
 
 
 
 

第 3 回講座「えりものジオ・エコ・歴史のバスツアー」 
１．「黄金道路」は日高山脈の縦断旅行 
 今回は、様似町を離れてえりも岬～黄金道路を巡るが、ここでは日高山脈の中軸帯を構成
する岩石を道路沿いに観察することができる。ところで、日高山脈は２つのプレートが衝突
し、その境界部分が盛り上がってできた山脈だが、その際、東側のプレートがめくり上げら
れて横倒しになった。すなわち、今回の黄金道路を西から東へと辿るコースでは、日高山脈
ができた当時の地下の深い部分から浅い部分までを順に見学していくことになる。 

２．幌泉せん断帯 
 様似町の西旭付近の海岸には「幌泉せん断帯」という断層が走っている。この断層を境に
北側には日高変成帯、南側には変成していない海洋起源の日高累層群という全く異なる地層

が広がっている。旭神社の裏側にある崖ではその断層の様子を観察することができる。この
断層は旭からアベヤキ川の上流部付近そして追分峠を通り、百人浜に抜けている。 

３．目黒黄金トンネル 
延長 4941m の北海道で一番長い道路トンネル。このトンネルを掘って出た石はもろく

て崩れやすいので、有効活用されることなく町内のいたるところに廃棄され、それによって

景観がかなり変わってしまった場所もある。その岩石は、堆積岩が熱や圧力で変成してでき
るホルンフェルスで、ここのホルンフェルスは熱で焼かれた上に強い圧力を受けたため、一
定の方向にパカパカ割れやすい特徴を持っている。そのために、再利用されることがなかっ
た。 

４．目黒地区と猿留川 
 猿留への最初の移住者「目黒源吉」（函館から来た

鋳物師）に由来。元々は猿留（サルル）という地名だ
った。松浦武四郎などの江戸時代の紀行文では「ヨシ
が生えているところ」という意味としている。しかし、
タンチョウ（アイヌ語でサルルンカムイ）が多くいた
からではないかという説もある。浦河では昭和 40 年
代までタンチョウが越冬していたという記録があり、
えりもでもその可能性は十分ある。 

５．ビタタヌンケの貫入岩 
国道36号ビタタヌンケ覆道えりも側にある駐車場

裏のがけでは、やや白っぽい岩石の中に黒っぽい岩石
の筋が縦に伸びている様子を観察できる。白いのはホ

ルンフェルス、黒いのが玄武岩やドレライト。これは、
元々あった堆積岩の層にマグマが入り込み、その熱で
焼かれた堆積岩がホルンフェルスに、冷えたマグマが
玄武岩やドレライトになったことで起こった現象。こ
このホルンフェルスが白いのは、熱で焼かれた後にさ
らに強い圧力を受けて破砕されたことで、中に白い沸
石が作られたため。 

６．目黒トンネル付近のホルンフェルス 
 ここのホルンフェルスの露頭では、変成前の堆積岩だった当時の地層のしま模様がそのま
ま残されているのが大きな特徴。地層のしま模様は変形したり、断層になっている部分もあ
る。また、ところどころに見られる白っぽい丸いかたまりは、「ノジュール」と呼ばれるも
ので、生物に含まれる石灰がにじみでて砂や泥を固めたもの。そのため、ノジュールには化

石が入っていることが多いが、ここのように熱で焼かれて出来たホルンフェルスに含まれる
ノジュールには化石は残っていない。 
 

７．豊似湖 
日高管内で唯一の湖。豊似湖はアイヌ語でカムイトウ、神

の沼と呼ばれていたが、いつしかハート形をしていることか
ら馬蹄湖と呼ばれるようになった。この湖は猿留山道から眺
めることができ、松浦武四郎も記述しているし、近藤重蔵の
従者がここに落ちたなんて言う話も残されている。庶野から
広尾町にかけて南北に走る「猿留せん断帯」とよばれる断層

