
北サハリンの海岸植物

はじめに

この度、斜里町立知床博物館学芸貝合地

信生氏の誘いで、ロシア迷手15サノ¥リン島

Sakhalinに調査・旅行に行くことができ

た。受入先は合地氏と長年の付き合いがあ

るサハリン地質研究所Sakhgeolkol11の

ジアロフ A.Zharov(通称サーシャ)氏であ

る。同行者は合地f言生(同上、地質学)、松

岡功(岡、考古学)、武田修(常呂町教育委

員会、考古学)、松井洋(札幌足憧!高等学校、

生物教諭)の 4名である。

日程は 1998年 7月30日から 8月9日の

10 i白11日で、行程と主な見学地ないし調

査地は以 Fに要約する。

7月初日(木)曇り

稚内港発 (10: 30)、北海道・サハリン航

路のフリガット号に乗船、時差は日本時間

に十 2時間、昼食・夕食付、コノレサコフ

Korsakov (大泊)港着 (21: 00)、車で移

動、ユジノサハリンスク Yuzhno-Sak-

halinsk (豊原)清 (22: 35)、受入先のサー

シャ宅に泊る。

7月31日恰) 晴れ

サハリン地質 研究所に訪問(10:

00-12 : 20)、州立博物館に訪問 (12

50-14 : 30)、市内で地図などの買い物。ユ

ジノサハリンスク駅発 (20: 05)のノグリ

キNogliki行き夜行寝台車に乗車。
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札 幌 市 松 井 洋

8月 1日 出 靖 れ

途中のチィモフスク Tymovskには機関

l丘があり、これよりノグリキ方面は同区の

機関車を使用するので機関車交換を行な

う。ノグリ寺駅着(11: 20)。卒でオハ Okha

に向かい、途中ピ/レトン Pill'tunで休憩。オ

ノ¥着(15: 30)。サハリン地質研究所が借り

ているダーチャ(菜閑付きの別荘)に泊ま

るo

8月2日(日)晴れ

この日より合地、サーシャ、ノレーン一夫

のグループl土、 3泊4日の日税でモスカノレ

ボ Mosl日 l'vo港より船でシュミット半島

Shl11idtaのエリザベー↑ l仰Yelizavetyに

向かう。松田、武田、松jfのグノレーア。はオ

ハ周辺とオハの束海岸および西海岸を観

察・誠査した。オハて、のガイトはルーシ一

女史、通訳(露語→英語)はイリーナ女史

がつく。オハの市街地、海岸線などの見苧

(10: 00-)、オハ博物館でオハ第三小学校

の教員コロゾフスキー・アレクサンダ-

Kolosovsky Alexander氏と合流し見学す

る(11:00-)0上記6名はニコライ氏の運

転する)[;軍用として使用していた 6斡ト

ラックでキャンフ。に向カミう (15:30-)。オ

ハの北、約 40kl11のトロプトー湖 zaliv

Troptoの北制uにあるヒ』トンJlIKheyton 

河口でキャンプする。付近の植物観察(18

45-) をする。
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8月3日(月) 朝方曇りのち靖れ

ヒ』トン川同辺の植物観察 (8: 

