
1995年中部千島植物調査
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MAP 1: The Kuril Islands (Stephan， J. J. 1974より抜:;f4<)

時にはえりもi中を通過する。

午後 1時近くになり船の左側に歯舞諸島

が見え始める。午後3時半には色丹島を右

側に見る。ついに夜7時、国後島ユジノク

リリスクに到着する。ここで時計の針を 3

7月 31日

アイキップとは悶際千島列島調査

(International Kuril Islands Project) 

頭文字の略(IKIP)で、 日・米・露の 3国

共同で千島列島の生物多様性を解明しよう

という国際プロジェクトである。私は幸い

なことに 1995年のアイキップ中部千島調

査に植物担当として参加させて頂いた。

グ〉

ヲー
」

時間進める。

8月 1日

小雨の中ユジノクリリスクのj>EJに停泊し

たまま o 赤錆びた船が湾に浮かび、

も活気が失われた街並が遠くに見える。昼

9-

い均、lこ

れはその記録である。

ロシアウラジオストックの生物土壌研究

所調査船「プロフェッサーボゴ口ブ」は函

館の万代埠頭を朝 1011寺に出航、東進し夜 7

7月 30日
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頃ロシアの入国管理官が船に到着する。

B月 2t:I 

米・露の研究者のみボー iで詰i査へ向か

う。諸事情を考慮して我々日本隊は船で待

機ナる o 夜になりやっと「ボゴロフ j は出

航、かなりの上下動があるが、途中で択拠

島のオホーツク海官IUに凶るとなぎてくる。

8月3日

朝9時すぎ択捉烏クリリスクに到着。こ

こで税関が来る。米・露研究者は再びボー

トにのって調夜へて功、ける。またしても日

本隊は船で待機する。南千島(北方領土)

に上陸できない事は予想はしていたが、 H

本隊にややあせりの色が見え/111める o

B月4日

中VJ9 /1~， rボコロフ」からボ』トに采り移

り、途中でさらにゴムボー↑に乗り換える。

中部千島には船舶が入港できるような港は

ほとんどなく、以降もこの戦払令での上除と

なる。上|捜したのはウノレップ島のオトクリ

ティ湾(床J'J)の砂浜。 日木隊にとっては

口、i館を出航してから 5日Hの事であった。

ハマニンニク、シロヨモギ、ハマニガブ、

ハ7 エンドウ、ハマナス、エゾオグノレ?な

ど日本の砂浜海岸で見慣れたものばかりだ

が、見渡す限り人家などはないからやはり

8月 5日

再びウノレップ島オトクリティ湾へと|達。

今日は背後のJ(の 1-.までのぼる。昔は自動

車道だったと思われる道が草に覆われなが

らも丘の上までついており、廃虚尚トがあ

る。 f壬の上は高111草JJ;(状になっている。ハ

イマツがー併とあるが、校の上の球果l土ホシ

ガラスによるものか食害を受けている。こ

こでウルップソウを初めて見る。まさに本

場ウル yプ烏のウノレップソウと言うことに

なるが、残念ながら花は既に終わっている。

これまで見た植物は北海道で見られるもの

ばかりで、ンオyゲy>!干ク属の守幸ペテeイク

ラリス・ラブラドリカだけが初見であった。

夕方「ボゴロブJ が移動、途中でイシイル

カが現われしぱしの間船と平行して泳いで

いた。

ウJレッブ。烏トコタンのウ/レッフ。ソウo:(~は
2キわっていた。

日本ではない。夕方には「ボゴロフJ に引 8月6t:I 

き上げる。結局、調査JtlI間を通して島に滞 ウノレップ島ツリガネ湾に上陸。平坦な草

夜することはなく、島に朝上除して夕方に 原を"11/111につききろうと入ると、腰までの

は母船に帰還するという方式だった。 チシマザサの原っばである。オトクリティ

湾ではチンマザサを全〈見なかったので、

10 
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ウル yプ島ツリガネ湾。子前l土チシマザfサ ウ/レップ烏ツリガネ湾のチシマコハマギ
の草原。 ク。千島列島全域の海岸に多い。

