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塾生のみなさん、こんにちは。
第６回講座はジオサイト巡り「地形がつくった様似の歴史」と題し 、町内ジオサイトや等
澍院、郷土館などで様似の歴史を学びました。等澍院に立ち寄った際 に、住職から等澍院が
建立された経緯や歴史、さらには本堂に安置されている如来など についてお話をしてもらい
ました。また、幌満の鵜の鳥岩では、実際に近くまで歩 いて行き、鵜の鳥岩や念仏坂を目の
当たりにしました。
９月２９日（日）は、当初予定していました 町外者向けジオツアー第３弾の参加者が少な
かったため中止し、緊急ジオ塾特別講座として、
「サケ定置網漁荷揚げ見学＆イクラ醤油漬け
体験」を開催しました。急な企画にもかかわらず 、朝早くから２０名近くの塾生が参加し、
サケ定置網漁荷揚げを見学し、その後は日高中央漁協女性部のご協力のもと、サケをさばい
たり、イクラ醤油漬け体験をしました。

第７回講座のご案内
さて、第７回講座はジオサイト巡り③バスツアー「幌満峡の植生を観察しよう 」です。普
段は入れない幌満ダム第２発電所内を見学し、 幌満峡で紅葉狩りをしながら、かんらん岩や
植生について学習します。また、日高振興局森林室職員に講師となってもらい、幌満峡をト
レッキングしながら、幌満峡の樹木について解説していただく予定です。
鮮やかな秋の紅葉を期待しましょう！

第７回講座

バスツアー「ジオサイト巡り③」

10/20（日）【幌満峡の植生を観察しよう（仮称）】
１．行程：幌満ダム第２発電所～幌満峡～大泉・新富
２．日程：集合８:15 中央公民館前／解散 12:00（予定）中央公民館
※集合時間がいつもより早いので、ご注意してください。

◆第７回講座に参加を希望される場合は 10/16 までに申し込みが必要です。
【様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会 TEL 0146-36-2120】

第６回講座・特別講座のおさらい
第６回講座「地形がつくった様似の歴史」（8/25）
◆様似の語源
エシャマンベツという名前があ ります。カワウソのいる川と訳されています。もう一つは
サンマウニ。寄り木の多いところ と訳されています。これは河口にたくさんの寄り木があ
ったところから名前がつけられたと考えます。様似の語源ばかりでなく、日高管内全体が
アイヌ語が主になっていて川を中心としたところから名前がつけられています。

◆アポイ岳のでき方
今から 1300 万年前、北米プレートがユーラシアプレー
トに乗り上げた時に、日高山脈ができたと同時にマント
ルをつくる一部が突き上げられるように地上へ出てきて
できたのがアポイ岳。普通はプレート同士がぶつかると、
かんらん岩は地下からゆっくり上がってくるときに、水
や圧力を受けて蛇紋岩に変化するが、ここアポイ岳のか
んらん岩は地下から上がってくるスピードが早かったた
め、地下深部の情報をたくさん運んできた新鮮なかんら
ん岩であるのが特徴です。

◆エンルム岬
エンルム岬は様似の歴史にとって重要な役割を果たしてきました 。陸との間に砂が集まっ
てできた陸けい島で、東西どちらから風が吹いても停まれる自然の 良港で、そのことによ
り物流が発達した江戸時代、松前藩が管轄して交易した運上屋ができました。最初はアイ
ヌの人々との関係も上手くやっていましたが、武家の商法で大変になり、商人任せとなっ
たために、アイヌの人々とも色々な問題が起こりました。また、１８世紀後半になると、
日本はさまざまな外国との関わりを 余儀なくされ、蝦夷地にはロシアやフランスやオラン
ダの船もきていて、蝦夷地を巡って非常に関心が高まっていました。その中でも一番の心
配はロシアでした。幕府は探検隊を蝦夷地へ送り込み調査を始めると、アイヌ人の中にロ
シア正教を信仰している人がいるということを知り驚きました 。これはロシアが南下して
いることを意味しており、幕府は何とかその防波堤をつくらないといけませんでした 。様
似は交易の拠点であったため、国防と人心掌握の両面から蝦夷三官寺の等澍院を置き、政
策の一つとしてアイヌの人々がキリスト教に染まらないように強化しました。幕府は松前
藩に任せていた運上屋を幕府直轄にし、名前を会所 に変えて、またアイヌの人々 と問題を
起こさないようにしました。