00-10 : 00)。トロプトー湖周辺てす宣跡の観

察 (12:00-13 : 00)。カレンドゥ抗IJzaliv 

Kolendu周辺で松田氏、花粉分析用の上壌

を採集をする (14・45-)。ダーチャに泊る。

8月4日伏) 曇り一時霧雨

オハ第三小学校でb石探・土器類および植

物乾燥標本を関覧する (10:00-)。 トラッ

クでオハの北西側、約 40lnn jl七のポムノレー

湖 zaliv POlnr'の北に位置するムージ7

Muz'maに向かう。途中ラズヴrazvに

ゲートがあり通行証明書が必要である。コ

ロゾフスキー氏の解説でムージマ遺跡 I

(ニプフの廃屋がある)、ムーンマ遺跡1II(ニ

ブブの集落がある)、ムージ7 遺跡II(周辺

の丘陵地は森林火災跡てPある)を観察する

(12: 30-18: 00)0ダーチャに泊る。

8月 5白体) 朝方霧雨のち晴れ

トラックでネクラソブカ Nekrasovka 

に行き海岸線を観察(13:05-)。モスカ/レ

ボlVIosl日 l'voの入口ボ/レディーハ川 Bur-

dikhaで松田氏、 k壌採集をする。モスカlレ

ボの海岸線を観察し(15: 00-16 : 00)、

シュミット半島に行ったグループ。を出迎え

る (18: 40)。ダーチャに泊る。

8月B自体) 快晴

オハを出発(8: 45)、車でノグリキ駅に

向かう。ノグリキ駅着(13: 00)。駅校内で

カラフトモメンヅノレを採集・観察 (14・

00-16 : 00)する。ノタリキ駅発 (16: 25) 
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関1.サハリン旅行の主な訪問地
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(10:00-)。生物担当の学芸員

コージン・アレクサンター・ニコライ

訪問するの夜行寝台車に乗車。

Kozin' Alexander' N氏に植物乾燥標本を

見せて頂き、カラフトモメンヅ/レの分布を

尋ねる。外!立博物館考古学学芸員のフェド

快S青

ユジノサハリンスク釈着(8:20)0市街

でお土産などの買い物。リH立博物館を再度
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包j3.砂浜の後方はグイマ
ツとハイ 7 ツの海岸
キ本になっている。

関 5. 丘陵地よりトロプ
トー湖jを望む。ヤナ
ギラン、エゾヨモギ
ギク、ナガボノシロ
ワレモコウ、エゾム
ラサキニガナなどが
関1~ している。
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図 4. 砂浜の最全面はハマ
ニンニクが生え、後
方の海岸林との間は
凹地となり jili!.生植物
が生え、その周辺の
乾燥化したところは
海岸草原となってい
る。
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Jレチュク氏の案内でアニワ Aniva(樹多

加)の江の浦(オセゃレツコーエ、 Ozerets-

koye)遺跡を観察する (15:00-17 : 45)0 

途中、アニワ湾てが海水浴をしている光景を

見た。サーシャ宅に泊る o

B月日日(お晴れ

高内(オホーツスコー工、 Okhotskoye)

周辺のシーディフ湖遺跡を見学する (13

00-)。ここは現在、サハリン総合大学(I口

サハリン教育大学)が発狐をしている。

富内湖周辺の海岸線を観察する。コノレ吋

コフに移動(16: 10)、コルサコフ港発(18: 