場所によりずいぶん違うものである。この が多く、はふく性のヤナギ属やカタオカソ

中にナナカマドとエソソパッコヤナギが数

株あった。これらは戦前の館脇博士の調査

では、官im線をJ越えないもの、つまりウ

ルップ島以北には分布しないものとされて

いた。ナナカマドはこの後もウノレップ烏で

はやlカ所かで見つけた。議j且にあるタカネ

ナナカマドに紛れていたのだろうが、まだ

まだ調査が不十分である事を実感する o 山

側に近づくにつれチシマザサの丈は 2.5m

程になりほとんど侵入不可能である o さす

がにチシ7 のササである。川沿いにはオノ

エヤナギとミヤマハンノキがすこぶる多

い。またオオイタドリは見られず、その代

わりにオンタデ(ウラジロタデの葉楽に白

毛のない型)が普通にある。「知床i皇山では

オンタデだったが、1f小牧周辺てーはウラジ

ロタデだったな」などと思いだした。

8月 7日

ツ1)，ガネ湾の中を北部に移動し川口付近

に上陸する。川にはカラフトマスの大群が

泳いでおり、湾内でも感んに飛び跳ねてい

るのには驚〈。浜に近い岩場には高山梢物

11 

ウなどカずある。

8月 8日

ウルップ烏のオホーツク海1111Jをさらに北

東へ移動する。朝の内は霧がかかるが、午

後から晴れてくる。だいたいがこんな天気

であった。ノボクリリスカヤ湾に上陸。国

境警備隊のベースがある。放棄された人家

もあり、シロツメクサやムラサキツメクサ

など帰化I産物もみられる。 l仰の r.に上がる

と高山革原になっており、英をつけたオヤ

マノエンドウ属をみつける o

8月 B日

皆は昨日と同じ場所に上陸するが、私は

船に残り標本整理に追われる。あまりにも

採りすぎたため整理が追いつかなくなって

きた。うれしい悲鳴である o 午後から移動

を始め、午後3時にウ/レップ島とチルポイ

烏の聞を抜けて太平洋iUUに出る o 海洋生物

の調査も兼ねておりドレッジを始める。 ド

レッジを始めると船全体が大きく f畠れるの

で綴本整:F!1lもままならない。
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B月 10日

シムシ/レ烏キトボイナヤ湾に上陸する。

箪の施設があり物見台らしき建物も見える

がそちらには近つrltない、との事。結局海

岸ぞいの段丘斜liITの岩疎地や滝付近を探索

するが海岸でチシマヒナゲシを採ったのが

めぼしいものだった。ここではチシマザサ

を見なかった。

8月 11日

いつも通り午前 91侍にボートで出るが、

上陸ポイントを見つけられず 11時帰還。午

後は標本務理に時間を費やす。

8月 14日

ウシシノレ南島のクラテノレナヤ湾に上限。

この湾は噴火口がそのまま水没してできた

もので、作Jともすばらしい光景である。浅

い海底に噴気孔があるため生命の起源を探

るための絶好の場所とされ、長らくロシア

の海洋生物学者により研究が行なわれてい

た場所である。これまで全〈上陸しなかっ

た海洋生物学者のタラソフ博士の顔つきが

朝から違っている。上践すると浜に天然の

イオウ泉があり、上陸してきた船員達はス

コyプで露天風呂を堀り始める。わたしは

風呂に入る余裕もなく採集に明け暮れる

が、予想したほどでもない。舘脇先生の報

8月12日 告ではこの烏にはハイマツ、ハマナスがな

ラシュワ島ヨリキ浜に上陸。海岸付近を いことになっており、これを重点的に探し

探索している間に他の隊貝を見失う。ゃっ たがやはり見つからなかった。

と段丘上の市原に出るが、時間切れで引き

返す。

B月 13日

再びランュワ島ヨリキ浜。段丘上に出た

後、山をまいて島中部の大沼・小沼まで達

する。途中の尾根近くではミヤマハンノキ

が完全に綾t!化し膝位までしかない。ここ

にオニクがニョキニョヨ?と生えている姿は

いかにも異様なものであった。沼付近では

ラシュワヤナギと思われる物を見た。また

ナガパノモウセンゴケを見つけたのも収穫

だった。いずれにしてもかなりの積数を採

取することができ、これまてやてやは最高の場

所であった。

12 

8月 15日

ウシシ/レ南島に再度上陸予定だったが低

気圧が接近しているとの事で、急きょケト

イ島に逃げ込むとの情報が流れる o 午後 3

時ケトイ島ストロゼワ岬に k陸。海岸ili:く

に池塘がありスギナモがある。ここらあた
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りで急になま暖かい風が吹いてきて、天気

