
利尻を訪れた生き物たちーその栄光と挫折の断片一

大型晴乳類、や限虫類がいない島として知

られている利尻は、北海道本土から約18km

ほど離れた最北の島のひとつです。利尻火

山の影響や、最終氷期の後、翼や麹をもっ

たもの以外の渡島が困難だ、ったことなどか

ら島の生物相は本十会と隔絶し、独自の道を

歩んできたように思えます。しかし、そん

な「鎖国状態j にあった利尻にも様々な方

法・手段・目的をもってとの地にやってく

る生き物たちがいたことも事実です。島に

根付く者もあれば、そうでない者もいて、

特に後者の歴史は記されるとともなく消え

ゆく乙とが多いように感じています。乙の

小文では筆者が知る利尻に訪れたものたち

のいくつかの成功と失敗の歴史を再度娠り

返り、この場を借りて彼らの乙とを少しで

も記し留めておくことができればと考えま

した。

1.古い移住者たち

利尻島内に自生する現在の生き物たちは、

遅かれ早かれ島の形成後にやってきた古い

移住者の子孫のはずです。利尻火山の活動

は約20万年前から 8千年ほど前まで続いた

と考えられていますから(石塚， 1999)、そ

の時代を生き抜いた者や、寒冷な時代に|陸

続きの大陸などから渡ってきた者など、

様々な時代にまたがって訪れた者の子孫た

ちでしょう。しかし、現在、無事に定着し

利尻町佐藤雅彦

ているように思える乙れら古い移住者たち

のf孫も、環境変化や新しい移住者たちに

よる影響などによってその居場所がなくな

りつつあるのも事実です。近年、特に気に

なるのは利尻山上部の環境が山体の自然崩

壊などによって失われつつあることです。

標高が高く、特殊な環境を提供しつづけて

いた上部はもともと限られた場所であり、

その場所が失われる乙とは、すなわちその

環療に依存して細々と生きてきた者たちを

も失う乙とにつながります。たとえば2006

年に志波敬さん(習志野高校)と手rJ尻山の

地衣類の調査を行ったととろ、ムシゴケの

仲間は利尻山上部のわずかな場所でしか見

っかりませんでした。自生するあの岩が崩

れ落ちれば彼らの姿はもうほとんど見られ

なくなるのだなあと不安に思いながら、崩

壊が進む山頂付近を眺めたものでした。利

尻山上部に限らず、特殊な環境に住む生き

物は常にその居場所を失う危険にさらされ

ているものです。 1986年に新種記載された

Thalassophorus s]Jinipennis (オドリ

バエ科)は海岸に生怠する手rJ尻国有の小さ

なハエですが、 1992年以来その姿を私も確

認できていません。近年、大きな低気圧の

通過などで海岸環境も変化しつつあり、そ

の生息が果たして現在も同じように維持さ

れているのか、とても心配しているところ

です。多くの研究者が調査を実施してきた
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場所にも関らず、リシリアザミやリシリノ

マックレイセアカオサムシなど、これまで

見つかっていなかった種がいまだに利尻か

ら発見されることを考えれば (Kaclota，

1998 ;井村・永橋， 2006)、私たち人間に

知られることなく、ひっそりと島の移住者

リストから名前が失われていく者も決して

少なくないのではないかと思わずにはいら

れません。過去の白録に掲載されている種

で、現在確認ができない種もいくつかあり

ます。植物で言えばチングルマなどがそう

で(舘脇， 1941など)、どこかで細々と生き

残っていてほしいと願うばかりです。口市乳

類では、門崎 (1998)によってキツネが絶

滅種としてあげられており、その要悶は人

間と野犬によるものと記されています。

2. 最近の移住者たち~アワダチソウ 2種

を例に

最近になって島を訪れ、その定着に成功

した者はなにかというと、やはり外来植物

のグループがあげられます。利尻島内の外

来植物についてまとまった記録としては五

十嵐 (2000)があり44種が報告されてい

ますが、その後も毎年のように新たな外来

種が野外で見つかっています(佐藤ほか，

2005)。島内でよく目立つ外来植物として

は、ブタナ、コウリンタンポポ、セイヨウ

タンポポなどがあり、オオハンゴンソウは

近年島内での抜き取り作業などが実施され

(利尻島白然情報センター， 2005)、特に注

目されてきている植物と言えます。 2006年

には利尻島自然情報センターと利尻町立博

物館の共僚のもと、島氏有志とともにオオ
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ハンゴンソウの分布調査が実施され(利尻