昭和初期のエンルム岬からの様子

◆様似郷土館
昭和４２年にオープンし ました。当時、日高管内で最初に建てられた 郷土館だったので、
日高郷土館という名前でした。その２年後に静内方面に 新しい郷土館ができたので、様似
郷土館という名前に変更しました。現在の館内の展示物は２６００
点程あり、秘蔵しているのは６０００点～８０００点です。その
中でも「霊簿」は、等澍院が始まってから明治初期までに亡く
なった５２７人の名前が書かれています。武士や医者や出稼
ぎもあり、会所を中心とした職業の人が北海道に送り込まれ
ていました。武士の中でも一番数が多かった は、幕府の命令
により、蝦夷地の防衛と開拓のために入ってきた八王子千人
同心でした。西の拠点は苫小牧の勇払、東の拠点は白糠で、
５０人ずつ分かれて西は苫小牧の勇払から海岸一帯を警備に
あたりました。しかし、北海道は本州の人には考えられないほ
ど越冬するには厳しい所であったため、風邪がもとで肺炎を起こ
し亡くなった人がたくさん書かれています。
これが「霊簿」です
◆等澍院
自然の港があることで蝦夷三官寺が建てられました。初代住職の秀暁は当初、蝦夷地に行
くとき、有珠の善光寺に等澍院を建ててほしいと幕府に嘆願していました。しかし、幕府
であっても蝦夷地のことは全然分からなかったので、秀暁に「蝦夷地にどんな寺があるか
報告してほしい。」と言いました。今から１１００年ほど前に 、
青森の恐山を拓いた慈覚大師円仁さんが、中国に仏教留学して
帰ってきたときに有珠に来て庵を作りました。それを聞いた秀
暁は、慈覚大師円仁さんが拓いたという善光寺に初代住職にし
てほしいと懇願したが、幕府は蝦夷地が不安定であるから蝦夷
地に入る際、箱館奉行の指示に従って決めてほしいとかわされ
ました。秀暁が蝦夷地に来た時に初めて 「等澍院は様似のとこ
ろですよ。」と言われ、等澍院の初代住職になりました。また、
どうして様似の等澍院は筆頭寺なのかというと、幕府はえりも
の先がとがっていて、その近くに等澍院があって、両サイドの
善光寺と国泰寺の中心に位置していたため、扇の要として蝦夷
地の役目を果たしてほしいということだったようです。
等澍院は最初、現在の栄町に建っていましたが、建てて１０年
ほどで熊が乱入したり、地盤が泥炭地だったので御堂が歪んだ
薬師如来（中）
り、川が道路を削ったり、山越えで会所まで来ないとならなく
日光菩薩（右）
大変だったため、海岸のところにお寺を移築してほしいとお願
月光菩薩（左）
いして本町へ移築しました。熊が出没したのは、護摩堂で芥子
の油や植物の油を入れて火を焚くと、いい匂いがしたので熊が
匂いを嗅ぎつけたと推測されます。
御本堂には真ん中に薬師如来、右側に金色の飾りを持った日光
菩薩、左側に銀色の飾りを持った月光菩薩が安置されています 。
如来さんには阿弥陀如来、釈迦如来、薬師如来の３種類あり位
が一番高く、あまり飾りを身につけていません。ですから、知
識がないと区別がつきづらいのです。
しかし、薬師如来は薬を手に持っているから普通の人でもわか
ります。聖観世音菩薩像は等澍院より歴史が古く、会所に来た
役人が蝦夷地は大変な所だということで 、自分らをはじめ地域
のかたを守ってもらうべく持ってきたようで、等澍院より１０
年以上古くに伝われたものです。
聖観世音菩薩像

◆護摩木
比叡山を本山とする天台宗は護摩という火を焚きます。火
に自分たちの煩悩や欲望を燃きつくしてもらって、清浄な
体になって仏様に祈りの言葉や願い事をします。そして一
般のかたは、護摩木に願い事を書いてお寺に奉納します。
等澍院は毎月２８日に行っていて、願い事を唱えて護摩の
釜に護摩木を入れ、その炎で魔を払って願い事を届けても
らいます。

