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新緑の馬鹿試し

紅葉の馬鹿試し
ぎょう ば

日本最古の４億年前の古生代シルル紀の石灰岩から
成る高さ約80㍍の目もくらむような断崖で、手前東方
のカブト嶽とともに横倉山を代表する景勝地であり、
現在近隣の６ヶ町村で推進している『仁淀川・四国カ
ルストジオパーク』の第一級のジオサイトでもある。
横倉山のシルル紀石灰岩には、クサリサンゴやハチ
ノスサンゴなどのシルル紀を代表する化石が多く含ま
れるが、ここでは、何故か化石はほとんど産しない。
これよりも東部の織田公園付近に、「横倉山花崗岩」
と呼ばれる基盤岩の上に堆積した横倉山の地層では最
も古い部分（基底部）が見られ、陸上の激しい火山活
動で噴出してできた溶結凝灰岩の厚い地層も分布して
いる。つまり、東部ほどかつての陸地に近く、「馬鹿
試し」は陸地からかなり隔たった沖合に位置していた
のではないかと推測される。
）
、こ
以前にも紹介したが（
『不思議の森から Vol.14』
の断崖は元々は 玉室の嶽 と呼ばれ、源平の屋島檀
ノ浦の戦いに敗れここまで落ち延びて来た安徳天皇と
平家一門がこの付近で生活し、御年34歳で崩御された
天皇を平 知盛が「玉室大神」として岩上の御嶽神社（横
倉山修験道の上ノ宮・現横倉宮）にお祀りした所でも
ある。安徳天皇が従臣たちと蹴鞠をして遊ばれたとい
う「安徳天皇陵墓参考地」（宮内庁所轄）のある場所
はここから歩いて５分ほどの所にある。
ようけつぎ
ょうかいがん

