
中部千島温繭古丹島植物日誌

ifi!禰i!i丹烏は官r;ij品操氏著 r千島概誌J に

よれば、千島列島脊牟古丹J烏の北北東の春

牟古丹海峡約 87イノレのところにある。南

南河より北北京延びその長さ約42，5km、北

部全長の半ば、I!J約7.4kmていあるが、南部は

直径16.5kmの円形状をしている。地形は山

岳幡Jffiしその内に顕著な二つの高峯がある。

南部にあるのをJ黒石山と云い、その品さは

1328mの円錐状の火山にして周開に600m-

札幌市 吉 野 博 吉

900mの外輪山をめぐらし、中に尚仙i胡とい

うひとつの初jがある。(海面上約381m}。北

部には恨茂山(標高1，019m)の火山があり、

その北万に蓬茶話，jjがある。海岸の多くは縫

む崎、立し、わずかに砂浜が交じっている。

東岸に黒石湾、北西岸に桜茂i汚がある。共

に湾形開悶好jl~H也である。(多少現代文に直

した。) (写真・図ー 1) 

温棋古丹島(をんねニたん) 千島の大候Il慨して快晴の 11が少¥'， r百と窃と 味にその辺のす事l.tie:密である。杭海者をMませるのもこ

の諾である。大平洋の市から卒州の束伴剖走コて北《えずる宍1伺と 北のhペーリングの深海カり市トずる衛官とが 阪まかり北千島への航海'1'ι
殆ど列島の姿を見ずに過ぎて fヲことは怖ではない。写兵LI¥"海に"ざされたi!Hl!古乃島である。盛夏向海岸近く残勺を見るa 冷然たる海水の色で

ある。気温は袋夏日中でも孝氏70度以 lに灯ることは始ど今ぃ。長低10度 勿論火~\を必要とする ( fJt藤秀Ji.r.ID
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私は194511'- (1昭和19'1'.) 6月に北方筈備

のため兵隊としてこの烏に I~J干した。島に

立って私の眺めた景観は、まさに!日述のと

おりで、北方には黒石山が胸f山i胡と云う湖

水の中央に懲え立っている o 時~Iは二貢式火

山i鵡で火口壁の外輪山は、 400m-500mの

直角的急性庁崖の島内では最も美しい眺めで、

他の島では見られない光景である。南方に

は才的克山があって南北に相対してし、る。(表-

2 ) 

