
ヤクーツクの植物たち

1989年7月24t1、筆者は15名の友人と「第

4次見虫調査l家」と銘うったチームをつく

り、シベリアのヤクーツクへ101けて新潟を

11~ぴ立った。第 3 次のパイカノレ旅行 本誌

第8号・ 1989 から n主3年目であった。

第1次(， 79年カフカズ)、第 2次(， 81年

キノレギス・フノレンゼ)等とともに、毎回筆

舌に尽し難いほどの感動を満喫してくるの

だが、何しろ広大なソ迷の同上ゆえに 4か

所それぞれが独特の自然景観を形成してお

り、{革か数HのtliF夜とは冨え個性のある大

自然の中ですごすことができたことは至福

の体験である。

ヤクーツクにはすでに天然資減を買いつ

けるためにH本の貿易関係の会社が入りこ

んでいるし、 NHKほかのジャーナリスト

も行ってはいるが、 般の旅行者はほとん

ど行っていないはずで、ましてホ昆虫。関

係でトは我われが日本では初めてである o

というわけで、今回はヤクーツク・ツア

ーでの兄聞を少々記してみたいと芯う。そ

もそもヤクーツクは、その少し束に地球卜

最寒記録のJ也ベノレホヤンスクがあって、 l七

品全62.3度と聞くだけで「寒いのだろうな10.1

と忠、わざるを得ない u也柄ではある。今年

のIE月に友人の l人が受け取ったヤクーツ

クからの年賀状には「最高気i昆が7 イナス

:lO'C J とあったそうてい、改めて「寒い?J 

などと弓うのは想像力の欠乏からmてくる

~(!i~でしかないと思ったものだ。しかし、
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千葉市木暮 翠

帝政ロシア時代には思想・政治信条が皇帝

の意にMIJわない者が流れてきていたのだろ

うから、 t息1帝もずいJぶ:んと非道なことをや

るLのだと思うと同H
F 

こでで」生i活舌をした人たちのi凄妻さに L感心せさざ

るを得ない。その当時):J降の木造住宅が少

なからず残っているが、士台は傾き、棟は

ゆがんだりして永久凍土の上に住むことの

厳しさがうかずわれる。そのようなところ

でも 7月の F旬は夏から秋への季節の変り

1Iながら花は咲いていたし、出生も飛んて引い

たのであった。

ヤクーツク植物園

我われは主な日的をホ昆!Llt*集'とし、

それとともにいくつかの研究機関への訪問

.研究者との交流をしたいということを考

えていた。これを旅行社「日ソ・ツーリス

ト・ビューロー)を通じてソ連1Mのインツ

リストに中しこんでもらった。こちらは

単なるアマチュア研究者の集まリだから、

研究機関等への訪問・見学などはできない

かもしれないとは思っていたが、ソ速の人

たちは案外正面からこちらの契望を聞こう

としてくれている。ヤクーツクの令日程に

伺行するインツーリストのリュドミラ友史

が多ぅ〉そのあたりのことをアレンジしてく

れているらしく、ヤクーツク到者の翌日の

第 l番の採集地が「ヤクーツク植物悶(ボ

タニシェスキィ・サード)J であった。
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しかし我われのほうの受けとめんーは、 リ

ュドミラ !utの配慮に気がつかないてい、 f何

でヤクーックまで来て植物l童!なんかを見学

しなければならないのか、木暮隊長なんと

かしてくれ /J という手Z度なのであった。

どんな施設設備があるのか知らないが、 i昆

室があってランの花が並んでいたり、サボ

テンがあったりなどというのを見せられて

何の而向いことがあるものか、と布、も同感

fごっfニ。

ところがそういう考え方は全くの見当は

ずれなのであった。筆者自身の経験では、

東京近辺でまともな柄物園と弓えばや/1ft植

物関(じんだい)、i1f立サボテン公悶くらい

で、札幌の北大柄物閑ともなれば「さすが

北海道だ IJ ということになるのだから、

いかに発民しようとしているとはいっても

柄物悶を案内するというヤクーツク側の気

持ちとは話がかみあわない。それでも「と

にかく行ってみよう叫と貸切パスで乗りつ

けてみた。失礼ながら「制lオくそのものJ と

言いたくなるようなゲートとそれにつらな

る木棚。小さな建物 lつ。そのnuに花棟。

どうやら温室は見えない。あたりの立木な

どにも植物名を吾トいた札はそえられていな

い。にもか、わらず建物から 1人の中年女

性が出てきて「これからヤクーツク続物園

について説明します叶など弓うものだから

J五lあっけにとられる始末。しまいには訊

をそっちのけで平むらに姿を見せたモンシ

ロチョウやシジミチョウまiiをiliいかけてね

ってノマラパラになる。

約 2km先と思しきところが小尚い丘にな

っていて、?で三五五その万向へ歩いていく
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が、途中はまるっきり何もつくっていない