たまむろ

たき

み たけ

「馬鹿試し」は、横倉山修験道の主な行場の一つで、
中腹の洞穴（横穴）から、奉納者は明確ではないが、
「保
安三年」（1122）銘の入った経筒を含む５口の四国最
古のものが出土しており、現在そこは「窟神社（岩屋
神社）」として祭られている。ここからは修験道の法
具と思われる剣も一緒に出土している。
ここは石灰岩地であるため、イワシデ、ヒナシャジン、
ヨコグラノキ（必ずしも石灰岩地に自生するとは限ら
ない）などの 好石灰岩植物 が見られる。これらは
すべて、牧野富太郎博士が横倉山で最初に発見・命名
した『横倉山タイプ植物』であり、特にヨコグラノキ（推
定樹齢：160年）は命名の元になった 基準木 であり、
博士ゆかりの極めて貴重な存在である。急な岩場に自
生するイワシデの、春の新緑、秋の紅葉が一際美しい。
また、今は絶滅してしまって見られないが、ヨコグラ
ブドウもここで見つかったと言われている。尾根の東
屋付近から「馬鹿試し」の西端を通って崖の付け根に
ある、敵の襲来に備えての安徳天皇の一時的な避難場
所である「平家穴」に至る遊歩道沿いには、希少植物
であるコオロギラン、ヒメノヤガラ、ヤマホオズキな
ども見られ、絶好の植物観察ポイントである。
地質・植物・歴史という横倉山を代表する三つの要
素が集約された絶好のビューポイントと言える。
ほう
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「蹴鞠」は中国から伝来し、日本独自のスタイル
に確立された遊戯で、平安貴族の間で盛んに行われ、
なにわ
あすか い
平安末期には難波家とその分家である飛鳥井家（流祖：
飛鳥井雅経）の二つの師範家（流派）ができた。ち
なみに、難波流は室町後期に一度絶えるが、後に復
活している。
「蹴鞠」は サッカーのルーツ とも言われるが、
その基本的なルールは、鹿革の鞠を片足（右足）で
蹴ってできるだけ地上に落とさないように次々に回
すという回数を競うもので、相手チームがあって得
かか
まりつぼ
点を競い合うものではない。
「懸り」または「鞠壺」
と呼ばれる、四隅に高さ１丈５尺（4.5㍍）の樹木（元
木）を植えた専用の庭に設置された２丈３尺（6.9㍍）
まりにわ
四方の「鞠庭」
（コート）内で行われる。鞠庭はたて・
よこ・対角線で区切られた架空の８つの領域内に各々
まりあし
１人の計８人の鞠足（競技者）を配置して鞠が蹴られ、
他人の領域内にまで及んで蹴ることはしない。また、
必ず右足の甲で蹴り、どんなに遠くに鞠が来ても膝
でん
を伸ばしてでも右足で蹴る。殿を正面の北にし、鞠
いぬい
庭の四隅には、基本的には四季を表す松：乾（北西）
、
たつみ
こん
ごん
柳：巽（南東）、梅：艮（北東）、楓：坤（南西）の
かかりのき
しきぼく
懸木（式木または四季木）が植えられるが、必ずし
もこの通りでなくてはならないということではない
ようである（桜が２本でも、柳が２本になっても構
わない）。ただ、４本とも松となる場合は最上位の
鞠庭で、宗家（飛鳥井家・難波家）、御所、江戸城
などで行う場合に限られる。最近では簡易的に生の
笹竹を切って地面に刺す「切り立て」が用いられる
ことが多いが、この場合だけは竹４本でもいい。蹴
鞠では、一番偉い鞠足は「松」の木の下でプレーし、
あげまり
「上鞠」といって、最初に鞠を蹴り始める（ キッ
クオフ ）ことになっている。
ちなみに、懸木のうち、梅と柳の植える位置が、
飛鳥井流と難波流とでは異なり、後者では上述の配
置とは逆になっている。
「蹴鞠」で用いる鞠・装束・道具類については以
下の通りである。
丸く切った二枚の鹿の皮（鹿革）の周縁部に
切り込みを入れたものを交叉させて重ね合わせたも
くく
のを幅の狭い帯状の馬皮で縫い合わせて（括って）作る。
大きさは、長径18襤前後で、重さは100覃程度である。
鞠は 一段三足 といって、声をかけながら、
「ア
リ」で飛んで来た鞠を右足の甲で受け（「受け鞠」）、
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「ヤ」で軽く蹴上げ、「オウ」で相手が受けやすい
ような位置・高さに蹴飛ばす。
かもぐつ
「鴨沓」と呼ばれる、牛革に漆を塗って重く
して作った沓を使用する。沓底も牛の厚革が張られ
ているが、蹴鞠はすり足が基本であり、消耗が激し
く補修して使用したようである。名前の由来は、形
が水鳥の鴨（カモ）に似ているためとか、加茂氏が
考案したからといった諸説がある。
も
沓本体には揉み革（なめし革を揉んで柔らかにし
とうず
きゃはん
たもの）を足首辺りまで覆う「韈」と呼ばれる脚絆
のような革布が縫い付けられている。これは、蹴っ
ているうちに沓が脱げることが多かったためその防
止のためのものである。元々は付いておらず、蹴る
と沓が脱げることが多かったようである。韈は鞠足
の身分と技能の程度によってその色目や紋様（家紋
をアレンジしたものなどを入れる）が厳しく区別さ
くれない
れていたようで、皇族が着用するのは紫革以上の「紅
いろ
こういろ
色」や「香色」
（赤みを帯びた明るい茶色）である。
くず
くず ふ
くず
鐚の繊維を紡いだ糸で織った鐚布で仕立てた「鐚
ばかま
袴」を着用する。丈夫で耐久性があり、そのため時
に膝をもつくプレーでも怪我を防ぐ効果があったた
めと思われる。何故か股の左右で色違いのものも多
いが、これには、鞠足の個性を強調するためと華や
かさを表現（目立つ）するためのものであったので
はないかと言われている。
元々は蹴鞠用の衣装（上着）として限定さ
のうし
かりぎぬ
れたものはなく、直衣、狩衣など身分に応じた各人
思い思いの装束でプレーしたようである。水干がユ
まりすいかん
ニフォーム（「鞠水干」）として定着したのは江戸時
代になってからと言われている。
鞠水干は身分によって着用できる色が定められて
いて、文様も植物、有職文様、家紋などさまざまで
ある。特に、色目については、袴と同様に左右で色
が異なるものがあったり、さらにはさまざまな色の
裂を縫い合わせたような派手なものまであり、その
場を華やかにするための工夫が凝らされていた。特に、
色目に関しては派手な方が格（位）が上で、また綺
麗な方が位が高い。
たて え ぼ し
「立烏帽子」と呼ばれるものを着用する。
蹴鞠で使用する立烏帽子には、激しい動きで落ちな
おきながけ
いように十字に掛け（翁掛）て顎の所で結んで固定
かけ お
する紐の「掛緒」が付いている。飛鳥井流と難波流
とでその結び方が異なっている。