町立博物館， 2006 ;利尻島自然情報センタ

ー， 2006)、あらためてその分布の広さに驚

かされました。

特定外来穏にも指定されているオオハン

ゴンソウについてはこのような調査や抜き

取り作業が精力的に進められていますが、

その他の外来植物の分布やその分布の変化

については島内ではほとんど調べられてい

ないのが実情です。そこで筆者は2004年に

利尻島内の主な車道沿いのアワダチソウ二

種の分布状況と規模を調べてみたことがあ

ります(佐藤ほか， 2005)注 1。図 1はそ

の結果とともに2006年に新たに踏査したサ

イクリングロード沿いの分布状況を追加し

たものです。島内ではセイタカアワダチソ

ウはわずかな侵入が見られるのみで(図 1

では0)、群落のほとんどがオオアワダチソ

ウ(図 lではCT)と言ってよいものでした。

オオアワダチソウの分布は、本泊地医と鬼

脇地区に集中した大群落があり、沓形地区

も中規模から大規模な群落が数多く点在し、

それは各地区の市街地の規模にそって分布

しているように思えました。このことから

基本的に人の活動が盛んな地区に本種が侵

入しているように見えますが、役場所在地

である鴛j白地区にはほとんど見られず、そ

の一方、集落としては小規模であり、大規

模な開発が行われていないと考えられる金

崎地区になぜ、か大きな群落が見つかってい

ます。また、各所に点在する小さな群落は

庭先に植えられている株も多く、観賞白的

で植栽され、それによって分布が広がって

いる可能性も示唆されました。この傾向は



オオハンゴンソウにおいても一部見受けら

れ、住民への適切な広報活動を行うことに

より、これらの外来植物の不用意な分布拡

大を減らすととができるのではないかと考

えさせられました。

2006年に新たに調査を実施したサイクリ

ングロードは、人工的に森を切り開くなど

して1998年に設置されたもので、道路沿い

の植生には外来植物も多く、アワダチソウ

類が侵入していることも多いのではないか

と予想していました。しかし、確認された

場所は主に 2か所しかなく、そのうち大き

い群落がある本泊地区はサイクリングロー

O 
O 

儲
慢規のa

 

Z
 

0
0
0
0
 

.・・@
サイクリングロード
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ド設置の影響というよりも、本泊地区にも

ともと分布していたものが、その分布を拡

大したもののようでした。

次にlIIl述のオオハンゴンソウの分布(利

尻町立博物館， 2006;利尻島自然情報セン

ター， 2006)と乙れらアワダチソウ類の分

布を島内で比較してみましょう o すると、

島内に広く分布している傾向はいっしょで

すが、分布図を重ね合わせてみるとその分

布は明らかに区別できるもののように思え

ました。特に前者は島の西部から南東部に

かけて中~大規模な群絡が連続して分布す

ること、北部では全くその分布が確認でき

NAγ 

図1 手IJ尻島内のアワダチソウ 2種の分布
.~オオアワダチソウ、 O~ ヒイタカアワダテソウ .0それぞれの円の大きさは各群落の規模を去す(佐藤ほか 2005) 
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ないととなどが、後者と異なる特徴と言え