の上にあり、地形から考えて、流れ込む川が地形崩壊でせき
止められた「せき止め湖」ではないかと考えられる。湖の水
が流れ出る川はなく、伏流水として染みだし、猿留川に流れ
込んでいるものと考えられている。湖とその周辺にはニホンザリガニやナキウサギなど多様
な生物が生息している。 
 
８．百人浜 
 地名の由来として良く言われるのが、江戸時代に南部藩の御雇船がこの沖で遭難し、この
浜に乗組員の水死体が打ち揚げられ、またわずかに生き残った者もここで餓死し、その数百
人余りという話。しかし、百人浜という地名が歴史上初めて出てくるのは 1785 年の「三
国通覧図説」だが、幕府が東蝦夷地を東北各藩に管理させるのは 1799 年以降のことであ
り、時代が合わない。他の説として、シャクシャインの反乱（1669 年）の際にアイヌ側

に味方した金堀百人がこの浜で殺害されたとか、アイヌ同士の合戦の際にここで多くが討死
したからというものがある。 
 
９．一石一字塔 
等澍院初代住職の秀暁師が、百人浜の名前の由来となった惨劇

の死者を弔うために 1806 年に建立した塔。お経の 1 文字ずつ
を 1 つの石に書き、総数 2400 個とも言われるそれらの石を埋
め、その上に建てたと言われる。元々は別の場所にあったものが、
後に塔だけがここに移設された。200 年以上前のもののため、塔
に掘られた碑文は風化してだいぶ読みにくくなっている。岩石の
専門家に見てもらったが、この石の産地は判らなかったものの、

本州産の花崗岩であることは明らかだという。 
 
10．襟裳岬の礫岩 
 襟裳岬先端付近の海岸には、「歌露礫岩」とよばれる非常に特
殊な礫岩の露頭がある。それは、礫岩中に含まれる花崗岩の礫
が引き伸ばされたりちぎれたりしていること。これはこの地層
が上昇する時にねじれるような力を受け、変形加工されたため

と考えられている。ここは礫が大きい
ことも特徴の一つで、中には 1m もの
大きさのものも含まれている。この礫
岩の礫の供給源はもちろん日高山脈。
また、ここには巻貝や二枚貝の化石も含まれている。この礫岩は、

このえりも岬付近から歌露地区の間のごく狭い地域にのみ分布し
ている。 
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11．ゼニガタアザラシなどの海獣類 
 毛皮の円形模様が昔の硬貨（銭）に似ていることから名前
がついた。今現在はちょうど毛換わりの時期なので、多くの
アザラシが岩の上に乗って体を乾かしている様子を観察でき
る。15 年ほど前の生息数は約 300 頭だったが、その後増加

し、一昨年には 2 倍の 600 頭に達した。それに伴い漁業被
害も増加しているため、今年から環境省の 40 頭の試験捕殺
が始まる予定だが、詳細は決まっていない。道内の生息数は
1,000 頭ほどで、その 5～6 割が襟裳岬に、残りは道東にいる。襟裳岬でアザラシが増え
始めた当初、道東や北方 4 島からアザラシが泳いできたとも考えられていたが、最近の調
査から、えりも岬と道東のアザラシはほとんど交流がないことが明らかになっている。戦後
の頃は毎年 50～60 頭が捕獲されていたために数が抑えられていたが、昭和 40～50 年代
になると肉や毛皮の需要がなくなると捕獲されなくなり、そのために近年は数が増えている
ようだ 
 10 数年前からはラッコも 1～2 頭生息している。アザラシ
は岩場でじっとしているアブラコとかカジカなどの魚やタコ

を食べるが、ラッコはウニ、ホッキ、花咲ガニなどの高級食
材を好んで大量に食べる。岬周辺はウニ養殖に適した環境の
ため、以前はウニの種苗を撒いていたが、ラッコが 3 頭住み
着いた年にウニがほとんど食べつくされ大きな騒ぎになり、
その後は岬周辺での種苗撒きは止めている。 