さび

烏帽子の表面の地模様である凸凹のしわを「錆」
おお
と呼び、年齢や官位が高い人ほど錆の大きいもの（大
やなぎさび
さび
こ さび
錆、小錆）を、若い人は柳錆（縦のしわ模様）、横
錆を着用した。
まりおうぎ
じっこつ
蹴鞠で使用する「鞠扇」は、骨が10本（十骨）
のものを用いる。競技中は身に付けず、競技が始ま
る際控えの座（鞠座：鞠庭の東面に８人の鞠足が一
たとう
列に座って並ぶ）に扇を「帖紙」（懐紙）の上に斜
めに置いて上位者から順に立って鞠庭に向かう。
蹴鞠に関する故事として、「644年、法興寺（奈良
県明日香村）境内で『蹴鞠の御遊会』があり中大兄
皇子が蹴鞠をしていた。皇子が鞠を蹴った際脱げた
沓を見物に来ていた中臣鎌足が拾い上げて皇子に渡
した。その際、皇子に自分が蘇我氏を憎んでいるこ
とをそっと告げ、それがきっかけで翌年『大化の改新』
が起こった。」という話は有名である。
日本最初の『蹴鞠の会』が開かれたのは、大化の
改新の56年（約半世紀）後の文武天皇の大宝元年
（701）５月５日（新暦６月15日）である。蹴鞠は、
貴族だけでなく、天皇・公家・将軍・武士・神官な
どの間でも親しまれ、室町時代には、足利将軍の足
利義満や義政が盛んに行い、蹴鞠の会も頻繁に開催
したこともあり、 武家のたしなみ として蹴鞠が
行われていた。激動の戦国時代にあっても戦国大名
たちは戦の合間に蹴鞠を行っていたらしく、各地の
中世の山城跡にも「マリの段」「毬ケ奈路」などの
武将たちが蹴鞠をした場所と思われる字名が残って
いる（例：土佐の七守護の一人本山氏の居城・朝倉
城跡〔高知市〕や片岡氏の片岡城跡〔越知町〕など）
。
四国を平定した土佐の戦国大名・長宗我部元親が天
正２（1574）年に定めた『天正式目』の中にも、武
士がたしなむべき技芸として、和歌や茶の湯、舞・

笛などとともに蹴鞠が挙げられている。実際、応仁
げ こう
の乱を避けて土佐へ下向した公家大名・一條氏を始め
くだ
元親などに京から下った飛鳥井家が鞠道を教えている。
越知町横倉山の『安徳天皇陵墓参考地』
（宮内庁所轄）
のある場所（正確にはこの近辺）も「鞠の場」とい
こ あざ
う小字名で、安徳天皇が従臣たちと蹴鞠をして遊ば
まり が な ろ
れた所と言われていて、地元では「鞠ケ奈呂陵墓参
考地」と呼ばれている。ここには、かつて25㍍四方（鞠
壺？）の隅に、 鞠掛の木
神かけの木 と呼ばれ
る木が植えられていたという。
現在「蹴鞠」が行われている主な所は、下加茂神
社（京都市）、金刀比羅宮（香川県琴平町）、談山神
社（奈良県桜井市）などであるが、白峯神宮（京都市）
や平野神社（滋賀県）でも奉納鞠が行われている。
①勝敗を争うものではなく（ 無勝負 ）、「上手な人
は（相手のことを想い）蹴りやすい鞠を相手に与
える」という点
②鞠を蹴ることによって、天下泰平・五穀豊穣・心
身の強健・一家の繁栄平和を祈念する点
特に、鞠を蹴る時は、膝や腰を曲げず、蹴上げる
足の高さも足裏が見えない程度とし、すべて 端正
優雅 の趣がなければならないが、単なる優雅高尚
な遊戯ではなく、相手の蹴りやすい鞠を与えるという、
相手に対する 思いやり もしくは茶道における真
髄である 気配り の精神が必要とされることなどは、
蘆 蘆
蹴鞠が一種の芸道としての性格を持つものであると
言えるのかもしれない。
〔参考文献〕
天理大学附属天理参考館（2012）: 蹴鞠. 第67回企画展図録