が急変してくる。かなりの高波になり辛く

もボートで母船に帰還する。船長は正確な

気象情報を得ているのかやや不安になって

くる。どこに、いつ上陸するのかは周到に

計画されているというよりは、ぷっつけ本

番あるいは場当り的な印象である。確かに

これは「探検」と言ってよい調査であろう。

低気圧を避け、今度はシムシlレ島まで移動

をはじめる。

B月 16日

午前(夜中)の 2時、突然「タイフーン、

タイフーンJ とのロシア女性研究者の声で

起こされる。実験室の器具をしっかり凶定

しろとのお達し。船全体がローリングする

感じで大きく揺れる。朝食はコップやJITlを

押えながらであるが、もちろん食欲があろ

うはずもない。ンムシ/レ島のi中に停泊中と

の事だがかなり揺れている o 一日中ベッ}

の中で過ごす。

B月 17日

シムシ/レ島の太平洋側ナカウラに停泊。

上陸許可が得られないとかi庄が高すぎると

かの情報が飛ぶ。いずれにしても予定は

あってなきがごときなので遠鏡して生活す

るしかない。一日中標本整理の日となる。

8月 18日

シムシル島のオホーツク海制uへ移動、マ

ラヤ湾に上陸。海岸段丘上に出るが、 ミヤ

マハンノキ、ダケカンパ、ハイマツが立ち

はだかり山までは近づけない。

13 

B月 19日

ケトイ島ストチニイ川河口に上陸。霧の

中ボートは羅針盤を頼りにやっと「ボゴロ

フ」に帰還。 t母船を見失ったコムボートの

)jは母船からの霧簡によりからくも帰還に

成功する。

8月20日

再びウシシノレ南島に上限。斜面草地でオ

オバナノエンレイソウをとる o 千島では数

カ所でとったがいずれも黒突でありいわゆ

るチシマエンレイソウである。またエンレ

イソウはウJレyプ島でみつけたがこれは赤

実だった。今同の k陸では硫黄泉の露天風

呂につかる o 島内には戦前持ち込まれたと

言われるアオギツネが多く、フンがあちこ

ちに落ちているのには閉口した。「北海道の

エキノコックスはT島のキツネが運んでき

たJ という説が頭をかすめる o

8月 21日

シムシノレ島に上陸f7iよというが、雨と波

で"'1'.1上。

8月 22日

シムシノレ島ナカト 7 リ湾に上陸。海岸に

廃屋がある。ちかくにエゾノクサイナゴと

みられるものがある。栽培したものの名残

りと思われる。廃屋の後方には托の上まで

道が残っており藍壕の助、もある。 f壬の上Jこ

はウルップトウヒレンやタル7 イソウがあ

る。午後チノレポイ烏へ移動。

B月 23日

チノレポイ島ベスチナヤ湾に上|様。船から

北方山草 14 (1996)



