
2000年の国際千島列島調査

1994年の予備調査から始まった日・米・

露による国際千島列島調査 (International

Kuril Islnad Project : IKI1'、 BSAR-40l、

DEB-9400821、DEB-9505031)に 95、96、

97年の 3同参加する機会を得た。 IKIPは

当初 99"f.で終f予定たーったが、新たに考古

字分野を加えて 2000年まで延長される事

になり、これにホ直物担当として再び参加す

ることができた。

札幌市 高 橋 英 樹

これまでとは違う地点にも上陸でき、新

たに加わった知見もあるので、ここに 2000

年調査記録を日付けを追って記す。 2000年

調査には 31人の研究者・学生が参加し、野

外調査は 24日間、 12島に k陸した。なお、

IKIP全体の概要についてはホームページ

http:// arted.fish. washington.edu/ikip/ 

home.htmlを参照して下きい。

<2000年千島列島調査ノレート〉
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7月 14日

札幌丘珠空港より函館空港を経由してユ

ジノサハリンスク空港に到若。受け入れ責

任者のサノ、リン州郷土博物館シュービン博

士とサハリン植物閑タラン博士夫妻の出迎

えを受け、市内のサハリンサッポロホテノレ

に投宿。現地で一番の高級ホテノレとの事で、

破かに値段は LI本のIj'級以 kのホテノレ並み

である。ポプラの綿毛が飛んでいる。日本

i時間を 21時間進めたのが現地時間で、午後

91時半くらいが日の入り。

7月15日

ユジノサハリンスクの東 501<111ほどの

オホーツコエ村近〈トンナイ湖畔で行われ

ているサハリン外|郷ニI博物館の発掘調査

キャンプ地に移動。ここでキャンプ生活を

しながらウラジオストックから来る予定の

調古切)rオーシャンJ を待つことになる。

周辺は海岸砂丘正に発達したグイマツ、ハ

イマツにエゾマツ、 }ドマツ、タカネナナ

カ7 ドなどが混交した低木林で、植物採集

場所としては申し分ない所だった。ただ後

で分かるのだが、「オーシャン」のサハリン

到着が遅れて、このキャンプで待機する時

間が予怨外に長くなってしまった。

7月 16日

海岸まで採集する。砂丘上のカ、ンコウラ

ンのマット内にカラフトイナヤクソウがあ

り、あたりの様子は浜頓別の海岸革原に似

ている。夜のドライブと称して、現場の研

究者が自動車で半島まで案内してくれる。

途中に大きな漁業会村がありサケの定置網

が行われている。道路が悪いせいもあるの

だろうが砂浜を疾走する。 l叩に至ると山道
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iは立でこlぽ主こて

道路だつたo

7月 17El 

サハリン植物思のタラン凶長夫妻が、ユ

ジノサハリンスクの北主守 1701<111にあるJ尼

火LU'?グンタンに案内してくれるとの事

で、朝から自動車で迎えにきてくれた。マ

グンタンそのものはこれまで見たこともな

い地形で而i白かったが、なにせ道路が悪〈

大変な強行スケジュー/レになってしまった

(マグンタンの泥火山については別記事で

紹介する)0 

7月 18日

キャンプサイトで待機。

7月 19El 

ふたたびキャンプサイト胤辺で採集をお

こなう。夜にコJレサコフ港に移動して、い

つ来るともしれない「オーンャンJ を待つ

が、現れない。行き場のない難民のように

各自、見張り小屋、コンテナー、待ち合い

案のJ"隅などで一夜を過ごす。

7月 20日

結局、「オーシャン」は予定通り出航でき

なかったとの連絡が入札再びユジノサハ

リンスクに戻る。シューピンWd::のアパー

トに、アメリカ隊と日本隊の総勢 15人が転

がり込み、夜はシュラフでのザコ寝となる。

7月 21日

朝食の後、再びコノレサコブ港へ移動。昼

JM1ぎlこf寺ちかねた「オーシャンJ が、やっ

とその全長 99111の倖存を i中に現した。

ボートでの荷物の積み込みにH寺問がかか

り、我々が「オーシャンJ に乗り込んだの

は午後 51時になっていた。 14日に FI本を出
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たのだから 1週間日にしてやっと調主船に