55) フリガット号に乗船、夕食・朝食付き。

船中泊。

B月9日(日) 曇りのち晴れ

稚内港着 (8:30)0

以上の行程を地関で表わし、サハリン旅

行の主な訪問地とオハ周辺の主な観察地は

凶 1、2に示した。

ヒートン)11付近の海岸植物

8月2日(日)、 }ラックていキャンフ。に出予と

する(15:30-)。目的I也はシュミット半島

の付け根付近であるが、パクローンナヤLlJ

Poklonnaya付近で落石があって北進でき

ず、少し南に戻って水場になるヒー↑ン川

の河口でキャンプをした。

ここで観察した海岸植物を報告する。こ

のキャンプ地は海岸線とヒートン)11との問

になり、手前は砂浜である。砂浜植物と)11

沿いで観察した主な植物は次の通りである

(関 3-5)。
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《砂浜からヒートンJlI}

この砂浜でテントを張リキャンプをし

た。ここで観察した砂浜梢物を列記する。

ハマニ方ナ lxerisrepens (L.) A.Gray、

テンキグサ Elymusmollis Trin.、ハマエ

ンドウ Lathyrusjaponicus Willd. subsp 

japonicus、ハマベンケイソウ Mertensia

maritima (L.) S.F.Gray subsp. asiatica 

Takeda、ハマハコベ Honkenyapeploides 

(L.) Ehrth. var. major Hook.、エゾノコ

ウボウムギ Carex macrocephala 

Willd.、シロヨモギ Artemisiastelleriana 

Besser、マルパトウキLigusticumhultenii 

Fernald、ハ7 アカザAtriplexsubcordata 

Kitag、クロパナロウゲ Potentillapalus-

tris (L.) Scop 、スカシタゴボウ Rorippa

islandica (Oeder) Borb昌弘タネツケノ〈ナ

Cardamine flexuosa Withなどが生育し

ている。これらの種類は北海道の砂浜植物

と同じであった。

〈凹地の湿地植物〉

ヒートン川を越えた南側は、海岸線より

の砂浜でハ7 ニンニクが群生し、その中に

はハマエンドウが混生している。この後方

には海岸林が生育する。ハマニンニクの群

生と後Jjの海岸林との問は、やや凹地とな

り湿地になっていて、その周辺の乾燥化し

たところは海岸草原状である。この1"1地に

生育する湿生柄物を列記する。

ヨシ Phraglnitescom111unis Trin、ヒオ

ウギアヤメ lrissetosa Pallas、力キツノくタ

lris laevigata Fisch、タカネトウチソウ

Sanguisorba stipulata Rafin、ナガボノシ
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ロワレモコウ Sangllisorba tenllifolia 

Fisch. ex Link var. albaTralltv. et Mey.、

シベリアシオガ"?Pediclllaris resllpinata 

L. var. resllpinata、イグサ JllnCllS effllSllS 

L. var. decipiens BllChen、ブサスギナ

Eqllisetllll1 sylvaticllll1 L 、スギナ

Eqllisetull1 arvense L 、ムカゴトラノオ

Bistorta vivipara (L.) S.F.Gary、クサフ

ジViciacracca L 、チシ7 フウロ Gera-

niull1 erianthllll1 DC 、エゾコゼンタチノくナ

Chall1aepericlYll1enllll1 sllecicull1 (L.) As-

chers. et Graebn.、キクミアザミ(チシマ

キタアザミ)Saussurea riederi Herd目、

ヤナギラン Chall1aenerionangllstifoliUll1 

(L.) Scop.、エゾヨモギギク Tanacetull1

vlllgare L 、ホロムイイナコ Rllbus

chall1aemorus L.、イワノカ宇リヤス

Calall1agrostis langsdorffii (Link) Trin.、

チシ7 力リヤス Calall1agrostis neglecta 

(Ehrh.) Gaerth.， Mey. et Schreb. var 

aCllleolata (I-Iack.) Miyabe et Klldo、ネ

ムロスゲ Carexgll1elinii Hool-仁 etArn.， 

ヤラメスゲCarexlyngbyei Hornell1、オ

オヤマフスマ Moehringialateriflora (L.) 

Fenzl、ツマトリソウ TrientalisellrOpaea 

L 、シラネニンジン Tilingia ajanensis 

Regel、カラフトニンジン Conioselinull1

kall1tschaticull1 l~llprecht、エゾノシシウ

ドCoeloplellrllll1gll1elinii (DC.) Ledeb、

ノくイケイソウ Veratrull1albllll1 L. subsp. 

oxysepalull1 Hult邑n、ミヤマアケボノソウ

Swertia perennis L. sllbsp. cllspidata 

(Maxill1.) Haraなどが生育している。
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《海岸林の植物〉

海岸t.J;1土強い塩風にさらされるので綾小

となったグイマツと北海道では高山に生育

するハイマツを主とする群落である。ここ

に生育する海岸林の植物を列記する。

グイ 7 ツ Lalix gll1elinii (Rupr.) 

Kuzeneva var. japonica (Maxill1.) Pil-

ger、ハイマツ Pinus Pllll1ira (Pallas) 

Regel、カラフトイソツツジ Ledull1palllS-

tre L. sllbsp. diversipilosull1 (Nakai) 

Hara var. diversipilosull1、クロマメノキ

Vacciniull1 uliginosllm L 、ヤチヤナギ

Gale belgica Duham. var. tomentosa (C 

DC.) Yamazal口、オノエヤナギ Salixsa-

chalinensis Fr. Schm、ガンコウラン

Empetrllm nigrllm L. var. japonicum K 

Koch、リンネソウLinnaeaborealis L 、

コケモモ Vacciniumvitis-idaea L 、 ミヤ

マハンノキ Alnllsmaximowiczii Call.、カ

ラフトハナンノブPolemonium caer 

uleum L. subsp. yezoense (Miyabe et 

Kudo) Hara var. laxiflorum (Regel) 

Miyabe et Klldo、オオヤチマメヤナギ

Salix poronaica Kimllra、タカネナナカマ

ドSorbussambucifolia (Cham. et Schlt 

dl.) Roemer、カラフトオオノ〈ヤナギ?