◆ホタフンペ
様似のアイヌ伝説３２話のうちの１つ。ホタフンペユーカ
ル（砂くじらのお話）。十勝アイヌは戦いが強く、向かうと
ころ敵なしの集団でした。十勝アイヌが攻めてきて日高ア
イヌを倒した後に様似にやってきました。様似アイヌは十
勝アイヌより強くはないが、観音山に陣を作って健闘しま
した。なかなか決着がつかなく、しだいに形勢が不利な状
態となってきたとき、現在の西町生活館の前に一夜にして
砂を運んで砂山を築きました。翌朝、それを見た十勝アイ
ヌは海のクジラと勘違いしました。クジラはアイヌの人々
にとっては海の王様だったので、弓矢は引けないというこ
とで、事なき終えたと言われています。
当時、築いたとされるホタフンペ
◆国鉄バスの殉難碑
太平洋戦争が終結した年、昭和２０年３月２１日、様似か
らえりもに向かっていた５０人満席の国鉄バスが、運転席
の下に積んでいた映画フィルムに引火し、火災を起こし、
１７名の死傷者を負う惨事がありました。事故があった現
場に供養塔が建てられました。（平宇白里谷付近）

◆鵜の鳥岩の鉄塔
鵜の鳥岩の頂上に電気の鉄塔がありました。手塚信吉が浦河でガス電気を経営したとき に、
日高の電気状況を心配して、当時王子製紙の発電所が千歳にあっ たので、そこから送電線
をはって日高に引っ張った跡 です。しかし、コストが高くて中断し ました。その後、手塚
信吉は幌満川の水力発電開発に手をかけて現在の発電所ができ ました。

◆鵜の鳥岩
昔は鵜の糞で真っ白で、地元の漁師のかたの船の道しるべ
にもなっていました。近藤重蔵がこの岩を見て李白の髭に
似ていたので、李白岩とつけ立て札を建てた記録が残って
います。旧国道が通っていた時は、鵜が来なくなったため、
雨風で白さが消えていましたが、現在のトンネルが出来て
からは、また鵜が集まるようになって白さを取り戻してい
ます。

ふるさとジオ塾特別講座
「秋サケ定置網漁荷揚げ見学＆イクラ醤油漬け体験」（9/29）
（講師：様似町商工会事務局長

川崎正春氏）

９月２９日（日）西町生活館において、イクラ醤油漬け
体験終了後、元日高中央漁協参事（現・様似町商工会事務
局長）の川崎正春氏に講師となってもらい、サケの生態に
ついて学習しました。