乗り込んだわけだ。「オーンヤンJはそそく

さと出航する。

7月22日

北千島に向けて一路東進、やや揺れが大

きい。

7月23日

夕方 5時頃にパラムシノレ島のフッサとチ

クラチキ山が右手に見えてくる。右手前に

はシリンキ島、やがて左手前方にはアライ

ト島も見えてくるが例によってがスにけ

，;;'っている。

7月 24日

シュムシュ島ノ〈イコボ湾(片岡湾)に到

着。波が高いが、午後 2時にと陸のため最

初のボートが出発する o コンクリートの桟

橋が残っておりいくつかの建物があるが既

に廃村で、同境警備隊も完全に撤退してし

まったと言う。右手の丘には報交主義会の石

碑がしっかりと残っていた。丘陵上の草原

を雨附の方に抜けるとここにも廃村があ

るo ここで千島からは米記録のハゴロモグ

サ属を見つける。前回パラムシル島でも見

つけていたのだが、移入ではないかと疑っ

写真 1 ンユムシュ島パイコボ湾(7月24日、
2000年)

ていた。今凶もやや怪しいが決め手はない。

7月25日

パラムシ/レ島パシリエワ湾(武蔵i均)に

上|注。ここは 3凶目である。考古学班は閉

屯している軍(国境警備隊刊のトラック

に乗り、ゼノレカノレノエi胡(赤別飛沼) まで

行〈。私はベノレナトエ湖までの湿生の草原

で採集する。

7月26日

午後よりオネコタン島ネモ湾に到着する

が、 i/li.が高いため、考古学班のみ上陸して

キャンプを張るとの事。生物班の上陸は翌

日となる。

7月27日

オネコタン島ネモ湾に上陸。前回 96年に

米たときは右手の段丘上のヒース草以を調

べたが、今凶は巨石がごろごろした川を

遡った。斜面草原にタカオカソウが多いの

に篤いた。エゾコザクラがちょうど開花時

期!でマスコレクションをおこなう。まだ雪

渓が残っているところもある。ほどなく左

手の段丘上にあがるとガンコウランなどか

らなるヒース草原で構造一1:状に地而がマウ

ンドしている。

写真2-1 オ才、コタン尚ネモ湾(7月27日、 2000
年)

日-

北方山草 18 (2001)



写真2-2 エゾコザクラ

7月 28日

ハリムコタン島の北西に t隙を試みる。

96年の上陸場所の西南側にあたる海岸で、

アイヌワカメだろうか、とにかく j年務が多

いところで、ボートはしばしば立ち往生し

ながらも何とか上陸する。 海岸砂丘 r.1こ方

ンコウランのヒース植生が発達している。

湖に面した火山灰スロープにイワブクロが

大変多い。午後から入った油れ沢では白花

写真3 ハリムコタン島北西、ラズルノエ湖畔の
火[1J))(スロープ上のイワフクロ群落(7
月28円、 2000年)
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写真4 ハリムコタン島北西、沼れ沢内のシロパ
すイワブクロ(7月28U 、2000年)

のイワフクロも見つけた。 海岸串原のヒオ

ウギアヤメの中にこれも白花個体を見つけ

fこ。

7月 29日

シャシコタン烏ザカトナヤむきに上陸λ96

年上陵地点と全く同じてい、海岸段 f王斜而I下

部のアキタブキ群落中にオオバナノエンレ

イソウがあるのを再確認した。斜而で白花

のエゾヒメクワガタを採取する。昆!U研究

者の中谷さんはエソツツジの白花を見つけ

てくれた。

7月30日

ライコケ烏の北京都に上陸。 96年上陸地

写真 5 S--ヤンコタン島ザカトナヤ湾のシロパナ
エソツツジ(中谷氏採集) (7月初日、
2000年)
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点のすぐ西1R1Jにあたる小さな入り江だっ

