
再び、サハリンの食虫植物を求めて

1 ，はじめに

r ~t)j L11革)14サてい札ザハリンの食虫柄物

探究。と題して、 1995年 6月ド句にサハリ

ンを訪れた記録を報告しましたが、 1997年

6月卜句から 7月上旬にかけて、再びサハ

リンの山岳地帯を Hざして食虫組物の探査

に11'きました。そして、目標としたマルパ

ムシトリスミレ(Iうnι(lIiclI!avariegata)を

日木統治時代から 60余年ぶりに再発見す

ることができました。同時に、幻の植物と

きえ言われていたとトツノくオキナグ吋を相J

めカワシマコザクラ、カワシマゲンゲ、ホ

ソノ〈ブタナミソウ、ナルコソウ、エゾウス

ユキソウ、カラフトミヤ7 ビランジ、シス

カtナゲシ、カラフトミヤマイチゲなどな

どサハリンの同有種や多くの珍種板物を実

見することができましたので、以卜、簡lil.

にこ報告します。

2 ，俗称勺11島山砂はどこにあるのか?

菅原繁蔵「樺太の杭物 j 及び「樺太flli物

図誌第 1巻J(いずれも、巌松堂、 1937年)

に添えられた Y革太植物探検凶。に示され

た勺11島山'の位置は、オホーツク海岸の

i鳴f川(北J章約 49'50')の北にある。ところ

が、 l司著者の「東北山脈植物目録J (樺太Ij 

博物館報合3巻 3号、 1939年)の地凶では、

ずっと南に位置する船泊(北緯約 49'45')の

西方に所哀がM されている oまた、勺11島山。

そのものの名称も合一原 (1935年 8月3日に
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東京都 小 宮 定 志

登山)と館l協・高橋(1936年 6月21、23、

29日に主主IIJ)が採集標本と報青書に記録し

ているのみで、他の文献には現われない。

そもそも勺11島山グなる IIJ名は、 1935年 7

月16日川島将義が船治部落の北西に位置

する古生j留の露顕する山で"7)レパムシ}リ

スミレ、ヒトツパオキナグサなど珍種多数

を採集されたため、氏を記念して勺11島IU"

と菅原が勝子に命名したものらしい。 JII島

将義は、マノレハムシトリスミレの産地とし

てれFunadomari，Shikka Disむかとのみ記

官ましている。

1995 5fーの第 1次探奈では、菅原の探検凶

を系に探索したのであるが、[11の斜面は海

岸線からすっぽりと森林帯に覆われてお

り、道路から山頂は全く見透すことができ

ず、ましてや古生層の露顕など下から観察

することは不可能であった。今回は天候が

幸いし、ヘリコプターから古生層の露頭を

見定めて、目的地の尾根に降り立つことが

できた。

実は、今凶の探去に備えて地質調去の

データを収集することに努めた。佐々イ忠雄、

他「英文樺太地質aJJ(1960:午、 25万分の

1図 10枚)及び「雨樺太北東部浅瀬地方地

質調奈報骨J (樺太庁油問調査報告 5-~、

1938年)、米・英両国協同作成 rTactical

Pilotage ChartJ (1984年、 50万分の1)、

その他ロシア極東地域の地質調究図などの

十調べの結巣、船f自の北西 800mほとの処
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に占'+'層の大きな露頭があることを突きと

めていた。恐らく、ここが俗称、川島山。

であろうと予測し、今同そこへ到達て、きた

のである。佐々保雄の報告書(1939)では、

そこをホ船泊111"と記録している。船f白古1¥

絡の背後の111であるから、そう l呼ばれてい

たのが当然であろう。つまり、我々が今回

到達できた山は、止にこの Y似白山。で、

ロシア製 20万分の l地形閃 (1994年)では

標高 343mの無名のピークであった(北緯

49'43'57"、東経 144'06'34つ。その北方1.2

1011の処に Tomarinka山 (357m)がある。

3. 71レパムシトリスミレの再発見

6月25日、前凶と同様に函館からユジノ

サハリンスクに入り、翌 26日にへリコプ

タレをチャーターして船泊山を目さす予定

であったが、悪天候のためへリが飛べず、

とうとう終日ホテjレで待機となってしまっ

た。 27FIも午前中ポロナイスク方面の天候

待ちをさせられたが、やっと天候が出復、

直ちに~~~.もへ移動して、 121侍 40 分へリが

離陸した。陸地沿いに海 kを飛ぴ、北知!ぷ

半島を斜めに横断してオホーツク海制~に出

た。前回の基地となった見憶えのあるネノレ

ピチエ河 11を眼干にして、間もなく

Tomarinka (旧泊内)の砂原に 15/1寺 25分

着陸した。急いでテントの設'白'と昼食を済

ませて、再び 16時 50分へリにて飛び立ち、

船i白山のコノレ状の尾根に直行した。原高は

240mの地点である。 17時 15分、気I且は

9.TCであった。

ヘリの強風を避けてやや主主J也となった処

に身を寄せ、何気なく足元を見ると、突如
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としてヒトツバオキナグサ、エゾウスユキ