（やすい としお／横倉山自然の森博物館 副館長兼学芸員）

〔「蹴鞠図」
（部分）高倉在孝 画（天理大学附属天理参考館 蔵）〕
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臭い匂いを出す 気持ちの悪い昆虫 として、また、
農作物を加害する害虫として多くの人に嫌われてい
るカメムシ。しかし、日本には約1,300種ものカメ
ムシが生息し、一般的によく知られている種類はそ
のうちのごく一部にすぎない。彼らの形や色、暮ら
しぶりは驚くほど多様だ。クモのように細長い脚を
もったもの、宝石のように美しく輝くもの、背中に
ハートマークを背負ったものまでいる。アリ食専門
のもの、木の実を幼虫に運び世話をするもの、害虫
を食べてくれる 生物農薬 として私たちの暮らし
の役に立っているものも存在している。また、いい
匂いのするカメムシがいることや、タイコウチやア
メンボが実はカメムシの仲間であることなど、世間
一般のカメムシ観（＝臭い！気持ち悪い！害虫！）
を覆すような素顔をたくさんもっている。
昨年（2012年）の夏、私の勤務する博物館では特
別展：『あなたの知らないカメムシの世界』を開催
した。下馬評は決して高くなく、「そんな気持ち悪
い虫のことなんて誰が見たいの？」という反応がそ
こここから出ていた。しかし、私には勝算があった。
生き物の話や展示をするとき、美しくて綺麗なもの
をテーマにするより、気持ちの悪いものや怖いもの
を扱ったほうが盛り上がるのだ（自然観察や昆虫に
ついての多くの著作がある元教員の盛口満氏は、
「食
う」「怖い」「気持ち悪い」を 寝た子を起こす授
業の３Ｋ と呼んでいる）。例えば、ヘビのことを
知ってもらうためにはアオダイショウやシマヘビの
ことを話すより、マムシやヤマカガシなどの毒蛇の
ひ
ことを前面に持ってくるほうが周りを惹きつけやすい。
カメムシほど万人に嫌われ、一般に名前が浸透して
いるのにも関わらず、その実態がほとんど知られて
いない生物は珍しい。肩を並べることができるのは
ゴキブリぐらいだ。しかも、ゴキブリよりかわいい。
動きはのんびりで丸っこいイメージがあり、名前の
響きは柔らかい。濁点が二つもあるゴキブリには柔
らかさは感じにくい。「気持ち悪くて怖いカメムシ
はきっと多くの人にとって気になる存在のはずだ！」
展示準備期間の嵐のような忙しさの中、折れそうな
心を支えたのは、カメムシのこのスター性への確信
だった。
結果、展示は成功だった。大成功と言ってしまおう。
期間中の入館者数はここ７年で最大、マスコミに取
り上げられた回数もいつもより多く、アンケートに
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ハリサシガメ

ニシキキンカメムシ

ベニツチカメムシ
ハサミツノカメムシ

ヒゲナガサシガメ
エサキモンキツノカメムシ

よる満足度調査では９割以上が「満足した」と回答
していた。達成感よりもほっと胸をなでおろした安
堵感の方が強かった。カメムシを信じてよかったのだ。
毎日のように受付や展示室をニヤニヤしながら歩い
ていて気付いたのは、夏休み期間中でファミリー層
がメインになるのは当然として、この時期には決し
て多くない大人のペアやグループが目立ったことだ。
あまりに気になるので、「なんで来たのか？」と来
館者に質問したところ、嬉しいことにみなさん、
「カ
メムシ展を見に来ました」、と（当たり前といえば
当たり前）。大学生カップルも中年夫婦も高齢者夫
婦も一人で来たおじさんもお姉さんも、カメムシの
ことが気になってしょうがなかったのだ。このよう
な新たな客層を切り開くことは人気昆虫のチョウや
カブトムシ、クワガタムシにはできない芸当だ。見
ていただいた方には、人生を変えるほどの衝撃を与
えることができたはずだ。
「カメムシ、きもい」→「カ
メムシ、きもいけど意外と面白いとこもある」ぐら
いの変化ではあるが……。
この誌面では、一体どのようなことが興味を惹い
ていたのか、いくつかカメムシの 驚きネタ を紹
介し、展示を体験していない方の人生をほんの１㎜
だけ変えてみようと思う。

オオクモヘリ
カメムシのことは、
ずっと以前から
カメムシ界の
スーパースター
として位置づけ
ている。彼のこ オオクモヘリカメムシ
とを知って、
「に
おいたい！」と懇願した人は数えきれない（本当です）
。
すく
スターは夏にネムノキの実をアミで掬えば簡単に
捕まえることができる。ご存知の通りカメムシを指
で摘まむと、驚いてニオイを放出する。臭腺は中脚
の根元付近にあり、その出口は小さな穴として肉眼
でも確認できる。スターのにおいは臭くない。さわ
やかな青リンゴ味キャンディーだ。このことを聞くと、
子供も女子もおじさんもカメムシに平気で鼻を接近
させる。わざわざにおいを嗅ぐためだけに博物館に
来た人もいる。そんなカメムシが他にいるだろうか？

今回の展示で誰も
が驚いた事実。
「あのかわ
いらしい
虫が（あ
のきもい）
カメムシ
だなんて…
…」、というギ
交尾中のアメンボ
ャップが要因だろう。
そうカメムシに対する驚きの多くは固定観念からの
ズレにあるのだ。
アメンボはカメムシ目カメムシ亜目アメンボ科に
属する昆虫の総称で、日本から26種が知られている。
水たまりにいるのを捕まえて匂ってみるとアメのよ
うな甘い匂いがする。一説にはこれが名前の由来に
なっているとも言う。アメンボのように水面や水中
を生活圏とするカメムシを水生カメムシと呼ぶ。日
本にいるカメムシの約10％が水生種だ。有名なとこ
ろでいえば、タガメ、ミズカマキリもカメムシ。

四国には何種類の
四国には何種類の
カメムシがいるのか？
カメムシがいるのか？
水生種も含め、四国にはカメムシの仲間が約450種記
録されている。今後調査が進めば、まだその種数は増え
るだろう。四国のみでしか見つかっていないカメムシは
7種である。