た。海岸段丘斜面にはイシノナズナと共に

海鳥の巣が大変に多く、近付くと威嚇の鳴

き声を発し、赤色の胃の内容物を吐くのに

は参った。スボンがJfllだらけのように赤く

なり、色は半日ほどで抜けたが、特有の臭

いは調査JlJI問中抜けなかった。段I主の上は

火山灰スロープとなる。前回調査ではハイ

マツ、 ミヤマハンノキを見つけられなかっ

たが、今向、火山灰スロープ下部で1株の

ミヤマハンノキを見つけた。まさに侵入し

始めで、これからミヤ7 ハンノキの低水林

が形成されていくのかもしれない。

7月31日

マツワ島のアイヌ湾に一部が上陸。続い

てドボイナヤ湾(大和湾)に残りが土陸。

私は後者に参加。 H~すると生暖かい風が

吹き、後で嫌な予感があたることになる。

96年に来た時は国境警備隊の駐屯地があ

り、;r，:い隊員が庭て。運動しているのを見か

けたが、ここも全貝撤退したとの事で、全

て廃屋となっている。段丘上の草原で採集。

日本軍の飛行場跡地まで行き、引き返す。

風が強くなってきて、「オーシャン」への帰

還のボートは 2凶出た後、危険だというこ

とで取り止めになる。海岸に残された 7人

はたき火のそばでの野宿となる。日本人は

私のみが取り残された。警備隊廃屋に残っ

ていた軍服をせしめてきてこれにくるまっ

て一夜を過こす。

8月1日

朝 5時半には助けのボートを待ちかねて

全員浜に移動。パリェラのゴムボートが

やってきて、やっと「オーシャンJ に帰還
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できる。船はすぐに移動を始め、 10時くら

いにはウシシル南烏のクラテノレナヤ湾に着

〈。ここには既に 3図上陸しているしな

により昨I胞の野宿でF疲労気味なのて"パスし

て標本整理で過ごす。

8月 2日

シムシル島ブロ↑ンj街中に蒲〈。この湾

にはロシアの潜水艦恭地があったそうで天

然の良港になっている。私にとっては初め

ての場所である。湾入り口は狭い水路に

なっており、「オーシャンJは大きすぎてI直

接湾内に入ることは無理な様子。結局、ボー

トで湾に侵入し上陸する。航路を示すブイ

が浮いているが、基地は既に撤収しており

建物や桟橋の廃段が残るのみであった。太

平洋側の海岸まで歩いたが、道路上にチシ

マヒナゲンがl咲き乱れるのには驚〈。ヨツ

パシオガ7 の白花を見つける o ここでは中

昔話千島で優勢だったミヤマハンノキに代わ

りダケカンパが優占している。

B月 3日

チJレポイ島北東部のオホーツク海側に上

|盗。考古学班はここでキャンプをはって調

査をするとの事。島の植生図を作ろうと思

い植生f初公を始めるが、とても時間が足り

ず諦める。

B月 4日

プラットチノレポイ品の南側ウグロパヤ湾

に上陸。 97年には北側に上陸したので、こ

れで島の全体像を見ることができ都合がよ

かった。段丘上の草原はイワノ方リヤスが

多く歩きつ、らい。チノレポイ島との共通種が

多いが、ナノレポイに千字通のウ/レ yプソウが

ここでは大変少ない。アツモリソウが 20株
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写真6 チノレポイ島内カタオカソウ(8月 3日、
2000守)