今凶の調査!は、学術的な植物の調査が目

(I(Jで、はなく、大隊本部より命令で食用にIII

米る野草を調べて乾燥貯蔵して冬に備える

準備するためであった。

:fl、はその頃、高山植物の知識を多少持っ

ていたが、 今般の山野草については全くと

云ってもいいほどに知識がなく、内心凶っ

たと思ったが、心臓強くこれもお国のため

と引受けた次第である。

本土から速く離れた中部千島列島、 iE禰

If，丹島のf直物については資料がないので、

早速北海道大学農学部附属杭物l調の石同文

二三郎、 rr.i秀雄、両先生にお願いして宅急参

考書を送っていただき卜分に参考になった

ことは、いまでもl栗〈感訪Iしている。

調査幸Riftは毎日書いて大隊本古1>に提出し

ていたので、文体がl::]~:t風になっているが、

そのまま記載することにした。

アカパナベンケイソウ、チシマキンパイ、

シコタンハコベ、チシマニンジン、チシマ

コハマギク等である。右一色や岩のF車問の至

るところに生育しているのは、アカパナベ

ンケイソウとチシマコハマギクが最も笠笛

である。このド付近でldについた植物は、イ

ワキキョウ、エゾコザクラ、 トモシリソウ、

キヨシソウ、チシマタンポポ、マイヅルソ

ウ、ツ7 トリソウ、殺性1窪木類でいは、エゾ

ツツジ、ヵーンコウランが見らhるロ

草地になっている斜而では、ミヤ7 ハタ

ザオ、キパナノコ7 ノッメ、チシ7 イチコ、

チシ7 アザミ、 ミヤマスミレ、が1洋生して

いる。とくにキヨシソウが真蟻りで岩が臼

くなるほどに群生しているのは見事で強く

印象にF主っている。

向年 6月24日、淡菜岬と大川流域附近の

植生

昨日調査した地域より淡菜Ib'l'を北上して

見ることにする o 111'日目についた植物以外

のものとしては、イワヒゲ、ゴゼンタチノぐ

ナ、コケモモ、エゾコザクラ、キパナノコ

マ/、ソメ、エゾツツジがある。特に驚いた

のはエソdツツジの直径 1m位の大株が見事

に群生していることであった。

大川に入り上流に向かつて進むと、所々

に'1'州が出米ている。中川には、チシマク

モ7 グサ、 ミヤマハタザオ、ジンヨウスイ

1945年(昭和19年) 6月23司、淡菜岬と パ、ダイモンジソウ、ミヤ7 アカパナ、ミ

大泊附近の海岸の植生 ヤマガラシがある。珍しい柄物としては、

大i白附近より淡菜仰の tJが柄物の種類も シロパナミヤ7 アカハナが所々に見られる。

多く植生は豊富である。 また、チシ7 クモ7 グサの大株(直径約80cm)

海岸の岸壁にE空白に群生している柄物は、 が所々に見られて、北海道ていはとても見る
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ことの出来ない光景であった。 キリンソウ、チシマニンジン等が見えた。