Salix cardiophylla Trautv. et Mey.、ミ

ヤマアキノキリンソウ Solidago virgaur-

ea L. subsp. leiocarpa (Benth.) Hulten 

forma japonalpestris Kitam.、コメガヤ

Melica nlltans L 、オオレイジンソウ

Aconitum gigas Lev. et Van't var. hon 

doense (N akai) Tall1u問、モミンカラ7 ツ

Trautvetteria caroliniensis (Walt.) Vail 
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var. japonica (Sieb. et Zucc.) T. Shimizll 

などが生育している。

林縁部には北海道では高山土産物にあたる

カ、ンコウラン、クロマメノキ、コケモモ、

1)ンネソウなどが生育している。

この他、オハ周辺で観察した主な海岸植

物はオハ海岸段丘にはチシマコハマギク

Dendranthema arcticllm (L.) Tzvelev 

sllbsp. arcticllm、カレントゥ湖ではホソノ〈

ノシパナ Triglochinpalustre L 、エゾツ

ルキンノくイ Potentilla egedei Wormsk 

var. grandis (Torr. et Gray) Hara、ムー

ジ 7 11Iではウラシマツツジ Arctous

alpinus (L.) Niedenzu var. japonicllS 

(N akai) Ohwi、センターイノ、、ギ Thermopsis

lupinoides (L.) Link、ネクラソフカでは

アッケシソウ Salicorniaeuropaea L 、ア

ムーノレナデンコ Dianthus dentotus 

Fisch、ハマナス Rosarllgosa Thunb、ノ

コギ 1)ソウ Achilleaalpina L 、小I草木の

ヒメカンノ{Betula exilis Sllkatch、モスカ

/レボではウンランLinariajaponica iVIiq.、

ハマボウフ Glehnialittoralis Fr. Schm 

ex iVIiqなどが生育している。

コロゾフス寺一氏と一緒に植物観察をし

た折り、梢物の利用法を幾っか教えてJf(い

た。興味があるのでここに紹介十る。

・ガンコウランはシクサ-Siksaといい、

蚊を防ぐために皮府に塗る o または食べ

る。・エゾヨモギギクも蚊よけの楽にする

ため皮膚に塗る o ・ヤナギランはニブフで

はスープに入れるo ハマベンケイソウは

スープにする。・ホロムイイチゴはマロー

シカiVIoroshkaといい、ジャムやジュース

30 

にする o ・ハマニンニクはコノレスニャーク

Kolosnyakといい、ロープにする。葉を草

笛(ムックリ)になるといい彼は実演して

くれた。・シロヨモギはニプフではボート

を漕ぐときの滑り止め(ロージンバッグ)

にする。-ヒメイワタテーのtNをビタミン主買

として食べる。・エゾツノレキンパイはラプ

チャーカといい、根を食べる。同じくビタ

ミン類の補給と思われる。

ムージ7遺跡 I周辺の湿地では、家族連

れでバケツを持って果実の採集をしている

光景を見た。制辺の生育植物からして、コ

ケモモ、ツノレコケモモ、ガンコウラン、ク

ロマメノキなどの採果(総称してフレ yプ

とl呼ぶことがある)やホロムイイチコ。など

を採集していたと思われる。そしてサーシ

ヤ宅で自家製のジャムをいれたチャイをい

ただいたが、甘くて美味しく疲れた身休に

は最ー高であった。

森林火災跡

吋ハリン旅行中にムージマIIの丘陵地と

オハ~ノタリキの途'1'てやみた森林火災跡の

光景は羽絶であった(図 6-7)。帰札して

から新聞を見るとすハリンの森林火災の

ニュースが頻繁に載っている。 我々がサハ

リン旅行中に森林火災が起こっていたので

あるが、この火災について新聞の切り抜き

より紹介十る。

1998年 5月下旬からサハリン中部から

北部で続いていた大規模な森林火災は発生

から 5ヶ月を経過した後、台風 10すから変

わった温帯低気圧による降雨(10月18-19

日)てv鎮火した。
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図 6. ムージマ11より遠望した火災