仮にチョウやバッタといった アイドル的虫 が
子守りをしていたとしても、「ああそうですか、や
っぱりね」、となるかもしれない。カメムシが子守
りをする、という響きには違和感があり、なんだか
モヤモヤする。
エサキモンキツノカメムシは体長１㎝余り。山地
にごく普通のミズキの上で暮らしている。メス親は
葉上に卵を生むと、子どもたちが自分でえさを食べ
られるようになるまで、ずっと覆いかぶさったままだ。
ハチやアリなどの外敵が
やってくれば、前
傾姿勢をとっ
て盾になり、
ハネを震わ
せるなどし
い かく
て威嚇する。
もちろん、得
意のにおい攻
１齢幼虫を保護する
エサキモンキツカメムシ
撃を繰り出すこと
もある。卵と幼虫の保護
期間は産卵後から約10日間ほど。彼女はその間ずっ
と飲まず食わずで、雨の日も風の日もじっと耐えて
いる。これは決して母性ではない。進化の過程で獲
得した効率よく子孫を残すための戦略の一つだ。で
も背中のハートマークを見ると、「こ、これは愛な
のか」、と思ってしまいそうになる。
以上、わずか３題であるが、とっておきのカメム
シ話を紹介した。特別展ではこのような話題を50以上、
標本と写真、解説文等を使って分かりやすい展示物
とした。
『カメムシ展』の成功は、「普通の生き物でも切り
口次第ではそこそこ面白い展示が作れる、ひいては
普通の生き物ほど先入観があることからギャップを
生じさせ、多くの人を感動させることができる」、
ということを改めて教えてくれた。
カメムシが嫌いな人に好きになってもらおうとは
み じん
微塵も思っていない。嫌いな存在でも面白いことは
やっぱり面白い、ということを知ってもらいたいだ
けだ。
「面白いけど、カメムシなんて気持ちわる〜」、
でいいのだ。

横倉山でも見つかった珍種、
横倉山でも見つかった珍種、
ベニツチカメムシ
ベニツチカメムシ
幼虫はボロボロノキの実を食べ成長することが知られ
ている。この木が四国に分布していないにもかかわらず、
本種は愛媛や高知の数か所で遇産的に発見されている。
10年ほど前、横倉山でも1頭が見つかっている。
（やの しんじ／面河山岳博物館 学芸員）
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企画展：『第７
０回野並允温個展
−平家の里風景画とヒマラヤの山−』
2012年 9 月25日
（火）〜11月23日
（金）
当館の開
館15周年記
念として、
地元越知町
出身の画家・
野並允温氏
（大阪市）
の作品展を
開催する。
今年のNHK
大河ドラマ
が『平清盛』ということで、平家伝説とりわけ『安徳天皇
潜幸伝説』が残り「安徳天皇陵墓参考地」や従臣の墓が点
在する越知町を中心に、全国の主な平家伝説の伝わる地域
の風景画約50点と、氏がライフ・ワークとするヒマラヤの山々
を描いた絵画10点を展示。氏の指導による「絵画教室」の他、
似顔絵描きも常時行われた。
また、期間中３階展望ロビ
ーにて氏の指導する絵画教室・
向陽会の作品展も同時開催する。
〔主な感想〕「素晴らしい絵、
心が安らぎます」「まるで景色
をそのまま見ているようでし
た」「ヒマラヤの絵は心を打た
れました。他の絵もお人柄が
出て優しく心が洗われました」「全ての絵に癒されて気持
ちが落ち着いたりもして良かったです」
「素晴らしい絵の数々
と先生の笑顔にいつも元気を頂きます。有難うございました」。
の なみ のぶ はる

が棲む森林、そこは生物多様性が高い地域であると言える。
今回の企画展では、高知県に暮らすコウモリを紹介する
とともに、それぞれの種がみつかっている場所の森林を紹
介する。展示を通して、生物多様性の高い森林環境の保全
を県民へ普及啓発することを目的とする。
《主な展示品》
日本のコウモリ研究第一人者であった故森井隆三氏の所
蔵標本を中心に、四国自然史科学研究センター、みんなで
つくる自然史博物館香川所蔵標本、で構成する。
①コウモリの標本：高知県内のコウモリの剥製８種10点、
世界のコウモリの剥製20種100点
②コウモリ調査道具：超音波を感知するバットディテクター、
捕獲用器具（カスミ網・ハープトラップ）
）
③コウモリグッズ
コウモリをデザインした様々な生活用具および民芸品
④写真・パネル
コウモリの生態写真：50点、解説パネル：100点
〔主な感想〕「こんなに種類が多いとは…全然知りませんで
した」「改めて高知の自然の豊富さに感動（東京都）」「コ
ウモリのことを知る機会が少なかったのでうれしかったです」
「思ったより小さくてコウモリのファンになりました」
「コ
ウモリのイメージが私の中で変わりました。いとおしくな
りました」「コウモリの文化がおもしろかった。貴重なコ
ウモリの研究内容がわかり、コウモリがとても身近に感じ
ました（香川県）
」。

