さんも学校の授業
などで一度は聞いたことのある、
小倉百人一首にも選ばれた柿本
人麻呂の歌です。
　この歌は、「（秋の夜は、）ヤマ
ドリの尾のように長い。そんな
長い夜を（君に会えずに）一人
で寝るのだろうか」といった、
想い人に会えない寂しさをう
たった歌で、秋の夜の長さをヤ
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い尾を持つ、ヤマドリとはいっ
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か。

　ヤマドリはキジ目キジ科に属
する鳥類です。日本の国鳥であ
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形をしています。
メスはキジと同じような、茶色
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意外と派手好き？　ヤマドリ

裏磐梯図鑑　No.30

どんな声で鳴く？

派手なオスはメスにモテる？

Twitter アカウントを開設！
裏磐梯ビジターセンターの公式 Twitter を開設しました。
ウェブサイトや Instagramの更新のお知らせの他に、駐車場や探勝路の状況、
スタッフの見つけた生き物の情報など発信していく予定です。
ぜひともフォローをお願いします！
 アカウント名　@urabandai_vc

自然解説員の巡視日記

磐梯山　( 裏磐梯登山道 )
　「日本百名山」の一つである磐梯山は、四季

を通して多くの登山者が訪れます。登山口は６

つありますが、火山の荒々しさを強く感じるの

が、「裏磐梯登山口」からのコースです。

　自家用車は裏磐梯スキー場駐車場まで入れま

す。路線バス利用の場合、「裏磐梯高原駅」バ

ス停から駐車場まで、約 2.4km歩きます。

　スキー場のゲレンデを上り、ゲレンデの上部

で、銅沼コースと火口原コースの分岐になりま

す。銅沼コースは中ノ湯で八方台からのコース

と合流し、火口原コースは火口原の東端で川上

コースと合流して、それぞれ山頂を目指します。

ただし、川上コースと合流したあと、櫛ヶ峰と

の鞍部（爆裂火口壁の上端）に出るまでは、ガ

レた急登（標高差約 300m）なので、登り下り

とも注意が必要です。体力に不安のある方は、

銅沼コースの往復をお勧めします。また、他コー

スに比べて、人が少なく静かな山行を楽しめま

すが、クマ対策を忘れずにして下さい。

　このコースの特長は、①上りと下りで別の

コースを歩ける、②バンダイクワガタなど多く

の花に出会える、③銅沼の畔に立てる、④湖沼群

を俯瞰できる、⑤爆発カルデラの中を歩き、火

山の内部構造や噴気などを見て火山の驚異を実

感できるなどです。ぜひ、火口原に立ち、約

135 年前には、足元から約 650m上に「小磐梯」

の山頂があったこと、一瞬にして膨大な山体を

崩壊、消滅させた噴火の怖さを想像してみてく

ださい。
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