にあったタイマツ左下方の白

いところはハイ 7 ツである。

図 7.後方の緑色のところはグ

イマツが生えているが、

見渡す限りグイ 7 ツとハ

イマツの森林火災後であ

る(ムージマ11)。
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9月20Rには中部のツゥイモフスク地

区ゴノレキ村では村全体が焼失(l36世帯、

683人)し、村を再建せずに住民をそっくり

移転きせる方針とある。

5月以降の森林火災1'1数は計 344で、焼

失面積は旭川市に匹敵する計 7万 2千ヘク

タール、被害総矧は 6倍、 7千万ルーブル(約

67億円)に達した。 消火などにかかった費

用は 2千万ルーブル(約 2億円)という。

その原因を探ってみると、中村 r造林fF

上から見たる北樺太の森林J (1925)による

と、北樺太に最も首H且なるツンドラの内、

乾燥してハナゴケ等のあるものは極めて引

火し易〈、 '.0.失火するi時は存易に抑止め

る事は出来ぬ。(日各)慎むべきは火の取扱で、

北樺太森林の地表は燃え易き有機物より成

るを以て、旅行者は十分の詫意を11、ふべき

は勿論、当局者も宣伝に努めねばならぬ。

と警告している。

新岡『続・亜寒惜紀行J (1984)には昭和

8年に煙草の火が原因による中知床半島で

起きた山火事についての詳細!な記事があ

る。

門崎『サハリンの自然J (1991)には北緯

50。を越えるとタイマツが目立ちはじめ、

笹がなくなる。それとともに野火による広

大焼跡が現れだす。野火は昔からあって、

原|刈の多くは人の失火だという。

また、環境庁「平成 10年度版図で見る環

境白書J(1998)にはサハリンの伐採跡地(数

年後)の写真の掲載と共に、シベリア・板

東地域でも多い年には 200haを越える森

林火災が頻発していますが、これも伐採跡

地に放置された木の乾燥化等人為的な原凶
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によるものが多いと考えられていますかと

ある。

朝日新聞では 8月に吋ハリン特集をした

中に、サハリン|七部でトナカイ飼育を常む

ウィノレタの長老の話しに 、無収入に加え、

密猟者がヲ|き起こす山火事、大陸棚から原

油や天然ガスを送るパイプラインの建設に

伴ない放牧地が奪われるという不安があ

る" (1998.08.13付)との記事がある。

いずれの内容も森林火災は人為的な望書l刈

が強と考えられる。前出の中村によると、

北棒太には火災後間もなくグイ 7 ツが生え

るのが普通である。さらには、北樺太に於

ける林相変化は比較的速かに行われる、特

に火災後間もなく針葉樹の発生する点、は内

地と著しく趣を異にする、と説明されてい

る。

あとカずき

今凶のサハリン旅行の半数は北のオハ巾

周辺である。キャンプ生活ー LIとダーチャ

に4泊した。ダーチャの畑の第ーはジャガ

イモであるカずニンジン、ダイコン、チシャ、

パセリ、チンゲンサイ、オランダイナゴ、

キャベツ、 トウキピ、ハッカダイコン、野

生のエゾイチゴなどがJ極えられL、ビニール

ノ、ウス内ではキュウリにトマトを栽培して

いた(医18)。オハの町は北緯約 53'35'であ

るが、この年の夏は 20年ぶりに耐の少ない

年であったのか子恕していたより暖かく、

ダーチャでの野菜の生育も良好にみえた。

ダーチャの食事には毎回キュウリ、トマト、

パセリは生野菜として出てくるし、キャン

プをしたヒートン川では子つ、かみにしたカ
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ラフトマス 2[!J;をホウハ。というスープに

して食べたがとても美味しかった。

ヒートン川で採集してきた乾燥標本の

内、イネ科とカヤツリクサ科については、

北海道野生生物研究所五十嵐博氏に同定し

てTJ1いた。記して感謝の窓を表わしまれ

閃 8. ダーチャの畑の大半はジャガイモカ浦町えられ、
このi時は開花し、良〈生育している。
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