企画展：『豊かな森にすまうもの〜高知のコウモリ〜』
2013年 1 月 3 日
（木）〜 3 月 3 日
（日）
多くのコウモリは昆虫を主食としており、従って、その
ためには森林が必要なので、コウモリが生息している地域は、
多種多様な昆虫類がいる場所である。たくさんのコウモリ

「直島探訪と清盛ゆかりの地めぐり」
2012年10月20日（土）〜21日
（日）
〔一泊二日〕
〔参加者：15
名（内事務局 2 名）
〕
瀬戸内海に浮かぶ直島（香川県）
にある建築家・安藤忠雄氏設計
による「地中美術館」その他の 安
藤建築 と、ＮＨＫ大河ドラマ『平
清盛』で話題の神戸の清盛ゆか
りの地を訪ねるツアーを行う。
平家関係では、当地横倉山とも関係のある安徳天皇の行在
所跡で天皇を祭神とする「荒田八幡神社」なども視察する。
「市山・鬼石垣への道整備」
2012年12月 1 日
（土）
〔参加者：11名（内事務局 2 名）
〕
横倉山の南斜面には、日本最古の４億年前の石灰岩が分
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布し、かつて石材（石材名： 土佐桜 ）として切り出され
ていた採石場跡や四国で二番目に深い竪穴を有する星ケ滝
洞穴などの見どころがあり、数々の魅力を秘めている。
この他にも、「鬼石垣」と呼ばれる、古い字名にもなっ
ているものがある。 人間ならぬ鬼が築いたと思われるほ
どの大規模な石垣 が山の斜面に広がっていることに由来
するが、その正体は、大きな石灰岩の角礫が炭酸カルシウ
ムで½結されてできた「石灰角礫岩」である。この種の岩
石は、しばしば石灰岩が堆積する岩体の周辺部においてよ
く見られ、国歌の『君が代』の中に唄われている さざれ石
と同種のものであるが、ここ
のものは格段に礫の大きさが
大きい。
今回、これに至る山道を約
100㍍にわたり、博物館友の
会会員・役場の職員（主に青
年部）らで、道をならしたり、
おにいしがき

こうけつ

坂道に丸太を掛けて階段を作ったりして、一般客でも気軽
に散策できるように整備した。
「スターウオッチング〜冬の星空観察会★スバル〜」
2013年 1 月 8 日
（火）
〔指導：片岡重敦（元横倉山自然
の森博物館館長）；参加者：友の会会員15名（内事務局
1 名）
、一般 4 名〕
「炭焼体験」
2012年12月22日
（土） 23年最後の体験
2013年 1 月26日
（土） 昨年末に窯に入れた木の焼け方
を見る
2 月16日
（土） 体験後、囲炉裏を囲んでの昼食会
3 月30日
（土） 24年度最後の体験

㍍ほど下った所に、
直径１㍍ほどの石が
斜めに横たわっていて、
その端の石と石の間
を少し掘ってみるとすぐに湧水が浸み出してきて、小さな
水たまりができた。「ここだ！」「これに違いない！」と確
信した（運が良かった……）
。
後日、「越知平家会」のメンバーらと確認に行き、それ
と確定し、４月13日（日）再度池を深く掘り、石組みを立派
なものに仕上げ仮の案内板を設置した。
ちなみに、この 供御水 の沢の下流の谷の傍に、大き
な岩の下から湧き出る清水があり、これを「安徳水」とし
てすでに整備しており、昭和60（1985）年に旧環境庁の『全
国名水百選』に選ばれている。ここは、安徳天皇の従臣た
ちの住居が25軒あった場所とされる「天の高市」
（別府の都）
から100㍍足らずで、当時は少なくとも従臣たちの生活用
水として使用されていたと考えられる。
供御水 という名称・場所がいつの時代から呼ばれて
いたのかはよくわからないが、安徳天皇が従臣たちと蹴鞠
をして遊ばれたということに由来する「鞠の場」という字
名は、江戸時代の土佐の代表的な歴史書である『南路志』
〔文
化10（1813）年〕）の中にすでに登場している。このこと
からすると、横倉山に伝わる「安徳天皇潜幸伝説」もかな
り信憑性があり、「行在所跡」、 供御水 もこの頃から言
われ出したのかもしれない。
今回の 供御水 の場所の確定により、伝承ではあるが
横倉山にまた一つロマンを秘めた見所が増えたといえる。
あま