ソウ、カワシ7 ゲンゲなど渇望の植物たち

が目に飛び込んできた。史に少し下った小

きな流れのある湿地にマノレパムシトリスミ

レが花を咲かせていた。花はコウシンソウ

にそっくりで、下唇中央片が幅広く、花柄

が太くて丈夫で直立する、そして、全体と

して大ぶりである点がコウシンソウと違う

くらいである。もう夢中でカメラのシャ y

ターを切るやらビデオを廻すやらで大わら

わ。幸い、北国のせいか、そして、サマー

タイム実施中のため 20時頃までは明るい。

ヒトツパオキナグサは既に花は終り、白

毛の総也からやl'出した花柄の先に痩呆の集

りがJP.¥にたなびいている。周囲にはチング

ノレマ、チョウノスケソウ、ホリパフタナミ

ソウ、クモマユキノシ夕、チシマヒメイワ

タテ、ヌブqリポツメクサ、シコタンソウ、

カワシ7 ゲンゲ、チシマゼキショウ、ナル

コソウ、エゾツガザクラ、カワシ7 コザク

ラ、カラフ↑ミヤ7 ビランジ、エゾノキン

ノ〈イソウ、シスカヒナゲシ、エゾクロウス

ゴ、ヌフラブトハマカンザシ、シロウ7 アサ

ツキ、チシ7 ヨモギ、キンロノくイ、イワヒ

ゲ、ヒメカラ7 ツ、チシマキンレイカ、ハ

クサンチトリ、ホソパイソツツジ、クロマ

メノキ、ナガパカナビキソウ、エゾウスユ

キソウ、コワレモコウなどなどl包々 がl咲き

競っていた。

7 ノレバムシトリスミレは、この辺り一帯

に群生しており、湿地や周辺の傾斜面に起

の踏み場もない程に密生している。大半は

花が終っていたが、まだ顕影するのに十分

な花の集団を探すのに脊労することはな
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かった。モウセンコケも業を展開し始めた

ばかりのものが点々と混在している。

19時 50分徒歩でド山を始め、森林帯を

抜けて海岸まで 50分かかった。 途中、やや

混った森林帯入 ~llj付近でカラフトサクラソ

ウモドキ、カラフトミヤマイチゲ(キリギ

シソウと同ヒ)、ミツノ〈オウレン、ヒメイチー

ゲなどの群生を見ることができた。

なお、 7 ルパムシ↑リスミレは船泊山で

発見きれ、サハリンではここだけに生育す

ると考えられていたが、今岡の探査で、ずっ

と北方のエリザベート仰の手前 Orlinaya

山(北緯 54'08'31'¥東経 142'56'03ぺ標高

464111) ー帯にも分布することが判明した。

4 .ヒトツパオキナグサの花を見る

6月28U 、雲が厚くてへリが飛べないと

いうので、徒歩で登ることにして出発した。

突は↑マリンカ 1[1をHざして登りたかった

が、登り日が見つからず、 H乍Uド山した沢

から入山することとなった。沢の途中で右

折し北の方;角へ向った。この傾斜地は森林

伐採の跡でliIJけており、ブサドクサ、ゴゼ

ンタチバナ、オオバナエンレイソウ、アイ

ヌタナツボスミレ、ウコンウツギ、カラフ

トサクラソウモド寺、サラシナショウマ、

エゾヒョウタンボ夕、キハナコマノツメ、

ウスノミサイシン、カラフ}ミヤマイチゲ、

ツバメオモト、リンネソウなどが群生して

いた。

間もなく低いJ11頂に到達した(掠高約

200111)。樹問から昨 LI歩いた尾般がチラチ

ラと眺められるので、ここは船j白山のつな

がりの小ピークと分かる。目ざすトマリン
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カIIJとは大分離れている。仕方なく、再度

