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国後島の上半身が白いヒグマ Ursus arctos―イニンカリグマ
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図 1．世界でも他に報告例のない上半身が白いヒグマ．この色彩タイプの
ヒグマは，蠣崎波響筆「夷酋列像」（1790 年，アイヌの指導者 12 人を描
いた肖像画）の一つ「イニンカリ」に描かれた白いヒグマにちなんでイニ
ンカリグマと名付けられた（Sato et al. 2011）．2015 年 9 月 11 日 15:35 に
国後島北西部のシベトロ川にて筆者らが撮影．A photograph of a brown bear
with white fur on the upper part of its body, taken on Kunashiri Island is shown.
Brown bears of this fur color type were named Ininkari, after a white-colored
brown bear in “Ininkari”, which forms part of “Ishuretsuzo”, a series of portraits
of the Ainu leaders by Kakizaki Hakyo in the late 18th century (Sato et al. 2011).
The photograph was taken at 15:35 on September 11, 2015 in the Shibetoro
(Severyanka) River, in the northwestern part of Kunashiri Island.

図 2．カラフトマス（Oncorhynchus gorbuscha）を捕獲したイニンカリグマ．
2010 年 9 月 18 日 9:39 に国後島北東部の音根別川にて筆者らが撮影．A
photograph of an Ininkari bear capturing a pink salmon is shown. The photograph
was taken at 9:39 on September 18, 2010 in the Onnebetsu (Tyatina) River, in the
northeastern part of Kunashiri Island.
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