たゾの平地、 ilR木をまじえた疎林が広がっ

ている。いつになったら干直q却国らしいとこ

ろに行きつくのかわからないが、それより

もフウロソウの花やスピラエアなどに来て

いる蝶がとれるようになって隊員の機嫌も

なおってきた。ワレモコウの花園からうら

若い女仰が 3人でてきたり、オオバコの葉

を袋に入れて「薬草の研究をしている叫と

いう人とぶつかったりしたが、あとはほと

んど人影なし。

小高い丘のところにたどりついたのでつゾ

けでなりつめてみると、比尚92mながら眼

前をさえぎるものはなく 360'の展望が得られ

た。なってきた}j向をふりむいての右‘右は、

大体同じ高さの行であって。多分昔のレナ

川のillfW段斤であろう o 足下には平地・疎

林・畑.i也・民家など、そしてl足立.tfmの180。

は何と 面の針葉樹の樹海が果てしなくひ

ろがっている。見渡す限りのj農主主のじゅう

たんで、これにはたゾ絶句するのみであっ

た。

ところで rt直ヰ和i司」はどうなっているか

だが、「入日」はたしかにあったが、丘の1

から見渡したところ「柄物園」と外部を境

いするようなものはどこに L見えず、こと

によると日本式に言う「敷地」の概念など

無関係なのかもしれな¥'0実際には(植物

l司からもらった小冊了によると)628.8haの

而積だそうだから、やはり境界はあるのだ

ろう。628.8haというのは尾瀬ヶ版よりや、

小さい感じで、 また、 阿寒}前柑湖古却胡)月lのAが約F匂j兵可半fド4分とい

うところだから白如如11パ{和何"吋，[Iにこ大きい 、可ホ納雨

カがずおわカか、りいただけよう。
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Dianthus versicolorの小さいピンク、 7