「安徳天皇の 供御水 整備」
屋島・檀ノ浦の戦いに敗れ、横倉山まで従臣たちと落ち
延びて来た安徳天皇の飲み水として使われた「供御の水」
（ 供御水 ）が、天皇の仮のお住いである「行在所跡」付
近にあるという伝承がある。これを何とか確認して整備で
きないかということで、今年の２月23日に博物館の学芸員・
安井（友の会会員）一人でとりあえず下見に出かけた。
事前に土地の所有者である横倉宮の許可を得て、地図上
に記されているおおよその場所をたよりに、それらしき場
所を二か所、少し掘って石を組んでみた。今一つ納得しな
いまま帰路につき、行在所を横切っていた時、その南東部
の眼下に小さな沢らしきものが目に入った。もしやと思っ
て降りて行ってみると、行在所の平坦地の縁からわずか20
く

く

ご すい

ご

あんざいしょ

「アケボノツツジ」は、三重県・滋賀県以東に分布する
アカヤシオ（アカギツツジ）の変種で、漢名：曙躑躅、学名：
Rhododendron pentaphyllum var. shikokianum Yamazak
i。
和名の由来は、ほんのりとした淡紅色
の花の色を ほのぼのとした明け方の
空の色 にたとえたもので、種小名の
「pentaphyllum」は ５葉 の意味
である。５枚の葉が枝先に輪生するが、
葉が出る前に花を咲かせ、花は美しい
ピンク色で枝の先に一輪付き、直径５
襤ほどで全体に丸みがある。
分布は紀伊半島・四国で見られ、日
本特産種のツツジである。アケボノツ
ツジの変種としては、九州特産のツクシアケボノツツジが
ある。アケボノツツジとアカヤシオ（R.pentaphyllum var.
nikoense）とは、花冠の色や形状が一見非常によく似てい
るが、前者は淡いピンク色で花柄が無毛であるのに対し、

たけち

べ

ふ

あざ

しんぴょうせい

後者は鮮やかなピンク色で花柄に長い腺毛がある点が異なる。
四国では愛媛県の西赤石山（1,626m）のものが規模も
大きく有名で、同県の石鎚山の1700m付近から山頂にかけ
ても見られる。高知県西部の宿毛市と
愛媛県の愛南町（旧一本松町）との県
境にある篠山（1,064m）のものは古木
として有名である。
「アケボノツツジ」は、標高1,000m
以上、一般には1,400〜1,800mの深山
の岩場（多くは何故か北斜面）に自生
するが、高知県越知町小日浦のものは
1,000mにも満たない800mほどの低地
に群生しており、非常に珍しいといえる。
しかも、林道から歩いてすぐの距離にあり、植物愛好家に
とっては大変魅力的な条件を備えている。
４月20日（土）には、博物館友の会で 土佐の投入堂
聖神社とともに観察会を行うことになっている。

越知町出身の吉井英二さん（高知市在住）から、御当家がかつて染物
店を営んでいた頃の明治〜大正時代の古い立派なお雛様を多数博物館に
御恵贈いただきました。
大型の内裏雛（２対）を始め、立雛（３対）・千代雛（１点）・抱人形（１点）等々で、中で
も内裏雛は「享保雛」（江戸時代）は別として、通常のものよりかなり大振りでかつ100年以上
も前のものであるにも拘わらず傷みがなく極めて保存状態が良く、大変立派なものです。早速、
町内の旧大川薬舗での『おひなさまと陶芸展』（３月１〜３日）に展示し、町内外の大勢の方々
に見ていただき大変好評を得ました。
地元越知町から出た目下唯一のお雛様ということで、博物館で末永く大切に保管し、将来また何らかの機会に観覧し
てもらえるようにしたいと思います。

■越知のお雛様
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〔博物館日誌
（抄）
・博物館行事予定〕
○11月30日
（土）
〜2014年１月13日
（月・祝）
●2012年９月25日
（火）
〜11月23日
（金・祝）
企画展：
『南海地震・写真展』
開館15周年記念企画展：
『第70回 野並允温 個展
−平家の里風景画とヒマラヤの山−』 〔博物館友の会
「フォレストクラブ」の活動予定〕
●2013年１月３日
（木）
〜３月３日
（日）
●2012年10月20日
（土）
・21日
（日）
企画展：
『豊かな森にすまうもの−高知のコウモリ−』
直島探訪と清盛ゆかりの地めぐり
○３月16日
（土）
〜４月14日
（日）
●2013年１月１日
（火） 初日の出を横倉山で
春季企画展：
『山野草に魅せられて
●１月８日
（火）
スターウォッチング
横倉山で出会った花々の写真展』
〜冬の星座観察会★スバル〜
○４月27日
（土）
〜６月９日
（日）
●２月16日
（土）
炭焼体験
企画展：
『キッズサイエンスパーク
○４月20日
（土）
土佐の投入堂 聖神社と
〜楽しみながら科学を学ぶ』
アケボノツツジ観察会
○６月15日
（土）
〜23日
（日）
○５月25日
（土）
友の会総会
第35回高知県写真家協会展：
『土佐』選抜移動展
○６月１日
（土）
仁淀川水質調べ
○７月20日
（土）
〜11月17日
（日）
○６月22日
（土）
杉原神社のヒメボタル観察会
企画展：
『昭和のレトロ展−Part２−』
○11月16日
（土）
・17日
（日）
〔一泊二日〕
○８月18日
（日） 夏休み博物館教室〔工作〕
修験道の聖地・奈良吉野山めぐり
○８月25日
（日） 夏休み博物館教室〔化石〕