船i白山へ移ろうとハイマツ泌ぎをして一旦

下降する。 J主'11小きな筏みに残雪があり、

その周囲にヒトツパオキグサ数材、がまだ花

をつけていた。白二毛に緩われた紫色てや大き

めの鐘状花を横向きに遠慮ぎみに半1mして

いる。常緑のへらJf手の繋が地面にへは余り来

いてロゼットを形づくっていた。

ヒトツパオキナグ吋は、井上昇によって、

1934年 5月22日浅瀬川上流で発見され、

1935年下f部と舘脇によって新属新穏とし

て記載され公表された(札幌博物学会報 14

巻 1号)。その後、川島将義が 1935年 7月

16 f[船泊山で、'佐原繁蔵も同年 8月311に

勺I[島山ぺそして 8月7日には Aj山山でも

発見した。また、舘脇・高橋は 1936年 6月

17日に遠内上流で、 6月26日にはl鳴子、そ

して、 6月 21、23、291Iには勺I[島IlJ"で

採集している。吉村文五郎も 1936年 8月鳴

子 rj)Í~で採集している。

ロシア側の最新の訪i奈資料によると、サ

ハリンの最高峰ロパチナ山 (1，609111)とナ

ビノレ山地にも分布が知られていたが、今回

の探査行で、第 2峰のチャンガLlJ (1，511 

111)に登l頁してヒトツパオキナグサの大群

生と真盛りの開花を存分に観察することが

できた。

5 .カラフトムシトリスミレを探す

前回の探査てすま、ポロナイ大i'~.}Jj(のど真

ん'11で数株のカラフトムシトリスミレ

(Pingllicllia villosa)を見出すことができ

たのみであった。日本統治時代の記録では、

ドリンスク(旧落合)郊外の黒川部落永世
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沼周辺(官以 1925、1926、1927)と散口部

落(大升 1932)でのみ採集されていた。勿

論、第 1次探貨でも永山ii'4の調査を実施し

たが、雨天のため十分な探索ができず、ナ

ガパノモウセンゴケ群生の観察に仰った。

今凶、小宮と勝俣の 2人で7月1日に同地

の丙調J査を試みた。幸い11青天で大変気分爽

快ななか、 2時間余りをかけて丹念に探し

廻ったが、it'1の胤辺は乾燥化が著しく、-

jiiパ?チヤナギの低木林と化しており池噺ら

しきものの存在すら見ることができなかっ

た。や主って、カラアトムシトリスミレを見

出すこともできなかった。 atに当地では絶

滅したものと考えられる。

6 .オオタヌキモを発見

第 1次探J査では、水生タヌキモ類を比出

すことできなかったが、今凶、日本では北

海道と本外|北部(青森、秋田)にのみ分布

が磁められてい る オ オ タ ヌ キ モ

(UtriC/llaria lJlど7C)仰 hi，訂，)をオノ、とノグ 1)

"cの問の道路脇の小it'1で発見した(北緯

52'49'28ぺ東経 143'04'17")。この種は、元

来北米北部とシベリア東部に分布してお

り、ヨーロッパ1辛の Utricu!ariavll!garis 

と日本にも広〈分布するタヌキモ w即日一

tralis、イヌタヌキモを含む)との"，問の花

冠形態をもち、植物体(水中芸)が 2~3

111と長大に生育するのカ叶守徴である o

主主l立、 1960年代に研究会々貝のーー人がサ

ハリンからの木材輸入に携わり、現地で採

取した直径 2cmほどの大きな冬芽を提供
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してドさったことがあった。しかし、冬芽

が展開し十分に生育させることができずに

枯死してしまったため、調賓ができず、そ

のまま疑問が残されたままとなっていた。

今回、吋ハリンでオオタヌキモが発見され

たことは、|じ米 アラスカ・シベリアを経

由してサハリン→北海道へと分布が折、げら

れたことが芥易に理解できることとなり、

大変有志、義な発見と言えよう。

今回の第 2次探査行では、小宮内身は|司

行できなかったが、北端のエリザベー↑ 1~1!l

や中央山長地帯など全〈未調査の地域へも

足を踏み入れ、食虫植物のみならず一般植

物の調査にも大いなる成果を挙げることが

できた。いずれ、それぞれ専門分野で研究

成果の報告がなされる筈であるので、本稿

では概嬰のみの報告にとどめた。文献など

は前号の記事をご参Jl<<Tさい。

(1997年 9月10日原稿受烈)

ヒトツハオキナグサを撮影中の筆者。
1997年 6月 28lJ 船泊山にて
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