昭和40年代頃までは襟裳岬にも毎年 100頭位のトドが来
ていて、何頭かは捕獲していた。新冠町にトド岩という岩があるが、当時漁業被害が大きい
ため、自衛隊に頼んでその周辺で駆除を実施したところトドがいなくなったが、同じ頃に襟
裳岬でもトドが見られなくなった。襟裳岬のトドは新冠に行く途中に寄ったものだったのか
もしれない。現在は 1～2 年に 1～2 回目撃されるかどうかという状況。 
 
12．ピリカノカ 

アイヌ民族にとって大事な場所を文化財に指定して保護しようという文化庁の取り組み
が「ピリカノカ」。20 箇所のうちの 1 つとして襟裳岬が指定された。その理由として、江
戸時代にここを旅した人々による、アイヌ語地名の由来や漁の様子など襟裳岬に関する多く
の記述が残されていることや、岬を舞台にした口承伝説が多く残っていることなどがある。 
 

第 4 回講座「昆布と藻のおはなし」 

１．淡水に生きる小さな藻類を調べる 
北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 
 傳法 隆 助教 

 近年、人間活動による直接的間接的な影響を受け、地

球規模で種の大量絶滅が進み、現在ある種の多様性も急
速に失われつつある。北海道には湖沼や湿原が多く，未
だ多くの自然が残されているが、これらの地域における
種の保全を図るためには、まず、現時点でその地域にど
のような種が存在し，どのような状態にあるかを知るこ
とから始まる。しかし，種の保全というと一般に肉眼で観察することができる動物や，湿原
植物，水生昆虫等に関心が集まり，肉眼で観察できない生物にはほとんど関心が払われない
傾向にある。そのため、プランクトンのような小さな生物は人知れず失われていったとして
も誰にも分からない。 
 道東の別寒辺牛湿原は日本第２位の広大な湿原で，1993 年には厚岸湖とともにラムサ
ール条約登録湿地となった貴重な湿原であるが，今後地球規模で起こっている環境汚染もし
くは地球温暖化による何らかの影響を受ける可能性がある。そこで、同湿原とその周辺河川

にどんな種類の微細藻類が分布しているかを網羅するための調査を行った。その結果、珪藻
類 25 種、緑虫藻類 1 種，緑藻類 18 種を同定できた。さらには、採集した藻類について、
種ごとに単独の培養株を確立することにも成功した。これにより、これらの藻類については

半永久的に系統保存できることに加え、今後はその培養株を利用して、種の性質について詳
細な研究ができることになった。同様の調査研究をアポイ岳周辺の河川で予定している。 
 
 
２．様似のコンブ藻場を守るために ～ミツイシコンブを知る、調べる 

 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 
 四ツ倉典滋 准教授 
コンブは鰹節とともに日本の食文化を支える重要な資

源である。北海道でのコンブ生産は 8 世紀頃の松前付近
で始まり、時代とともに太平洋沿いに東に進み、日高付近
では 17 世紀に始まった。コンブの種類は世界に 128 種、
日本に 37 種あるが、北海道にはそのうち 28 種が分布し
ており、優れた多様性を持っている。我々が普通コンブと
呼んでいる状態のものは「胞子体」。胞子体は夏の終わり
から冬にかけて雌雄の違いがある「遊走子」という種を出す。遊走子はべん毛を持っていて
泳ぐことができ、海中の岩などにくっつくと糸状の「配偶体」になる。配偶体は大きくなる

と、雄は精子を、雌は卵を水中に放出する。受精した卵は岩などに着き、成長すると胞子体、
通常コンブと呼ばれる状態になる。多くのコンブの寿命は 2 年。こうした生活環を持って
いる藻類の仲間がコンブに定義される。コンブの体は、根状部、茎状部、葉状部に分かれる。
根状部は単に岩にくっついているだけの部分で、栄養分は根状部ではなく葉状部で行う。こ
のように、それぞれの形は根、茎、葉に似ているが、普通の植物とは機能が全く違う。 