スタッフの声、声、声
〔山中〕 新緑のとてもさわやかな気持
ちのいい季節になりました。山登りには
とても最適の時期になりましたが、仕事
のためなかなか登る時間がありません。
今年は、何とか時間をつくって横倉山に
登りたいと思っています。毎朝起きると
先ず横倉山を見ますが、私の住む女川か
ら見る横倉山の景色が一番だと思ってい
ます。毎年、保育園、幼稚園、小学校、
中学校の子ども達が遠足や総合的な学習で、
横倉山や自然の森博物館を活用しています。
子ども達が育ったふるさと越知の「原風
景」の中に、誇れるものとして定着した
と思っています。博物館も開館16周年を
迎えました。今年も、地質、植物、歴史
の横倉山と自然の森博物館に多くの皆さ
んにお越し頂きたいと思っています。
〔安井〕 今年の桜の開花は驚くほど早
かった。例年全国でも沖縄に次いで全国
でトップかその次という早い高知県でも
３月23日頃であるが、今年はそれよりも
一週間も早い15日であった。本来なら山
桜が咲き終わった頃から平地でソメイヨ
シノが咲き始めるのだが、今年は暖かい
所為か、両者がほぼ同時に咲いている所
もあり賑やかであった。悪く言えば、桜
を楽しむ期間が短かったということになり、
少々残念な気持ちではあった。いつも思
うことは、季節のいろんな花々が咲いて
は散り、散っては咲くという、生命の循環、
季節の移ろいに何となく寂しさや名残惜
しさを感じる。これら自然の営みとの 再
会 は、また１年先となる。
〔前田〕 新緑の眩しいこの時期になると、
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「大正十五年四月、解くすべもない惑ひ
を背負うて、行乞流転の旅に出た。」と
語る放浪の俳人種田山頭火の代表的な一
句が思い浮かびますね。〜分けいっても
分けいっても青い山〜 この句を中学生
のころ初めて知ったとき、清々しく瑞々
しい気持ちになりました。しかし現実は
そんな単純なものではなく、もっともっ
と深い心情を表したものだったんですね。
放浪の旅に出なければならない理由があ
ったのです。高知から松山への道程でこ
こ越知を通るときどのような思いで横倉
山を眺めたのでしょう。想像が尽きません。
もうすぐ大好きな初夏になります。
〔片岡〕 フォレストクラブにて聖神社
に行ってきました。断崖絶壁の窪みの中

●開館時間：午前9時より午後5時まで
最終入館は午後4時30分
●休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
12月29日から翌年の1月3日まで
●入 館 料：大人………………500円 ※各20名以
高校・大学生……400円 上の団体は
小・中学生………200円 100円引き。
●越知への交通
JR特急 約30分
高知
佐川 バス 約15分 越知

（

〒７８１-１３０３ 高知県高岡郡越知町越知丙７３７番地１２
TEL０８８９
（２６）
１０６０ FAX０８８９
（２６）
０６２０
http://www.town.ochi.kochi.jp/
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JR普通 約50分

にすっぽりと納まるように建てられた神
秘的な様を目の当たりにすると、道中の
疲れなど忘れ、思わず頭をたれてしまい
ます。しばらくこの感動に浸りながら神
社から見える景色を堪能しました。
〔伊藤〕 朝と夜、台所前の水路では「フ
ィー、フィー」とカジカガエルがテレビ
の声をかき消すほどに賑やかに鳴いてい
ます。数匹はいるように聞こえますが、
どこにいるのかと探しても見つけること
は出来ませんでした。
〔岡〕 ４月から勤務しています。
企画展『山野草に魅せられて』を見て、
横倉山にこんなに美しい草花がたくさん
ある事に大変驚かされました。まさに横
倉山は植物の宝庫だと思いました。

）

至松山

横倉山

仁
R3

淀川

3
横倉神社

越知町
OCHI CHO

N

横倉山自然の森博物館
坂折川

宮
の
前
公
園

越知町役場

至高知

地球環境にやさしい
再生紙と大豆油インキを使用しています。