メ科 sp.のや、くすんだピンクはよく日につ

き、この7 メ手十の花にはモンキチョウやシ

ジミチョウ類が吸資にきていた。さきの小

1冊子には1'200極が記録されているJょう主

筒所があり、この数宇はI面積の害1Iには少な

いような気もする。かすかに述、を混じえた

紫のフウロソウは Geraniumpratenseであ

ろうか? Leontopodiul11 campestreはII

の麓で数株みた。

rtl在物周の見学なんてお民~.りだノノ」などと

言っていた隊員たちは、めいめいそこそこ

の採集成果があったのと、この柄物閣のあ

きれるばかりの広さを体験してきたことで

満足の顔つきでパスにもどってきた。

チェクチューJレ村

ヤクーツク市の南1'937km。リュドミラ女

史は、我われの希望に応じて、とにかく駄々

つ広い原っぱにつれてきてくれた。我われ

のヤクーツクの全11程には、科学アカデミ

ー・ヤクーツク生物研究所の研究員が 3人

同行してくれたので、場所の選定には彼ら

の助言があったのだろうと，f(;!，う。レナI可左

岸をさかのぼるコースで、市街地を離れる

と人家もなにもないようなタイガの中を20

人乗りの小型lボンネットパスはひたすら治

った。路肩に数字を書ーいた小さな標柱があ

り、これは市の中心からのキロ程を不して

いる。ほんとうにそれ以外には道路標識は

なかったように思う。

ぃ、加i成走ったところでパスは道路から

はずれて原っぱのrpヘガタゴト大儒れに揺

れながら入っていった。200mほどで11'.まり、

38 

その場所で採集活動をすることになった。

空は高曇り気温も20'Cあるかないかの条件

では実際のところ蝶の採集は望み薄。モン

シロチョウ・ヒメヒカゲ類・シジミチョウ

類等少々で、そのかわり蚊がやたらと多い。

こ、の蚊はH本の蚊の 2f音はありそうてい、

顔・子などはもとより衣類のトからも刺し

てくるo 水辺に近いところほど多く、た、

きつぶし追い払いするさまは、知らない人

が遠くから見たら「気が引った」ように見

えるだろう。原っぱとは弓つでも地表はWI

凸があり、蚊を気にしなければ湿地のアヤ

メに見とれるのもよく、谷地坊主で足をす

べらせるのも而i白い。

JI，j!1から再ffiilて号戸、 !/tきヵ、11んのところ

へ行く。草丈 2-30cmほどの草原で、色と

りどりの花が一面に拡がり、函館111の夜景

をそのま、昼間に移したような景色であっ

た。蝶の成果が上がらないま、何気なくこ

の11;{つばをぶらついていたところ、{なんだ

濃青色の花が日に入ってきた。むしろ意識

できたのは数秒あとで、それより先に "UN

のほうが憶えていたかと言ってちょいよう

にその青い花に近つ守き、まぎれもなくパイ

カノレ湖畔で見た Delphiniumであることを百在

認した。同体数は多くはないようだが、よ

く見ればあちこちに点喧していた。本誌巻

頭写真がそれである。誠にjlJlしつけがまし

くて恐縮だが、シベリアのヒエンソウの清

楚さに共感していた、ければ手いである(こ

れに比し花尾の出頭で見かける栽培秘はjn[

とも不様で許すことができかねる/)。
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ウスユキソウ

チェクチューノレの草JJ;iにはウスユキソウ

ち多かった。植物ryl¥ilでは丘の践で数材、を見

ただけであって、それだけに「やはり符J少

植物なのだ。これを見られたことはラッキ

ーだ叫と思ったものであった。

ところが、植物間行きのあと寄り道をし

た7ガン(ヤクーツクの北西lOkm? )で、

そしてチェクチューノレでは「ウスユキソウ

は稀少納物」という固定観念が7 グニチュ

ード 8ぐらいの衝撃で揺さぶられた。ド誌の

メンバーの中にはや、植物の名をよく憶え

ている人もいるが、その人とて専門家では

なし、まして筆者のように徹底して植物に

くらい人間もいるから、行く先々で見かけ

るお{i物ていなじみのある検類というのはどう

しても限らhてしまう。だから「チェクチ

ューノレで見た草の?;を挙げよ叫と言われた

ら数種類しか挙げられずあとは「ウスユキ

ソウ等」でごまかす以外にない。余談だが、

今後「第 5次、ノ述昆虫調査隊」とか「第 1

次モンコソレEe虫調査隊」などのパーティを

組むときには、 r;ltJi山半会」の植物に詳し

い}jにも 1mわっていただき、現地でいろい

ろ教われればいいと考えたりもする。(筆者

としては可能な限りf可阿で L出かけるつ L

りで、主目的はやはり昆!b.調査なのでこち

らにベースを合わせていただかねばなら主

いが、 Lし希望があればikjl'lにはこ案内を

さしあげますJ

ところで、 7 ガンとチェクチューノレのウ

スユキソウは、 r Iで言えば rあれは雑1#

の部主iiJである rそんなことを日う人聞は

不似戴天の~むとエーテノレワイス愛好者か
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ら↑曽まれるかもしれないが、ほとんど白に