そうです。これら 2種が隣接または比較的

近い場所に同所的に分布していたのは、答

形地区内の種富地区および神居地区の 2か

所のみで、もともと大きな群落を作る両種

ですから、狭い島内といえども微視的な分

布は重ならない傾向にあるようです。

人為的に広がったとれら外来植物は人間

の手で防除・除去しなくてはますます広が

っていくことが多いものです。筆者の通勤

途中から見える街中の空き地には、オオア

ワダチソウの大きな群落がいつも目立って

いました。いつかは抜かなくてはならない

けど、かなり手ごわそうだ、と思っていたら、

ある日突然、重機による整地が行われ、そ

の群落が瞬く間にすっかりなくなってしま

った事がありました。人間がよきにつけ、

悪きにつけ、生き物に与えるその影響の大

きさを感じさせられる出来事でした。

以上、オオアワダチソウの分布から烏へ

の侵入の成功例をあげましたが、残念なこ

とにこれらの植物が「いつJrどとにJrど

うやってj侵入したのかについてはその詳

細が不明であることがほとんどです。現在

の分布や規模の傾向からある程度想像はっ

きますが、こういった記録を残せなかった

ことは非常に悔やまれることであり、近年

侵入してきたものについてはそういったこ

とが起きないように今後も標本として地元

に残す作業を心がけていきたいと考えてい

ます。

植物以外に定着が成功したものとしては

ハネナガキリギリス(年代不明)やオオモ

ンシロチョウ (1996年.上野， 2001)など
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の昆虫類があげられますが、最近話題とな

っているセイヨウオオマルハナバチは2006

年現有まだ島内では確認されていません。

哨乳類では昭和 8-10年に野鼠被害防止のた

めにホンドイタチ41頭が放され、現在では

島内のいたると乙ろでその姿を見るととが

できます(犬飼， 1949)。

3 タビノヒト

この利尻島に訪れた生き物たちの中には

定着できずに死に絶えたり、島を離れざる

を得なかったものもたくさんいたはずです。

かくいう筆者も生まれはS県であるため、

今後彼らと同類となる可能性があるわけで、

とても人事とは思えません。島では定住し

ていない人、いずれは転勤してしまう人の

ことを「タビノヒトJとよく言います。こ

こでは島にやってきたものの定着できなか

った生き物についていくつか例をあげてみ

たいと思います。

植物で印象深かったものは、 1996年に初

めて見ることができたモウコガマ(図 2)

です(梅沢， 1999)。発見された小杉和樹さ

ん(利尻島白然情報センター)に連れられ

て現地に行ってみると、そとは流れ着いた

ゴミが散乱する海岸附近の殺風景な湿地ら

しきととろでした。乙んなところに珍しい

植物があるのかなあと思いながら見ると、

なんだかかわいらしいガマがポツポツと生

えているではありませんか。「へ一、これが

そうなんだあJと思いつつ、いずれはとの

場所にたくさんかわいい穂が並ぶのかなぁ

と想像していたのですが、数年後にその姿

は全く見ることができなくなってしまいま



した。今でもこの場所に行くと、「ないかな

あ~J r復活したかなj とのぞいてみてはい

るのですが・ o

利尻島民の中には園芸好きな;βも多く、

最近ではガーデニングブームも手伝って、

庭などに様々な園芸種が植栽されています。

時々乙ういった園芸積が野外に逸脱する乙

とも見受けられますが、庭先の積物にまぎ

れて別の生き物が持ち込まれるといったこ

ともあるのかもしれません。たとえkf、

2004年にアケビコノハというガが民家近く

で採集されていますが(佐藤・工藤， 2005)、

本穏の食草であるアケどやムべといった植

物はもともと島内には自生していないもの

でした。ガの採集者によると近くにアケビ

~-

凶1 利尻町立博物館に保管されているモウコガマの
標本 ラベルはヒメガマになっているが、詳細は侮沢

(1999)を参開
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が植えられているということでしたから、

