
1996年の国際千島列島調査

1996.i下の国際千島列島制査(Interna

tional Kurile Islancl Project: IKIP)の記

録を LIを追って以下にまとめた。

1月 24日

干歳から新潟へ飛行機てd移動。夜は新潟

市内て嘩壬〈一杯やって英気を主主う。

7月 25日

新潟34j巷を 3時半に出発、あっというま
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札幌市 高 橋 英 樹

にウラジオストックだが!時差のため量|を 2

時間先に進めるとロ カノレタイム夕方 71時

10分にウラジオストック烈港に到着。金角

i巷に停泊している調査船オパーリン号に乗

り込む。

7月 26日

ウラジオストック市内を見物する。展望

台わきの道路縁の利也にはクサノオウやイ

チゲフウ口、エゾオオヤマハコべなどがあ
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る。イ支は 30度と暑くなり j芸者しいくらいで

あった。

7月 27日

市郊外の植物闘に行〈。植物図といって

も野幌の森林公閑に植物闘が附属している

感じである。それでも入場料金 3000ルーブ

ノレ(1円が約 50ルーブルとして、約 60pJ) 

取られた。一緒について来てくれたロシア

人ガイドによると採集自由との事。イチヤ

クソウを採れたのが収穫た。った。林i草沿い

にはノプキが多く、ウマノミツバ、ヤマブ

キショウマ、トクサ、ミヤ7 ワラビ、クジャ

クシダなど、撹乱された所にはゴボウやオ

オバコなどがあるが、属は分かつても種類

が分からないような物も多い。植物から見

ると北海道よりは東北地方に近い感じを受

けた。アメリカのメンバーも到蒸し、ょう

やく日・米自露の隊員がそろう。夜 8H寺40

分ウラジオストックを出航する o

7月 28日

日本海を北上するがいまだ宗谷海峡にi圭

せず。

7月 2目白

昼伎に宗谷海峡を西から束へ通過。 H本

国籍らしい漁船も見える。北海道のすぐ近

くをロシア船に乗って通過するというのも

何とも不思議な体験である。

のへんは去年も参加している強みで余絡だ

が、研究宗の配分になると弁々なるべく広

くてよいところを取ろうとして真剣になっ

てくる。私はヒーターてい強制的に乾燥させ

てM物標本を作るのだが、部屋が暑くなる

ので皆にいやがられた。それでも何とか

ヒーターを研究室内に設置てがき、標本を作

れる休前1]が整った。

7月 31日

千島列島域に入ったので、 l時計の針をさ

らに 1時間先にi!める。三1詰ij中にパラムシ

ノレ島の西南でオホーツク海側から太平洋側

に同り込み、昼くらいになると船の左にパ

ラムシノレ烏が見え始めた。午後 31時くらい

にはパラムシルとシュムシュとの問を進

む。パラムシJレ鳥の山々には雪が映え、一

方シュムシュ島の)jはイ民平な台地状のぬと

見える。夕方、北千島最大の港町パラムシ

/レ島のセベロクリリスク(柏原)に到着。

隊長のピクターが採取許可をもらいに町へ

向かう o 'f~らは明朝から採集できることを

夢みて床に付く。

8月 1日

早朝に船上から仰ぎ見ると、セベロクリ

リスクの後方には大雪山の山並のような長

色が広がっている。港に上陸し、 トラック

で町のI相官IUにあるウテスニイ川河11付近に

移動しこのあたりで採集となる。海岸砂浜

は'?}レパトウキ、シロヨモギ、ハマエンド

7月30日 ウ、エゾオグ/レ7 、ハマハコベ、ハ7 ニン

101暗から船の中でミーティング。これか ニクなど北海道と変わらない。丘陵地はミ

らの予定や野外調査での注意がされる。こ ヤ7 ハンノキの低木林となっており所々に
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1、パラムシノレ島セベロクリリスク
(1996年 8月 1n) 

小規模な高111革原がある。

B月 2日

七ベロクリリスクを出航してパラムシ/レ

島の阿南ノくシレヴァ湾(尚蔵湾)に移動。

途中ひときわJ1I'くに迫って見えるパラムシ

/レの山並はすばらしい。船をベースキャン

プにしながらの調査では高山まで1iき着け

ないが、 T島に米れただけでありがたいこ

となので文句は言うまい。

8月 3日

パシレウーァ湾に上陸。あたりは軍事基地

た。ったようで広い飛行場の跡もある。かな

り種類豊富な高111植生だが飛行場跡にはム

ラサキツメク吋やセイヨウノコギリソウな

どの帰化柄物も見られ、植物移動を考える

上で興味深い。午後にはベルナトエ湖畔ま

でjιを伸ばす。結局一日中一人での行動と

なり、必飯もカロリーメイ}でしのいだ。

8月 4日

オンネコタン島の北はじネモ湾(桜茂湾)