遠望したI時には浴計台地が目だったので新

しい島のようにみえたが、岬の方の丘は非

常に豊かな高JIJ草IJ;(で、これまで千島で見

てきたものがほとんど見られる。まさに「花

の浮島J といったキャッチフレースが頭に

J手かぶ。砂川には土器片もあり、昔は千島

アイヌの紋拠地になっていたと言う o 溶岩

台地でエゾイソツツジを見る。夕方プロト

ン島に一部の人のみが日主する。私は標本

のみをもらう。

8月 24日

ウノレ yプ島スムグリー湾に上陸。 リブナ

ヤ川とスムグリアンカ川沿いを探索。狭い

主主沢をはいー上がるとイチイ、エンレイソウ、

エソヨモギなどがあり、やはりウノレップ島

はili帯要業が多いことを実感ずる。

8月 25日

再度ウノレップ島スムグリー湾に上陸。ス

ムグリアンカ)JI沿いにある東向きの斜面に

のぼる。ここで7ユミ属の潅水をみつける。

午後よリウノレップ島のオホーツク海側を西

に移動、島問端のパンデノレリンド山I1に到着。

単の施設があるそうで明日からの車の手配

を試みているようだ。

8月 26日

ウノレップ島ハンデルリンド岬に上限。年

代物のダンフ。カーがやってくるが初台はな

い。そこにl直接人が乗っていく o 上陸した

調資隊の半分しか来れず、我々は取り残さ

れ、海岸段丘上の高JIJ草原を探索。同と風

がひどくかなり寒いが、種類数の多い場所

14 

だったので採集にいそしむ。

B月 27日

ウノレ yフ。島ノぐンデJレリンド仰に再度上

陸。今日もまた雨である。山11先端には農家

があり一部放牧地になっている。日本l時代

に作られたという燈台が目立つが、近づく

とレンズが壊れて下におっこちておりすで

に廃虚となっている。午後に仰をかわしウ

ノレップ島の太平洋側に移動。夕方、船の鏑

が滋ちてしまった、との事で皆どうなるこ

とかと心配ずる o 二つあるので大丈夫らし

いが、これで米年はもうひとつ錨を買う F

算を要求される事だろう。

8月28日

ウJレップ島の太平洋1JliJノりレハトニイ湾に

上陸、 トコタン川沿いに探索。川沿いの剖

向き幸十而にエゾイソツツジ、ガンコウラン、

'?}レパシモツケなどからなる場所を発見。

午後になって川の凶側にミズコケ湿原を発

見。

B月 29日

ウノレ yプ烏ネゴドナヤ湾に上隙。「ヨン

;)LJと読める難r，皮船があり、皆l土船の中を

探検したり記念1]・真を侮ったりする。私は

ダケカンパとチシマザサからなる小尾根に

とりっき、ここでオガラパナを初めて採取。

中部千島てやの温帯椋物の生育立地として

は、チシ7ザサの群生する場所、小きな渓

谷などが挙げられそうである。ここが今回

の調査の最後の場所となった。

北方山草 14 (1996)



8月30日

エ↑ロフ烏の紗万部の沌に水補給のため

寄る。

8月31日

同一地点。

日月 1日

クナシリ島ユジノクリリスク着。我々日

本隊は再び船で待機する。

9月 2日

同地点。

B月 3日

|司一地点。出国のための書類を書くが、

出国がいつになるのか訟もわからず。

9月 4日

i百]一地点。昼頃、税関職員が来るが、船

員の持っていた荷物でトラブノレがあり、待

機となる。

9月 5日

同一地点。待機。

9月7臼

午前日時、函館関埠頭に無事帰還する。

調去の前後でややトラブノレがあり I侍聞を

費やしたが、思ったより上限の機会は多

かった。内陣まで入り込めなかったのは残

念だったが、いずれにしても港湾設備など

ないところに上陸する訳だし、低気圧が多

〈来襲する事で悪名高い場所と考えれば、

まずは効率的な調売ができたと言えよう。

館協先生の千島分布記録にはかなり追加で

きたが、戦後のロシア研究者の報告とのJ!日

合が残っている。

日本人研究者としては、戦後初めての中

部子島調査だったと思う。すばらしい千鳥

列島の自然を実感したが、経済崩壊してい

るロシアの領地であったからこそ開発を免

れた、と言えるかもしれない。この点につ

いてはロシアに感謝すべきであろうか。

北海道植物の分類学的位置つけを検討す

るためには、東シベリア、樺太、千島列島

のような近隣地域との比較を進める必要が

ある o ロシアの研究者との対等で相互互恵

的な研究協力体制作りが切に求められる。

辰後に、今回の日本測の参加は北大水産

学音1¥尼岡邦夫先生の下におこなわれた。困

難な準備をされ、露・米との交渉にあたら

9月s日 れた先生に感謝申し上げます。

やっと出国できるらしく、船が移動しは

じめる。夜にお別れパーティーをする。
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