近い淡緑色の目立たないはずの色ながら、

やはり独特の優しい雰囲気をもっ草だけに

気にすればする程Hにつくのである。草丈

は20~30cm弱。却l身。草山{の中で立ってい

るところの周阿を見まわすと、 1 tAミ2・3

本の花茶を立てて、材、問 2~30cm伎の街!支

で坐えている。 7 ガンではイネ手iを初め余

りさえない市が俊占的で、そのfliな草陥{で

L 、チェクチューノレの多彩な花が咲いてい

る草原でも、ウスユキソウの梓;度は大体同

じfごったように;1et悲している。材，nn2 ~30cm 

ということは、 秒、足を動かせば必ずとい

ってよし、ほど靴の爪先がカカトがウスユキ

ソウをE1jみつけてしまうということである。

エーデルワイスは 般的な感じでは高山

の岩場に小さくチョコンと育っているので

はないかと，ttう。蝶の方の先輩A.H氏が

戦後初Jめてのヒ7 ラヤへの昆虫調査隊で行

かれたとき、 Inj地のウスユキソウ l本を i

f止にドさった。根はなかったが感じとして

せいぜいlOcmと判断した。色(j:全wが淡賞

色で実に美しい。本場アルプスのエーデノレ

ワイスち:fi磯地での写真はよく見るところ

で、姿・形の美しさと!日j時に VU嶺の花。

のイメージが人を魅 fするのであろう。そ

れがたゾの草地に、大きめに育った Lのが

かなりの国体数で生えているのだから、い

ささヵ、ショソクを'受けさるをi竿ないという

次第である。

ケンケメ川

このヤクーツク・ツアーに先立って文献

から蝶の探集記録を調べたところ、ほlま西
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へ37kmの「ケンケメJ という地名を見いm
すことができた。それでインツーリストに

は「ぜひケンケメへ行きたい叫と申しこん

で実現にこぎつけた。 途中 2か所の調査地

点は、タイガの'1'に造られた牧草地と、 i丙]

じタイガの中にできた傑か 2 ・3軒の)ll)荘

地。別~U瓜建物のほうはよくわからないが、

牧草地のところの農家には電線の!fJ{は引か

れていなかったように思う。出住棟は普通

に地上に建ち、者合は肘jl棟から少し離れ

て半地下式ロ第 2次世一界大戦の世代として

はとっさに防空壕を連想した。

当\~恨のタイガを切り聞く 1 4"(7)道路は、
数百キロ先のヤクー卜人の阿lスンタノレへと

続く。市[をどこに 11めてもこれといったH

I票物になりそうなものもなく、まかりまち

がえばタイガの'I'で方向を失う事態になり

非常にこわい。 1人はシ7 リスを'ゲ真に僚

りたくてf計;f'{;の中に入りこみすぎ、クラク

ション・ホイァスノレ・大声などでようやく

呼ぴもどされた。皆は心配したがご本人は

とんでもないところから上機嫌で出てきた。

(凶みに、 f後去日見せてもらつたシ7 リスの

写呉は木の占株の上でカメラの}jをl前向h勾iきな

がらf

るしいスナツフプ。であつた。0)迷いf-Iは土そのあ

とでも数名H出iる始末ででh、いつまでも思い出

訴のタネに残ることだろう。

ケンケメ川はレナ川!の小さな支流の 1っ

てい、川似は数メートノレ、 日本ならこの程度

の小川は地[')<1帳などには載らないと思うが、

こ、では37km走ってやっと出合った川とい

うことからもわかるとおり、広大無限のタ

イガには意外と川は少ないらしく J、ソ述人ー
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地問中長伊にはちゃんとthiかれている o ケン

ケメの標高は約150mで、北栃海までの距離

とからタンジェントを計算すればほとんど

れ 0"で、 JIIのノjくは澱んでいる状態である。

部分で見ればもちろん多少の起状はあるが、

人一局的にこの平封ト性が川をf'f.らせないもと

になっているのであろう。そして、そのか

わりに潟地と池iHは無数にあり、ヤクート

民放の表現だそうだが Ci也の数は星の数ほ

どある」という。

川辺近くのや、大きいi召畔で侵食をとっ

た。草地に長々とテーブノレクロスをひろげ、

青空のドで食べるのだが、インツーリスト

が4人の料開係を[腐っているので、大鍋の

スープ、サモワーノレの紅茶等楽しい食事と

なった。(チェクチューノレでt[n)じことをし

た。)伐されたl侍聞が1革かとなり何人かはそ、

くさと府を立って行動に移り、平<t i召の
士、，jJl~の方へ行ってしまった。あたりは，意外

に低い針葉樹とシラカンパのi昆交林で林内

は明るい。足許は谷地坊主のところ、湿地

のところ、そして苔類が積り重なってクッ

ションになったところなど様々であった。

泊畔は蝶が少ないので別な場所へ移り、ひ

としきり追いまわしてからパスのところへ

もどったが、 i召の対岸へ行った人たちから

思いちかけないことを聞かされた。しかし、

よく考えれば当然の話を聞かされれ出向耳Lを

F音むことになった。それは、再のクッショ

ンを押i')/'"げると、 40cm殺の深さで地下が

凍っているということであった。気温は30.C

近くもあるのに地ト:40cmIま永久凍土ノ 北

緯62。を少しこえた士地だからノk久J東士はあ

って当り，jij。とすればどこか適当な場所を
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選んで、それを実見する気を起こすべきだ

ったのだ。樹林の高きが低いのも地下が凍

って根を深〈伸ばせないためではないのか?