帰路、淡菜川のトー流にtHて見たが、この 本日のコースは附告IJ湖の下見としてきた

あたりの植牛Jこは、あまり変化は見られな ので時間もなく、外輪山の途中から引返す

かった。シロパナミヤ7 アカパナは、まだ ことにした。次の機会には !討して充分に

本邦については未報知と聞いているが未確 調査したいと思う。

認である。

向年 B月26日、幽仙湖畔の岸壁と外輪山

の植生

待望の幽仙i胡にはじめて行くことが出来

た。早朝本部を出発して大川を遊j行して行

く。 400m地点ではノjくが無くなり、所々にあ

る残雪を見ながら外輪山の上部にmる。外

輪山の斜面にもかなリの残雪が残っている。

先ず最初にHに入ったのは、キパナシャク

ナゲの大群i存、エゾキンパイソウ、チシ7

フウ口、エゾコザクラ、イワヒゲ、エゾツ

ツジ、キパナノコ 7 ノツメ等で見事なお花

畠を形成している。そのほかには、ヒメク

ワカ'夕、 ツ7 トリソウ、 7 イヅノレソウ、ハ

イヤナギ、イワウメ、コメパツ力ザクラ、

チシ7 クモマグサ、イワブク口、クロマメ

ノキ、オトギリソウ sp、チシマニンジン、

ミヤ7 ダイコンソウ等が見られる。特にキ

パナシャクナゲの大株が紋椴の紋様のよう

に開花している姿は、北海道では比較の出

来ない見事さである。その他珍しい植物で

は、ミヤ7 ダイコンソウの八重咲とシロパ

ナイワブクロの幹生である。傾斜両 FのiE

生草原には、チングノレ7 、 ミネハリイ、エ

ゾコザクラ、ヒオウギアヤメ、モウセンゴ

ケ等が群生している。すこしおいところに

は、アオノツyゲザクラ、ヒメクワガ夕、ヱ

ゾコザクラ、ミヤ7 ダイコンゾウ、アキノ

32 

同年 B月28日、大泊却、濁川方面の海岸

岩壁の植生

海岸符壁の柄物は共通種が多〈、ミヤマ

ダイコンソウ、チシ7 キンパイ、イワヒゲ、

エゾイヌナヅナ、ミヤマハタザオ、エゾコ

ザクラ、ツ7 トリソウ、 トモシリソウ、チ

シ7 ニンジン、ハ7 エンドウ、チシ7 コハ

7 ギク等が多く、崩壊地にはイワブクロの

大株が見事に群生している。その中には白

花種もたくさん見ることが出来て、かなり

の大株である。

%1路の途中に、ガンコウランのヒースに

なった大きな群落が見えた。

F庁々にヒメシャクナゲ、ムシトリスミレ、

ムカゴトラノオ、クロマメノキ、チングノレ

7 がi昆生している。

本日のコースで注目したい摘す却を見ると、

チシ7 ワレモコウ、チシマイチゴ、ミツバ

オウレン、ハクサンチドリ、ウヅラノ心、ク

サンチドリ、ヨツパシオガ7、エゾツツジ、

ハマナス、シロノてナヒメクワガ夕、シコタ

ンハコベ、ベニバナベンケイソウ、ヒメク

ワガ夕、ミヤ7 アカパナ、ハ7エンドウ、

センダイハギ、キヨシソウ、タカネスミレ、

チシ7 センブリ、カラマツソウ spである。

シコタンハコベも北海道から見ると大形で

別名7 ノレパシコタンハコベと云われている

説もある。
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同年 7月 5司、淡菜仰の植生

久しぶりに晴れる。(約 1週間ほど霧のた

め調査中止)

調査のためIblllの台地に行く。気温もl暖か

くなってきたので、色とりどりの花が咲き

だして美しいお花畑を形成している。最も

日についた植物は、エゾコザクラの11下落、

アカパナベンケイソウ、ベニバナチシ7 イ

チコ。什花ではキヨシソウ、シコタンハコ

ベ、イワヒゲ、黄花では、チシ7 キンパイ、

ミヤマガラシ、タカネスミレ、タンポポsp、

その他は、チシマフウ口、ヒオウギアヤメ、

岩場には、チシマコハマギクが大きな群浴

をつくっている o

本日のコースではじめて見た柄物は、 ト

リカブ卜 2種類、エゾハナワラビ、チシ7

クノレ7 ユリ、タカネスミレ、イワキキョウ

の大輪系等である。

周年 7月9日、黒石)11J:流と赤石山の植

生

早朝からH古れて待望の黒石川iを遊u-_する o

所々の中川|の植生は、 i捉菜川!大川とも共通

している。チシマクモ7 グサ、 ミヤマアカ

ノ〈ナ、ジンヨウスイノペダイモンジソウ、

ミヤマハタザオ等が22寓に群生している。

途中の岸壁には、キヨシソウ、エゾイヌナ

ヅナ、ミヤマダイコンソウ、ヒメクワガ夕、

エゾコザクラ等が目につく。壁 Fのところ

でミズバショウを発見したが、この調査で

は最後までこの地域以外では見られなかっ

た。大きな雪渓を登りきると高層湿原地帯

となる。このあたりは楠生も笠寓で、ヒメ

シャクナゲ、シユムシワタスゲ、モウセン

-33 

ゴケ、 ミネハリイ、ムシトリスミレ、 ミネ

ヅオウ、エゾコザクラ、ミヤマダイコンソ

ウ、チシ7 トウチソウ、クロマメノキ等が

見られる。

赤Ai山の尾根に出た項上に近い草地は、

いままで調査した地域とは多少変わってお

り、ミヤマハンノキ、ハイマツが見えて、

1洋生の切れIjには、チングノレマ、 ヒメシャ

クナゲ、キパナシャクナゲ、ミヤ7 リンド

ウ、エゾコザクラが見える。項上附近の傑

池には、ミヤマキンパイ、イワウメ、チシ

マセンブリ、ミヤマリンドウ、チシ7 ア7

ナ、ミネズオウ、ジムカデ、チシ7 ツガザ

クラ、ウラシマツツジ、チシマセキショウ、

キパナシオガマ、タカオカソウ、チシ7 キ

キョウ、エソソハクサンイチゲ等が豊富に

見える。

本日のコースではじめて見た植物は、キ

パナシオガマ、タカオカソウ、チシ7 ツガ

ザクラ、チシ7 ア7 ナ、ミヤ7 キンパイで

あった。

周年 7月16目、粂川の流域と圃頂山術近

の植生

早朝に出発して粂川I(オホーツク海側)