いわゆる日高昆布・ミツイシコンブの分布は、白老～白糠までの太平洋沿岸部。ミツイシ
コンブは野球選手に例えると1番ショート、打ってよし走ってよし守ってよしの万能選手。
一般的にマコンブは出汁コンブ、ナガコンブは加工用だが、ミツイシコンブは出汁にも使え
るし、加工にも利用される。従来、日高にはマコンブ類は分布していなかったが、近年、日
高沿岸でも見られるようになり、様似漁港内にマコンブがある。近年の環境変化が背景にあ
るようだ。この 2 種が重複する地域では、ミツイシコンブは水深 3m くらいまでの浅い場
所、マコンブは水深 10m 位までの深い場所を好むというように、住み分けをしている。そ

うした住み分けを利用すれば、日高でもマコンブを新たな資源として利用できるのではない
か。北海道では、水産資源としてのコンブは、ホタテ、サケに次ぐ漁獲金額。また、コンブ
の森の一時生産力は、熱帯雨林にも匹敵する。コンブの森は水質の安定化＆清浄化に寄与す
るとともに、動物の生活の場ともなっている。 
様似で行っている調査は、魚群探知機を使ってコンブの森の面積や高さを測定し、コンブ

の資源量を推定するというもの。北海道のコンブ生産量は低下の一途で、深刻な状況にある。
コンブ藻場の衰退や消失には、日照不足や季節風の弱化、暖流の流量の増大など様々な要因
が働いていると考えられている。青森のマコンブの場合、1 月下旬の海水温が 1℃高くなる
と、その年 6 月のコンブの密度が 30～40％にまで減少したり、長さも 20cm 以上短くな
ることが判明している。暖流の影響で同じことがミツイシコンブにも起こっている可能性が
ある。また、ウニによる食害の影響も大きい。マコンブの場合、1m2 当たりキタムラサキ

ウニが 1～2 個という密度になると、ほとんどコンブが食べつくされるというデータもある。
このように、コンブの森にものすごいストレスがかかっている状態だが、どれくらいのスト
レスなのかを調べる、つまりコンブの健康診断を行い、対策をたてることが重要。コンブは
もう自然任せではなく、ある程度人間が管理しなければならない段階にある。 
 
３．藻類が人類の未来を救う 
北海道大学総合博物館試料基礎研究系 阿部剛史 助教 
藻類というのは、光合成をする生物の集まりから、ごく一部の高等な陸上植物を除いた雑

多なものの寄せ集め。環境省のレッドリストでは、準絶滅危惧種以上のランクに 150 種も
の藻類が掲載されている。特に湖や清流に生息する藻類に絶滅危惧種が多いが、食用海苔の
代表的存在であるアサクサノリも絶滅危惧種。現在、人間の環境破壊により多数の藻類が絶
滅の危機にひんしているが、実は地球の歴史をみると、むしろ藻類が地球環境を激変させて

きた。数十億年前、原始的な藻類が生まれ光合成を行いだした。大気の主成分であった二酸
化炭素が減り、当時の生きものにとっては猛毒であった酸素が大量に放出された。現在、人
間などの酸素呼吸をする生物が繁栄しているのは、太古の藻類が大気組成そのものを変えて



しまった結果である。さらに大量の酸素によってオゾン層が形成され、紫外線を防ぎ、生物
の陸上進出を可能にした。大量の酸素は、それまで海水中に溶けていた鉄分を酸化して沈殿
させた。当時の海底に堆積した鉄分が、現在人間が利用している鉄鉱石の大半を占めている。
また、約 2 億年前、体に石灰を沈着する藻類が大量に発生していた。藻類が沈着した石灰
は海底に堆積し、後に石灰岩となった。このように藻類の殻は石灰岩になったが、藻類の中

身は、それを餌としていた微生物の死がいとともに降り積もり、やがて石油になった。この
ように、鉄、コンクリート、石油といった現代文明を支える主要な地下資源はすべて、太古
の藻類が作りだしたものである。 
太古の藻類だけでなく、現在も人間は藻類の恩恵にあずかっている。コンブ、ワカメ、ノ