ほどあったが花は既に終わっていた。

B J'l 5日

再びチノレポイ島。今度は太平洋制uのベス

チャナヤ湾に r.l~。チノレポイ山の中腹の計

場までj同れ沢を縫って到着。ミヤマハンノ

主?とともにミネヤナギがかなりあることを

確認する。北四にブ口トナ島が遠或できる。

8月B臼

午後 I時、またもやチノレポイ島上陸。 海

岸ぞいを調資するが、 H者間切れで成来はな

し。予定より 1日早めて考古学隊も島を撤

Jlllすることになる。

B月7日

ウノレツブ。島アリュートカi告に上|接。 95年

に上陸したネコ}ナヤj専の南側にあたる。

河畔lこすカボノシロワレモコウやエゾノコ

ギリソウ、ヨツバシオガマなどから成る湿

原があり一角にはタナギボウシが生える o

周囲はダケカンパとミヤマハンノキの林、

チシマザサも繁茂し丘陵上に登るのはかな

り難しそうなので、海岸ぞいの岩場などを

探索する o 浜にはメノウが多く打ち卜。げら

れていた。
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B月 8日

ウル yプ島テチャエパ湾に上|銭。 96年に

上陸した時は内隙への道路を入ってしまい

海岸丘陵の草原を見る時間がJEりなくなっ

てしまった。今回はゆっくりと見ることが

できた。ツリカ、ネニンジン(広義)やシヤ

ジクソウ、エゾフウロ、 トウゲプキなど中

部千島では見なかったものが出てくる o そ

の後、川床が赤茶けた川を溜り、斜面をト

ラパースする踏み分け道をたどって丘に登

り再び河畔の湿原に下り、川沿いに海岸ま

てる戻った。中谷さんがチシマゲンゲの白花

を見つけてくれていた。今凶の調査ではや

けに白花品に出会った。千島YU!誌で特に白

花が多いという訳ではないと思うが、なに

しろ偲休数が多いのでその分、出会う確率

が高いという事だろう。

8月B日

ウノレップ島オトクリティ湾(床)'1湾)に

上陸を試みるが、 ~lJlが高くて断念。パンデ

ルリンド岬をかわし太平洋側に回りこむ。

この問、向いにエ}ロブ島がはっきりと見

え、エトロブとウノレップの問はそんなに離

れていないことを実感する。太平洋側チェ

ノレノプJレカ湾に k陸。 チェlレノブJレカ)11沿

いに入るとミヤマハンノキ、ダケカンパ、

オノエヤナギから成る河畔林である o ウツ

ボグサやエゾニワトコ、ウコンウツギ、チ

シ7 ヒメドクサなどを採る。驚いたことに

海岸近くの丘に殺った中谷きんはミヤマホ

ツツジを採ってきた。戦前の報告ではエト

ロフまでしかないことになっている(帰っ

てから戦後のロシア11111報告を見直したら、

残念なことにウルップから既に報告されて
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いた)。ここで今凶の上陸 f定はすべて終

了。

8月 10日

北海道オホーツクi中を北上中、 j?lJによっ

て日本の海トー自衛隊の哨戒機が偵祭に飛米

する。夜 7時半より調主終了のパーティー。

94年の予備制変から数えるとなんと 7年

も続いた千島列島調査た守った。

8月11日

朝、コノレサコフ港に到着。シコービン防

士i主は早々と上陸。我々は船で待機する。

8月12日

朝食後日塗し、ユジノサハリンスクへ移

動。駅のそばのホテル「リーパック」に投

宿。昼食と買い物に田Jにくり出す。怨像し

ていたよりは活気に満ちた印象を受ける o

駅前広場の大きなレーニン像が目を引く。

極東の 1都市まではレーニン像打ち壊しの

波は及ばなかったようだ。

8月 13日

ユジノサハリンスクで待機。

日

B月 14日

朝1011寺半の飛行機て検ユジノサハリンス

クから耐館へ。 5人で 95kgの術物超過で

517ドルJ¥i(られるが椋本は特に問題なくす

んなりと通った。函館到着は日本時間でや

はり 10時半。

今回の調査で、千島列島の多くの場所か

らロシア人が撤退している事を知った。才z

者ーや家族がjj二み、確かな人間の生活があっ

ただろう町は廃虚となり、やがてまた千島

列島の大部分は自然に戻ってゆく。国後島

など南千島のごく一部を|徐けは、ヒトが数

世代にわたって定住ーするにはあまりにも苛

酷な府然環境が千島列島である。 4図子島

列島に通ってみて、こんな場所が地球上に

残きれていてもよい、と痛切に思う。そし

て何より、あの中古1¥千鳥の小さな島々こそ、

本物の千島列島だったのだと思えるように

なった。

なお今回の調査を通じて北大水産学部の

矢部先生には日本隊隊長として大変ご背労

をおかけした。改めて感謝いたします。
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