サケは川や湖で生まれ海で育ち、再 び産卵のためにふるさとへ戻 ります。卵を産んだメスサ
ケは死に、その産んだ卵にオスは精子をかけて死 にます。１回限りの産卵で終わり、これが
同じように次の世代へ繋がっていくのがサケの一生の流れです。
川で産卵し、ふ化したサケは川から海へ移動し、ロ
▲サケの成長段階での呼び名▼
シアの方まで回遊し４年かけて、秋になると卵を産
むために川へ帰っています。学説的には生まれた時
の川の匂いを知って帰ってくる習性があります（母
◎時知らず（時鮭）
川回帰性）。しかし、現在は５～１０％の回帰率しか
サケの時期である秋ではなく、春から夏 に
ありません。海でクジラやイルカなどに食べられた
かけて沖取りしたもの。未成熟なので脂が
りして、生き延びたサケが今獲れているサケです。
のっている。
今獲れているサケは、宮城県や岩手県や胆振などで
放されたサケが、この沖合を通り、たまたま定置網
◎鮭児
があるところで獲られたものです。本来、このサケ
夏から秋に接岸したサケの中に混ざって
は９月末～１０月になると、宮城県や岩手県に行く
いるもの。本来は翌年に産卵する個体。
と黒くなって向こうの川に上がります。今は内地で
未成熟のため脂がのっている。
獲れるサケを北海道で獲っている状況です。ですか
ら、向こうの漁業者は早く獲って欲しくないと訴え
◎銀毛
ています。様似は９月１日～１１月２０日が漁期で
産卵のために接岸する中でも未成熟なも
あり、東北は１２月～１月まで期限が延びています。 の。鮮魚で入荷してくるサケの中では最も
西暦１９００年（明冶３３年）に母川回帰性を調査
多い。
したところ、印をつけて帰ってきたことが確認され
ています。その頃は川に上がったサケが自然に放流
◎山毛欅毛（ぶなけ）、黄檗（きはだ）
されて、人間の手を使わずに海に出て、川へ帰って
河川付近でとれるもの。河川に上ったもの
きていました。サケの腹を割いてふ化させて川から
を「ぶなけ」「ぶな」と呼ぶ。また地域によっ
海に放流するようになったのは、ここ５０年ぐらい
ては黄色みを帯びたものを「きはだ」。成熟
です。サケは元々淡水の魚で、成長の途中の一時期
したサケの体色が色づいたブナの葉に似
を海で生活するように後から変わったものと考えら
ているため。若しくはブナの紅葉時期、実
れています。川や湖などの淡水は卵や稚魚の時代に
が収穫される時期がサケの遡上時期と重
は外敵が少なく安心でしたが、海はエサが豊富だっ
なるためと言われている。
たので、成長するために海で生活するように進化し
ました。ふ化した稚魚は４月～５月に川から放流し、 ～余談～
６～７月になぎさを離れ、海水の温度が上がるにつ
秋味＝秋に獲れるサケはアキアジと呼ぶ。
れて、水温の低い千島列島に沿って北へ向かいます。 一般的にはシロサケと呼ぶ。
９月になると、一部の魚はロシアのカムチャッカ半
もともとサケの身は白 色をしているが、
島の近くまで行くようになり、１０月になって海水
食べているサケの身が赤いのは、オキアミ
の水温が低くなると南東へコースを変えます。１２
（甲殻類）を食べているため、赤身をまして
月には北西太平洋の北緯４０度付近の海につきます。 いる。
サケは１５℃～１７℃のところで育ちます。ここ数

年、様似でハマチが獲れるようになりました。２２
℃～２５℃の四国などで獲れる魚が北海道で獲れる
のは、まさに海水温が高い証拠です。だからサケは
１５℃～１７℃の水温を求めて移動するため 、なか
なか沿岸に寄って来られません。しかし台風などの
時化で、暖かい水と冷たい水が混合して、やっと沿
岸に寄るようになります。サケにとっては１℃～２
▲時知らず（写真上）、▼ぶなけ（写真下）
℃水温が上がるのは大変なことであり、地球温暖化
は海にとっても深刻な問題です。
サケの生体は、２年目に体長３０㌢の大きさで体重
が５００㌘になります。秋から冬になると、南へ下
がって過ごします。３年目も２年目と同じコースを
たどり、体長４５㌢、体重１２００㌘に成長し、３
回目の冬はアラスカ海湾で過ごすようになります。
サケは水の匂いを知って、自分が生まれた川へ帰ってくる（母川回帰性）が、川の水が汚い
と帰って来られません。最近はダム建設により自然が破壊され、雨が降ったら泥水が流れた
り、なかなかサケが川へ上って来られないのが実態です。
サケの生と死について、サケは①川で卵からかえる。②海に出てえさをたくさん食べて育つ。
③最後に生まれた川へ帰ってきて産卵する。北太平洋で育ち、 ４歳になったサケたちは９月
から１月にかけて自分が卵 からかえった川に戻ってくる。川を遡る 前に沿岸にいて、何回か
川のそばで行ったり来たりして淡水を少しずつ含み、段々と自分が生まれた川の味を覚えて、
最後は産卵するためにお腹が大きくなって体つきが変わり、 ぶなけ（ブナ木の葉の色）にな
ります。ここで産んで良いと指令がでたときに、オスと一緒に川を上る。そして産卵場につ
くと、きれいな水を探し、メスは産卵し、一緒に上ったオスは その卵に精子を一気に押し出
し一生終えます。
（※産卵して死んでゆく親ザケのことをアイヌ語で「 ホッチャレ」と言います。）
ですから、サケが生まれ育った川へ帰ってきて産卵できるように、日ごろから 川の水をきれ
いにしてほしいと願っています。
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