にはじめて行く。粂川近くになると、植生

も太平洋側とは、かなりの変化か見られる。

太平洋側ではあまり見られなかった、エゾ

キンノぐイソウ、ハクサンチドリ、ウヅラハ

ハクサンチドリ、シロパナハクサンチドリ

が豊富に見られる。粂川近くの台地では、

ガンコウランのヒースカぎ兄られ、コメノ〈ツ

ガザクラ、チシ7 ツガザクラ、ジムカデ、

ウラシマツツジ、クロマメノキ、ミヤ7 リ

北方山草 8 (1989)



ンドウ、チシ7 センブ I}等があった。その

中に混じってスズムシソウの干草を見出す。

i篠木類のミヤ7ハンノキ、ハイ 7 ツは太平

洋III肋、ら見てかなり媛性化している o

粂川由'1
'
にH.11て食事をとり、その後その附

;IlIを調べると、珍しくアライトヒナゲシを

見出した。そのほかには、チシ7 クモ7 グ

サ、ジンヨウスイバ、 ミヤ7 ハタザ才、ダ

イモンジソウ、 ミヤ7 アカパナ、チシ7ノレ

リソウ、タカオカソウを見た。i!lio岸に出て

困1ft111に向かう。途中海岸の草原では、ウ

サギギク、シュムシュクワガ夕、エゾコザ

クラ、フ。リムラ sp 、チシ7ノレリソウで、 ~t

にHについたちのは、シロハナノチシマル

リソウがi昆生していた。

章、↓頂iを登り切って足般にH1ると、北海道

では珍草の部類に入るキパナアツモリソウ

がかなリの数を見ることが出来た。

附近の草地には、ヱゾツツジ、ハクサン

イチゲ、チシ7 ノレリソウ、エゾキンノ〈イソ

ウ、ミヤマダイコンソウ、エソソヨツパシ

オカ7 があり、登って際地にIHると、チシ

7 キキョウ、ミヤマキンパイ、ムカゴトラ

ノオ、ムシトリスミレ、チシ7 センブリ、

タカネスミレ、チシ7 セキショウ、チシ7

ニンジンがあり、 1ft上直下に出て岩場を兄

ると、ヒメクモ7 グサ(ヒメシコタンソウ)、

ウラジロキンパイ、チシ7 ハナシノブ、チ

シ7 アサヅキ、ウノレップソウ、オニク、ノ

コギリソウ sp、コウノソウ、ムシトリスミ

レを見た。ウノレップソウは群落をつくって

いるが、裸地以外ではあまり見られない 0

II和弘の中でシロパナウノレップソウを見出し

たが、ウルップソウより少し小形で、夕張

34 

岳のユウパリソウと形態がよく似ている。

群落のスケーノレの大きさに驚かされる。

帰路は粂川に出て海岸白地の崩壊地では、

チシ7 クモ7 グサのi洋t存があり、その中に、

シロパナウノレップソウが単独でl1f生してい

るのは注目に値するものと思った。

本日のコースで注目したい植物をあげる

と、キパナノアッモリソウ、シロパナウル

ソフ。ソウ、キパナシオガ7 、アイザワソウ、

チシ7ハナシノブ、プリムラ sp、シロパナ

ハクサンチドリ、ウヅラパハクサンチドリ、

ヨツパシオガ7、ヒメクモ7 グサ、ウラジ

ロキンパイ、チシマハナシノブ、シュムシ

ュクワガ夕、アライトヒナゲシ等がある。

周年 1月23日 幽仙湖壁と黒石山の外輪

山の高地の植生

ノi前 611寺に部隊本音11をm発して淡菜川を

i迦上する。途'1'のトーidiの流域には、チシ7

7モ7 グサ、ヱゾコザクラ、 ミヤ7 ダイコ

ンソウ、ジンヨウスイバ、 ミヤマハタザオ

等が美しく咲き乱れ税務を形成している。

500m地点までくると i困沢となる。資りき

って草原に入ると、ハクサンイチゲ、エゾ

キンパイソウ、ミヤマダイコンソウ、エソ

コザクラ、チシ7 ニンジンが花ざかりで美

しい。エゾツツジの大株も所々に点在して

いる。

午前 91時すぎに外輪山の尾恨にmる。 11

H才に584111地点に清〈。早い昼食をすませて

附近を観察する。チシ7 ノレリソウ、イワブ

ク口、 ミヤマキンパイ、ウヅラノむ、クサン

チドリがあり、特にイワブクロの大株には

驚いた。直筏が 1m以上もあって下!雲111の

北方山草 8 (1989)