に上陸。ここは自j'{脇先生はじめ多くの研究

3 

者が入った場所でもある。海岸段丘の kま

でしっかり踏み跡道がついていた。段 f五t

l土ツンドラ柄生で構造土のようにマウン}

している上にツツジ科のわい性潅木がマッ

トオ人にI広がっている。

8月 5日

オンネコタン島アンギビ仰の北に上陸。

小i果流沿いの斜面によい高山草原がありチ

シ7 ノレリソウが見事であった。母船への帰

りは ~lY.が高〈危険を感じた。

8月 6日

午前日時にボートで出発予定だがうねり

が5s，<上隙中止となる。オパーリン号は 1

H ヰII~民生物採取のドレッジンクをやって

いる。夕方になってオンネコタン島太平洋

側のム yセlレ湾に移動して投錨。

B月 7日

オンネコタン島ムッセJレ湾に上陸。カル

デラにできたコ 1)セヴォエ湖(幽仙湖)ま

で主主山道がついているとの事で皆でIHかけ

る。 1二はガスがかかり風も強い。一瞬だけ

淑而が見え一行の歓戸があがる。主主111)萱ド

部のミヤマハンノキ低木林は標高 400111

以上からハイ 7 ツ林におきかわった。

B月8日

ハリムコタン島セヴェ/レギナ湾に上陸。

海岸のすく後背地に砂丘が何列もあり干上

がった杭IJの跡がある。ここにはイワブクロ

が非常に多かった。近くの廃虚近くにはア

キタブキの U~があった。パラムシjレ島で
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も見かけたのだが車上だったため採れな

かった。人為的に持ち込まれたようにも見

えるが分からない。

8月 9日

オンネコタン島のトノレドニイ川河nに上

|盗。布、l土標本を採りすぎ怒理が追いつかな

いため上陸を断念。オンネコタン島の純物

はすでにロシア側がかなり力を入れて調べ

ている。

8月 10日

チリンコタン島の北西に上1;九風が強〈

上陵地点を決めるのに手間取った。全体6

10112と小さな烏で段丘部分がほとんどな

く、海岸からすぐにi困れ沢を直殺する感じ

で植物の種類は少なかった。夕方には続け

てエカノレ7 島lこ上陸する。日が長いのでや

れる作戦だが 1ああたりの調査時間は短

〈、ややつらい。チリンコタンに比べれば

ずっと種類豊富な島だった。

8月 11日

シャシコタン島のザカトナヤ湾に上陸。

2、チリンコタン島 (1996年 8月10U) 

4 

海岸付近のアキタブキ1庁落のふちで見たオ

オバナノエンレイソウが印象的であった。

やはり子房は黒色だった。夕方 3時とかな

り早〈母船に引き揚げる。調査隊員の令人

が誕生日とのj)j!由だが、変な所で律儀なの

がおもしろい。夜は誕生パーティーとなる。

8月 12日

IIj日とl司じ場所に上陸。 段Ii:J-Jこkがる

とミズコaケ湿原になっておりミツバオウレ

ン、モウセンゴケ、ヒメシャクナゲ、ホソ

ハノキソチドリなどがある。ここから川沿

いに II'斜面まで上がり採取十る。 途中でシ

ラタマノキを採った。

8月 13日

午前中はトトの生息地として知られるロ

プシュキー宕礁(牟知列持)Iこ行くという。

同乗している報道関係者へのサービスらし

い。そんな時間があるなら島の卜Jこ11時間

でも長〈上げてくれ、と言いたくなる所だ

が、黙って母船に残ってj宮本援連!をする。

帰ってきた隊貝の 人は「トドだらけだっ

た」とやや興容の而もちだった。午後にラ

3、ライコケ烏(1996年8月13日)
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イコケ島に上限。 5km2 と小さな島だが、 する。ここで船内の飲料水が成をっきエト