リなどの食料品として直接利用されるほか、抽出した成分は食品安定剤、化粧品、工業製品
などに使われている。人類の未来を救う藻類。石油資源は有限であり、採掘の際に大規模な
環境破壊の恐れがある。そこで、石油系オイルを産生する藻類を大規模に培養して、石油を
生産する研究が進められている。その方法とは、2 種類の藻類に下水を処理させて、同時に
石油を生産するというもの。まず片方の藻類が、下水中の有機物を消費してオイルを産生す
る。次に、もう一方の藻類が、残った栄養塩類を肥料として利用しつつ、空気中の二酸化炭
素を消費してオイルを産生する。これは、下水処理・二酸化炭素排出・石油枯渇という 3

つの問題を同時に解決する、一石三鳥の方法である。10 年間以内の実用化を目指している。
現在の日本の石油輸入量は年間 2 億トンだが、この方法だと約 2 万ヘクタールの面積でそ
の藻類を育てれば、同量のオイルを生産できる。2 万ヘクタールとは、霞ヶ浦のほぼ同じ面
積であるが、日本には約 28 万ヘクタールの休耕田があるので、その 1 割を使うだけでも
輸入量を上回るオイルを生産できる計算になる。日本が産油国になることも夢ではない。北

大総合博物館では、今、紹介した内容の特別展示を 9 月 23 日まで開催中なので、ぜひ来
場してほしい。 

 

第 5 回講座「エンルム岬の磯の生きもの観察」 

 講師 高橋誼さん 
１．動物 

【海綿動物】 
ナミイソカイメン：ナミはどこにでもあることから。
海藻や岩に付く。 

【刺胞動物】 
コモチイソギンチャク：大きくなると子どもが周りに
付くため。 

ヒオドシイソギンチャク：ヒオドシは緋色の鎧のパー
ツ。 

キタミズクラゲ 
【扁形動物】 
ウスヒラムシ 

【外肛動物門】 
コケムシの 1 種（種不明） 
【星口動物】 
サメハダホシムシ 
【環形動物門】 
ミロクウロコムシ：ミミズの仲間。ミロクは弥勒菩薩
のことだがなぜかは判らない。背中に 2 列のうろ
こを背負っている。 

フツウゴカイ：広範囲に普通に生息しているため。 
エゾカンザシゴカイ：岩に石灰質のパイプのようなものをつくって中に入っている。 
【軟体動物】 
イガイ：名前は他の一般的な二枚貝とは異なる貝という意味。ニタリガイやカラスガイ

とも言う。夏は雑菌などの心配があるが、春は安心して食べることができる。 
ヒメイガイ：かなり小さなイガイの仲間。 
ヒメエゾボラ：小型のエゾボラ（マツブ）の仲間。ネネツブとして函館の屋台では提供。 

ムラサキイガイ：ムール貝として西洋料理の食材に利用。 
ムラサキインコガイ：イガイの仲間。 
チヂミボラ：布の 1 種ちぢみを連想させる貝殻を持っているため。 
イボニシ：タニシなどの仲間。 
ヒラガンガラ：ガンガラとは淡水貝類カワニナのこと。それに似ていて、殻が平らなた

め。 
エゾヤスリヒザラガイ：岩からはがしてしばらくする
と人間の膝のように丸まるため。 

ウスヒザラガイ：ヒザラガイより薄い。 
ヒメケハダヒザラガイ：小さく、毛が生えたヒザラガ
イ。 

クロタマキビ：トウモロコシ（キビ）の実のようにび
っしりと岩に付く様子から。干潮時に水面上に出て
いるのは、他の肉食貝に食べられないように進化し
たため。 

シロガイ：巻貝の 1 種。 

ユキノカサ：白い貝殻の貝。 
ウチムラサキ（貝殻のみ）：二枚貝。貝殻の内側が紫色のため。 
エゾサンショウガイ：山椒の実に似ているため。 
アオモリムシロ：青森で発見された巻貝の 1 種。 
ヌノメアサリ：晒し木綿のような模様がある。エンル

ム岬周辺には、アサリも生息。 
【節足動物】 
テナガホンヤドカリ：色んな貝殻を利用している。 
イクビホンヤドカリ： 
イソガニ：集団で生活する。雌雄の判別はお腹側にあ
る、いわゆる「ふんどし」を見れば判る。雄はとん
がっていて、雌は丸みを帯びている。 