どうもこのアケビに幼虫がついて島に持ち

込まれてしまったものではないかと考えら

れます。

定着の難しさを教えてくれた動物として

は国内初確認された鳥類のイエスズメがあ

ります(佐野， 1990)。鴛泊で確認されたイ

エスズメを報じる当時の新聞記事によると、

身体が大きい本種によって在来スズメが駆

逐されてしまう懸念が書かれていましたが、

数年後には新参者であるイエスズメの方が

姿を消してしまいました。鳥といえば1990

年にヱゾライチョウが猟友会によって利尻

で放鳥されましたが(宗谷新聞社， 1990)、

これまたあっという聞にいなくなってしま

ったようです。人の手で放される生き物と

いえば、自生種の確認調査などがされない

まま1991年には島内で「ホタルの堕J構想

が持ち上がったこともありました。遺伝子

汚染などが心配されましたが、幸いなこと

にこの構想は頓捜し、結局実現には至りま

せんでした(宗谷新開社， 1991)。

翼を持つ鳥類では迷鳥として利尻に渡っ

てくるものも多く、ルリガラやズアオアト

リ(小杉， 1988， 1990)のように圏内初確

認の種も利尻からは記録されています。こ

れら迷烏は単独個体であるため定着に至る

ことはもちろんなく、短い滞在の後、すぐ

に島から立ち去ってしまうことが常です。

同じ翼をもっ動物として最近注目されてい

るのはコウモリです。従来その発見や識別

が非常に困難だったグループですが、近年、

様々な調査法が開発され、大陸や本州から

迷い込んでくる迷鳥ならぬ「迷幅(めいふ

13ー



く)Jの存在が明らかになりつつあります。

函館では2002年に従来本州にしかいないと

されていたアブラコウモリ(イエコウモリ)

が繁殖も含めて確認され(福井ほか， 2003)、

お隣の礼文鳥からは国内初確認となったヒ

メヒナコウモリが報告されています (Sato

&Maecla， 2004)。もしかしたら既にヒメヒ

ナコウモリなど大陸の種が、いつの間にか

利尻の森に住みついている…なんてことも

起乙っているかもしれません。

利尻島の生活物資の多くはフェリーなど

で島外から運ばれてきます。建設資材など

もそうで、時々これに混じってもともと島

にはいないチャバネゴキブリ(佐藤，未発表)

やアオダイショウ(三保・佐藤， 2000)な

どが見つかり、島民を驚かせることもしば

しばです。海を渡るのはへビだけではあり

ません。 1912年に海を渡って利尻に上陸し

ようとしたヒグマの話は有名ですが(門崎，

1998)、結局、そのクマは海上で殺されて

しまいました。海涜にのって訪れる珍しい

魚も時々新聞をにぎ、わせますが、かつてウ

ミヘピの様本が地元小学校に保管されてい

たのを見た事がありました。ところが数年

後にもう一度確認に行った所、「気持ち慈しり

とのととですでに処分されてしまったよう

で、非常に残念な経験をした覚えがありま

たということですが、 1990年頃以降では目

撃例もほとんどなくなり、現在ではその目

撃例さえ開くこともなくなり、絶滅したの

ではないかと思われています。

以上、利尻島は大陸と北海道本土にはさ

まれ、なおかつ海抜 Omから1721mの山頂

までの多様な環境を有し、常に生き物の侵

入に様々な場面でさらされてきた島と言え

そうです。しかし、私たちは島に訪れる多

種多様な移住者リストをじっくりとながめ、

それについて深く考える機会は決して多か

ったとは言えませんでした。そのため、あ

る日突然その変化が目立つようになって、

「いつからいたんたをろうJrいつの間に消え

たのだろう1とうろたえるととばかりです。

たかだか約 1万年前煩からの新参者の移住

者である私たち人間ですから、昔から住む

ものたちの邪魔にならないように配慮して

いくとともに、新たな移住者に常に目を配

ること、それが療境が限られた小さな島で

お互いが仲良くやっていくなによりのマナ

ーの第 4 歩のような気がします。

注1.セイタカアワダチソウとオオアワ夕、

チソウは外来生物法の規制対象外となる

「要注意外来生物j とされています。

(利尻町立博物館)
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