!よい火山灰の綬斜而卜部に海烏の巣が沢山 口フ島へ水くみに移動するとのこと o

ある。うっかりして巣を踏み抜いたりする

わ1113き声はうるさいわで、。Iとも落ち着き

のない柄物採集となった。

8月 14日

マツワ島ドボイナヤ湾(大和湾)に上陣。

戦前は日本軍の基地があった所だが現在は

ロシアの同境警備隊基地がある。基地まで

案内されたあとメンバーはそれぞれ採集に

出かける。海岸段丘の草原は種類豊富で、

エゾイチャクソウを採れた。

8月 15日

再び7 ツワ島ドボイナヤ湾に上陸。アイ

ヌ湾まで績断する。 7 ツワ島での 2日の採

集で館脇先生の植物リストにかなり追1JUl'

きたのは収穫だった。どうしても見渡しが

きいて種類も22t誌な高山草原に日が向く

が、やや湿った高茎革本1洋落中には結構j且

帯要素的な植物が生育しており、狽い白で

あることを再認識した。

8月 16日

チルポイかプラットチJレポイ島1::1塗の崎

が流れるが、結局J土台風の影響で上陸は中

止となる。波が高くなってきて研究室での

仕事はつらくなってくる。

B月 17日

雨はないがやや波が高い。公くらいから

H青れ間が見えてきたのでプラットチルポイ

島への上院を試みるがやはり風が強〈撤退

5 

8月 18日

エトロフ島レイドウ。ォ()J1j1J~) の町に着

く。町の北にある水くみ場に移動。海に滝

の水が直接流れ浩ちており、この滝の水を

ホースで市守にう|き入れるのである。

B月 19日

同一地点て'7)<.くみ続行。

8月 2日日

ウノレップ島ウクロムナヤ湾に上院。徳長

をつけて川沿いに内陸に入札支流から尾

根へと取りつく。ここでは去年採り損ねた

ツjレリンドウをf呆った。とにかくブヨの多

い所で左手がJJ.草れるほどやられた。

B月 21日

ウノレップ島テチャエヴァ湾に上限。内陸

まで〕立がはいっているので何人かでこの

ノレートをたどる。イグ吋属の種類を結椛

採ったが全体にハイマツとダケカンパから

なる単調な稲生で途中で引き返す。海岸近

くの草原は結構豊富だが、やがて帰りのl時

間となる。上陸時間は限られているので、

上|禄地点からどっちの方向に入るかで、 t中I

会える楠生も速いその結果採れる種類も

違ってくる。植物研究者が二人ずつ来てい

る米と露がうらやましい。

8月 22日

エ↑ロフ島ドブロエ・ナハロ湾(内保r，̂J)。
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ftにアトサヌプリ、右手奥に附単冠LlIと大 8月 29日

パノラ7 てゃある。日本隊は上陸できず。 朝ラウンオス}ック帰着。

8月 23日 8月 30日

同一場所。米・露の隊員はドブロエ湖(内 ウラジオストック生物土壌学研究所にjls

保沼)まてや行ったそうである。 れていってもらう。若い植物研究者ハノレカ

口ブに会えたのは収穫だった。納物標本ヰミ

8月 24日 は北大農学部の標本室くらいのスケーノレが

クナシリ島ユジノクリリスク(古釜布) あり特に極東ロシアの1栗本は充実してい

着。 H本隊は上陸できず。 た。ただ研究者の上下関係はかなりきっそ

E月 25日

間一場所。採取許可の関係からか千島列

島調去の最後はクナシリ、エ↑ロフ島に寄

ることになるが、 日本|君主は政治上の球由で

1:-.1訟できない。今日は 1日中子持ち無沙汰

で、洗濯をする。

8月 26日

夕方ユジノクリリスクを離れる。前甲板

で記念撮影など。

8月27日

右三Fに日高山脈を見ながら船は西進す

る。午後から研究成果の発表会をおこない

夜はお別れパーティー。

B月 28日

ー日中二日酔いで苛しむ。

6 

うで若手の研究者同上が日露関で自1I1に行

き来して共同研究できるようになるにはま

だ時間がかかりそうである。

8月 31日

若い日本隊のメンバーは今日も市内にIH

かけるとのこと。私は港周辺の植物採集を

した後は船でのん1.Fりする。

9月 1日

ウラジオスト yク空港から出国。書類に

不備があり標本類を持ち出せなかったが、

これは後で無事u本に着いた。ただ最後の

日に港周辺で採った標本は生乾きだったの

で結局かびてしまった。

今回の調J告 で 絡 し た U本隊の矢部先

生、加村さん、桑原さん、大JJ;(さん、北海

道テレビの間宮きん、長村さんには色々お

世話になりました。調査のアレンジにあ

たっては水産宇部の尼|吋先生に大変ご者労

をかけました、記して感謝致します。
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