ヨツハモガニ：甲羅のてっぺんに葉が 4 枚あって、藻
の中に住んでいる。甲羅に海藻を付けてカモフラー
ジュしている。 

ニホンモバヨコエビ：横になって泳ぐエビの仲間。日
本では約 170 種類発見されている。 

チョビヒゲメリタヨコエビ？：ヨコエビの仲間は、エ
ビと同じに熱湯をかけると赤くなるが、このヨコエ
ビだけは赤くならない。 

チシマイワフジツボ：イワフジツボより高い位置に着
く。ということはより乾燥に強いということ。 

イワフジツボ：チシマイワフジツボより小さい。 

フナムシ 
オホーツクヘラムシ：多様な色。多彩現象。 
【棘皮動物】 
エゾバフンウニ：もう少し季節が進むと、背面の穴か
ら白い液を出しているウニをみることがあるが、そ
れは精子を放出している雄。黄色い液を出すのは雌。
食用になる部分も雄は白っぽく、雌は濃い黄色。色
での識別で難しい場合は、身の部分をグチュグチュ押すと、白い液がでるのが雄。 

コヒトデ：漢字で書くと海星。形をみるとなるほどと思う。 
イトマキヒトデ：糸巻きに似た形のため。実際に漁師が乾燥させて糸巻きに使っていた。 
マヒトデ：本当のヒトデと言う意味。別名キヒトデ。 
【脊索動物】 

イタボヤ：ホヤの仲間。小さなホヤが集まって（群体）、板状になっている。 
ギスカジカ（イソカジカ）：とげとげしてギスギスした感じからか。 
その他、種不明の魚類 2 種 



２．植物 
【緑藻類】 
アナアオサ：広げると穴が開いているのが分かる。 
【褐藻類】 
ウミトラノオ：虎の尾に似ているため。 

スジメ：えりも付近の人たちは若いものを食べる習慣
がある。 

ウガノモク：最初に発見された宇賀浦湾から付いた名
前。コンブやウガノモクなどの背の高い海藻類の群
落を海中林と言う。浮きの役割をするつぶつぶの袋を持っているので、海中で立つこ
とができる。 

チガイソ：チガウラという場所の磯で発見されたため。 
マツモ：マツモは夏に枯れて、岩にくっついた根状の部分だけが残る。この状態をマツ
モの座と呼ぶ。 

ヒバマタ：木のヒバに似ていて、股状に裂けているため。 
ミツイシコンブ 

エゾイシゲ：ヒバマタに似る。北海道に分布し、石の上に、ひげのように生えるため。 
【紅藻類】 
フジマツモ：フジマツとは富士山に生えるマツ、カラ
マツのこと、それに似ているため。第二次世界大
戦中はこれを燃やして灰汁をとり、火薬の材料と

して利用した。 
ピリヒバ：塩酸をかけると溶ける。ということは石灰
分を多く含む。ヒバはヒバの木の葉の様子に似て
いるから。ピリは学名から。この海藻が付くと他
の海藻が付かず磯焼けの原因になるので漁師にと
っては困る海藻。この辺りはまだフジマツモがまだ多いので、このピリヒバが占める
心配はなさそう。 

クロハギンナンソウ：平取町の人たちなどは、春に門別の海岸に来て採取し、みそ汁の
具にする人もいる。銀杏の葉に似ているから。 

クシベニヒバ：クシは櫛のこと。紅色でヒバの葉に似
た形のため。 

アカバ 
イボノリ：小さいイボイボが付いた海藻。 
コスジフシツナギ：節をつなぐように枝を出している。 
イソンダンツウ：ダンツウとは絨毯のころ。密生する
とカーペットのように見えるため。 

【種子植物】 
スガモ：海藻ではなく海草。 

 
最後に… 
里山と同じように身近な海、里海という考え方が出てきた。その里海を保全するためには、

町民が中心となることが大事。その第一歩は、観察できた生きものをていねいに記録してい
くこと。様似にはエンルム岬だけでなく塩釜トンネルや親子岩にも磯があるので、大事にし
てもらいたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塾生のみなさん、こんにちは。 