ヤクーツクの市街で見た民家の傾きは、 HU
1のせいだと開いたはずだJ新しく建てる

ビノレの土台はボーリングした穴に欽ノマイプ

をさしこみ、水を流しこんでおけばー冬の

後にはコンクリートより固い基礎になる叫

とリュドミラk史カず言っていたてwはない由、y

こういったことを好奇心に結ひ'っけなかっ

ヤクーツクの花の[$<1版 I

(A) 自由寒の地ヤクーツクに咲くシベリア

ウスユキソウ Leontopdiumcampe-

ster (Ledeb.) Hand. Mazzこの植物

については後載の原本を参考にして

いただきたい。

41 

たばかりに貴重な体験のチャンスを逸して

しまったのだ。これは全く以って残念の械

みと弓わざるをj与ないことであった。

旅行から 8か月絞た今なお、ヤクーツク

でのー駒一駒を鮮明に思い出すことができ

る。そして、少なからぬ反省点を思うとき

もう一度行ってきたい、行ってこなければ

ならないという気持ちがふつふつと湧いて

くるのである。

和 Dianthusversico-

101"の花補助写真

( B) VERONICA LinnクワJfタソ属の

Veronica spicata L. subsp. incana 

(L.) WaltersとDINATIIUSLinn 

ナデシコ属の Dianthus versicolor 

Fisch，ex Link. "DIANTHUS"とは

「神聖な花」の志。
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ヤクーツクの花の閃版II

(A) Delphinillm属の美花 パイカル湖で見たものと伺ーのものでその濃青色はすばらし

い その名はオオヒエンソウ Delphinillmgrandiflorum L. var. chinense (Fisch pro 

sp.) Hllth.この植物の詳細については、本誌の「写真に寄せて」の記事を参照のこと。

(B)多I長l槌物のイワレンゲの仲間 学名は Orostachysspinosa (L.) c. A. Meyで、和名

はヲえられていない。

日本産のツメレンゲにー見似ているが、~の形態は長楕Pl形でその1/.生葉は先端部

で急、に綱くなり針形をなす点てu大いに異なるものである。

.12 

北方山草 9 (1990)



ヤクーツクの花の凶版1II

( A)チシ7 キンレイカに近縁のオミナエシ科納[物 Patriniaspでチシマキンレイカは I

株に異形の葉をとちなう。

(B)ガンコウラン Ernpetrul11nigrum L. 

日本産のガンコウランは、 El11pertul11nigrul11 V剖.japOlllCUl11として区別がなされ

ている。欧州に数種が知られる。

(C) )-4 ベンケイソウ科植物 CRASSULACEAE数種の群落形成の状況 C 3はイ

ワベンケイ Sedul11roseUl11 (Linn.) Scop.; Rhodilla rosea Linnの占ft株の小lf手落

(D)雨対lの秘が生えている。

凶版の解説には外山雅寛氏の街l教示をJI思った。心から街I礼申し上げます。
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木暮J来集シベリアウスユキソウ

の乾股襟本シルエット (x 0.7) 
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AKA瓦EMJ1HHAYK CCCP 
OP且EHAJIEHI1HA CI1BI1PCKOE OT.且EJIEHI1E

耳目YTCKI1t1HAY可HbItlI1EHTP 

J1HCTJ1TYT BJ10JIOrJ1M 
DOT8UH'Iec齢搾首 CO)¥

IIO TPOIIAM 可01:JYP問 MYPAHA

(IIyTeeoduTeJ凶 j

bメ?J'l>>viI 乞.e!a.iムメJ 勺

斗-t<-<'Jμμt! ~ c..t必f{~ζ-UjC

fhμ了 ../ i?，ーー

川 11~ JLj人/仰
耳KyrCK

HKyTCIU曲 HOy可Hbllを ~eHTp CO AH CCCP 1989 

二=ヤクーツクの植物関より恵与された小 11111-~ー

この資料によって学名がわかった植物ちありました。
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