I良kまでい君下落をつくって続いている。刑務

がきれた頃から納生に変化があり、キパナ

シオガ7 、タカネトンボ、チシマノレリソウ、

シロノぐナチシ7 ノレリソウ、 シコタンソウ、

シュムシュクワカe夕、ムシトリスミレ、チ

シ7 アマナ、シロパナイワブクロがIdにつ

く。 840m(.:;)也には守後 21侍に着き、高輪111

には :111-1'30分、制11リtLlIには 5時着く。強行

軍でi尺の 1Iについたのが 81昨30分であった。

本Hのコースは上除以来の事Ifコ スて幹部

隊に着いたのは翌日の午前 21砕すぎであっ

た。部隊では、あまりにも帰りが遅いので

図-2

捜索隊を出発させる山市であった。

i益禰市丹Lらでは、やはりこの外輪山カ寸仇

物の荷主aiとしても11寓で珍しいものもかな

りあり、群務のスケーノレも岡島内では最高

だと思っている。

本日のコースでil:t-Iすべき刷物と珍しい

植物を記入すると、ヒメクワ力夕、シロノ〈

ナヒメクワガ夕、シロパナチシ7 センブリ、

シロパナエゾコザクラ、シロパナチン7 キ

キョウ、八京咲ミヤ7 ダイコンソウ、シロ

パナイワブク口、シロハナチシ7ノレリソウ、

タテヤ7 キンノぐイであった。(図ー2)

、「

‘、
..¥ 

幽1111初l・火打壁より黒石岳を望む (S.19.7.26.H.Y)
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同年 8月10臼 温禰古丹島

部隊に移動命令がくだる。いよいよ温禰

古丹島との別れが近くなった。美しかった

お花畠も季節が過ぎて秋の気配がする。草

原にはまだ、チシ7 フウ口、チシ7 アザミ、

チシ7 センブリ、チシ7:;'ノレ7 ユリ、オ二

シモツケ等の花が討につく。ヌゲンコウラン、

コケモモ、クロミノウグイスカグラの実が

色づき食べ頃となってきたが、残念ながら

採取は出米なかった。(図一 3) 

i温旦禰古丹島の植物日誌は本口で

上陸以米約 3週間にわたり調J査査をしたが、

まだまだ不十分であるのが残念である。機

会があればこの北の栄閑に再度訪れたい想、

いを飽きながらこの稿を終わる。

図-3

i且t捕許i丹島における注討すべき植物とそ

の分布。採取地及ぴ所見を(図-4)によ

り記述する。
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道・持太篇

大泊より見る黒石岳(S.19.8.20.H.Y)
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i昆稽古丹島の注目すべき植物の分布と保集地+覧表

植物名 | 分布と採集地及び所見

一一一
チ y7クモ 7 グサト全島いたるところで見られる。各河の中州に群圭しているのは、北

シロノ〈ナノアカノてナ

(写真 C) 