7 月の第 3 回講座「えりものジオ・エコ・歴史のバスツアー」は、朝からの小雨がぱらつく中、

もし本降りになったらスケジュールを変更して午前中で切り上げるということで出発したのですが、

なんとか強い雨に会うこともなく予定どおりえりも町を満喫してきました。えりものジオサイトで

は、様似では見られない種類のジオを楽しめましたし、ガイドをお願いしたえりも町の中岡さんと

石川さんからもたっぷりと歴史やアザラシなどのお話を伺うことができました。 

そして、第 4回講座は「昆布と藻のおはなし」。3名の先生から、コンブの生活やコンブを取り巻

く環境の変化、様似町で実施中又は実施予定の研究内容、藻類と人類の過去からの深いかかわりと

今後の将来展望などについてお話しいただきました。ちょっと難しい部分もありましたが、参加し

たみなさんは昆布＆藻の知られざる一面に驚いたのではないでしょうか。 

さらに、第 5 回講座は昨年に引き続きエンルム岬の磯の生きもの観察。共催予定だった町外者向

けのジオツアーは中止となったため、純粋なジオ塾講座としての開催となりました。昨年に引き続

きの観察会でしたが、昨年は見られなかった生きものもたくさん観察でき、とても楽しい磯歩きに

なりました。 
 

第 6 回講座（8 月）のご案内 
 

さて、次回第 6 回講座ですが、東金山の金鉱山跡へ行きます。昨年 9 月の講座で行った際は、精

錬所跡を見学しただけで坑口までは行かなかったのですが、「せっかくこまで来たのに坑口に行かな

いなんて」という声が多かったことから、今回はちゃんと行くことにしましたよ。さらに、見学だ

けでは物足りないというあなたのために、実際に砂金掘りまでやっちゃます。一攫千金目指して、

みんなで頑張りましょう！ 

さらに、7 月の第 3 回の野外講座では初めて様似を飛び出し、おとなりえりも町のジオサイト巡

りを楽しみましたが、次回第 6 回講座ではもう一つのおとなりの町、浦河町の名所を巡ります。ア

ンモナイト化石がでるジオサイトを見学したり、昨年 12 月の座学で学んだ浦河の歴史の舞

台である赤心社記念館や元浦河協会を訪れます。みなさまの参加をお待ちしております。 
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絶滅危機から千羽鶴へ 
 
えりも町に残る猿留（さるる）の地名は、タンチョウ（アイヌ語でサルルンカムイ、ヨ

シ原の神の意）が多くいたからという説もあるとか（次頁）。今でこそ分布は道東にほぼ限

定されますが、松浦武四郎などの記録によると、江戸時代までは全道各地でタンチョウの

姿を普通に見ることができるほど、どこにでもたくさん居たようです。しかし、1920 年

に道東の湿原でわずか数十羽が生き残っていることが確認され、その後の冬季の餌付けな

どの保護活動が実を結び、2005 年には、1000 羽を超え、現在も増え続けています。し

かし、手放しでは喜べないのも事実。数は増えたのに生息範囲が減ったままなので過密化

や集中化が起こったり、農業被害など人間活動との軋轢も高まっているのです。私たちは

今、千羽鶴との付き合い方を問われているのです。 

＊参考 web サイト：NPO 法人タンチョウ保護研究グループ        

http://www6.marimo.or.jp/tancho1213/           

ジオコラム ⑯ 

第 6 回講座：野外【砂金掘り体験＆浦河の名所巡り】 
１．日 程：平成 24 年 8 月 26 日（日） 9：00～16：00 

２．行 先：東金山鉱山跡見学＆砂金掘り、アンモナイト化石産地、赤心社記念館  ほか 

３．集 合：8:50 までに中央公民館前 

４．持ち物：昼食を持参してください。 

      沢に入って砂金掘りをしますので、長靴をご用意ください。 

５．申込み：バスの定員に限りがありますので、希望者は事前にお申し込みください。 

http://www6.marimo.or.jp/tancho1213/