海道では見られない光景で、とくに幽仙抗IJの火円壁の外輪山が最も

豊富であった。

ミヤ7 アカパナの一変種と思われる。最初は大川の中州で見たが、

分布城も狭く稀産種である。

ムシトリスミレ|数は多くないが所々に分イIJしている。

イ ワ ウ メ|最初jは幽iflゆ，)J火口壁ではじめて見たが、海岸壁では見なかった。

コメパツガザクラ|イワウメと同じく幽官Ii初lの火口援で見たが、海岸壁には見なかった。

イ ワ ブ ク ロ|全島で見ることが出来た。 1110)磯地や海岸の崩壊地に大きな郡落を

つくっている。

ウスラパハクサンチドリ|全烏の海岸の草地のいたるところにきi育していて分布は広い。

ミヤマキンパイ|最初は赤れ山述峰てい発見し、その後回項I1Iの裸地で見たが、海岸台

I也や岩壁では見なかった。

タテヤマキンパイ[漏離分布で注目すべき植物で、本島では赤岩川上incの部で発見し

たのみで他の地肢では兄なかった。北千島の幌遮島で採集した。

シロパナチシ7)レリソウ|幽llli測の外輪w-C見たのみで、他の地域で見なかったo この烏では

稀産種である。

タ カ オ カ ソ ウ|ムラサキ科の椋物でエゾノレリソウより小形で草丈 8cmほどの稀産種

(写真一 A)

シュムシュクワカe タ

である。本烏では黒石川流域と粂川の台地で見たのみである。

比較的に分布は広〈、山の草地や海岸上の台地に見られる。

ンロパナノエゾヒメクワガタ 1b'1!Illllio)Jの外輪山側m布地で見たが、他の地域では見なかった。稀産

孫である。

エゾハナワラビ Ii亮莱岬の白地上で見たが、他の地域では見なかった。

キパナシオガ 71分布区域が狭〈粂川の海岸台地で見たのみである。

チシ 7 ハナシノブ|国間山の裸地で見たが、 f也の地域では見なかった。

ウラ ジロ キン ハイ|分イiil，z域は狭く闘項Ilfの線地で見たが、他の地域では見なかった。

アライトヨモギ(写真-E) 1線茂附近で見たが海岸台地では見なかった。

アライトヒナゲシ|オホーツク海側の粂川の1日Iμの中州で兄たが、他の地域では見なか

った。幌蓮烏では全烏いたるところに自生している。

八重咲ミヤ7 ダイコンソウ|陶1111湖の外輪山840m高地て*見たが、他の地域て寸立見なかった。

キパナアツモリソウ|図項I1Iの直下の一草地て"見たが、数的にすくなく、全島分布区域は狭

し、。

ウヅラパハクサンチドリ|全島の海岸の台地草原のいたるところに自生している。

チ シ 7 ア マナ IIl!I項山の裸地で兄たが、他の地域では兄なかった。
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植物名 | 分イI1 と採集地及び所見
卜一 寸一一
ヒメクモ 7 グサ川副年{山内11IJ，貞のれ墜と{'iJ'.で兄た。 f也の地)!~では見なかった。

エゾキンパイソウいt;jミーツク側の粂川}il自iの草地にはli下落をつくり、お花品を形成し

ているが、太平洋側にはあまり見られないのが不思議である。

コ ウノソ
(写真 B) 

ゥ Ioxytropis属の稀l輩横でI!lJJfl山と線茂附近の台」で見たのみで、ほか

では兄なかった。幌主主島でも見ることがm米た。

ア イ ザワ ソ ウ 1oxytropis械の稲斥HAでエゾオヤ7 ノエンドウによく似ている。恨茂

('写真一 D) i附近のれ壁で見た。!也の地域では見なかった。

シロノマナウノレソプソウ!阿項i11の山rnの傑地て民兄た。{也の地域では見なかった。

シロパナチシ7センブリ Il'JijflJI測の外輪山の 古Jiで兄たが、他的地域では見なかった。

シロパナエゾコザクラ i全島の所々に分布しているが、採集地域はi良菜川 I流、!!.'AiJfJU車、

幽flJJi，町!の外輪11Iの3ヶ所である。

シロノぐナイワブクロ I，fjffilitlJy卜輪山の3'lOm附j丘に多く、かなりの:J.:llのず111，'1している。

。

。 タカオカゾウ(A) コウノソウ (B)

アイザワソウ (D)

句

アライトヨモギ (E)

シロパナノミヤ7 アカパナ
。--l (C) 
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