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　越知町南西端の佐川町・旧葉山村との境界付近にあって、かつ

て幾重もの天まで延びるような見事な段々畑が広がっていたことで

知られる小日浦地区（南ノ川字ヒジリ）に、「聖神社」（地元では“聖様”）

と呼ばれる神社がある。集落南東の谷の左岸に聳える硬いチャート

の岩場にできた岩陰の狭い不安定な斜面に柱を立て、その上にお

堂を築いた、さながら鳥取県の三徳山三佛寺奥の院「投入堂」〔平

安時代後期：国宝〕を思わせる、県内にはあまり見られない大変珍し

い神社がある。一体いつ頃の、何のために築かれたものかよくわか

らないが、その“造り”が何とも興味深い。お堂は、ほぼ正面を谷側（東）

に向けて岩陰にすっぽり収まるようにして建ち、棟までの高さは約４．５

㍍である。平面の間取りは、約５．５m×３．７m〔３間×２間〕に正面向っ

て左側に１畳の“調理場”が付いた形で、その脇の小さな階段から

建物内部に入るようになっていて、正面反対側の岩陰の奥の方に少

し出っ張った格好で祭壇が設けられている。内部を仕切る壁や天

井はなく、屋根・庇・壁等の建物の外装自体もさほど凝った意匠・装

飾性はなく、また堂内の造りも極めて簡素（柱：檜、梁：松、壁板：杉）で、

とても国宝の「投入堂」のそれには及ばないが、先人たちの苦労の

程が偲ばれる趣のある神社である。�

　祭壇には「不動明王」の石像〔像高：２５．５襤、明治１１年寅１１月吉日〕

が1基と、大中小計２０数本の「御幣（幣）」、“鏡”〔径：５．５襤〕１面が

木箱に収めて祭られているだけである。他に、天井の梁に鉄製の「鰐

口」〔径：２６襤〕が一口吊されているが、製造年代・寄進者等を示す

刻印はない。恐らくその形態からして江戸時代後期以降のものと思

われる。聖神社の由緒はよくわからないが、お堂の歴史の一端を知

る手がかりとして、上述の石像に刻まれた年号の他に、壁に掛けられ

た木板（修理棟札）がある。�

　それによると、明治１２（１８７９）年にお堂を改築した際の、大工と地

元の周旋（世話）人及び建築用材の世話人を記したもので、山口県

の“長州大工”の手によるものであることがわかる。明治１２年改築と

いうことなので、お堂が創建されたのは少なくともそれよりは２０～３０

年前ということになるので、江戸時代後期くらいまでは遡ることが推

測される。なお、当初屋根は杉皮葺きであったようだが、傷みが激し

く平成元年に地元出身の大工・岡村豊延氏が屋根の裏板と床板を

張り替え、現在屋根はトタン葺きになっているが、お堂本体の構造は

当時の姿を留めている。�

　「聖神社」については残念ながらあまり古い話が語り継がれてい

ないが、立地条件や古くから“女人禁制”とされていたことなどから

修験道にかかわる神社である可能性が高い。かつては、新暦１１月�

２５日と大晦日に神事が行なわれ、特に大晦日には信者らは神官とと

もにここで一夜を明かし新年を迎えたという。土佐国唯一の修験道

の霊場として知られる同じ越知町内の横倉山（横倉宮）は、ここから

直線距離にして、北北東約５．５㎞の所に位置している。�

　ちなみに、このお堂のある険しいチャートの岩場の北斜面には、か

つてマンガン鉱（Mn）を採掘したという坑道が２箇所ほど見られる。

小日浦地区はMnの産出が多く、かつて「神戸製鋼」が大規模に採

掘（昭和１５～２５年頃；小日浦鉱山）し、村が大いに賑わった時期が

あり、今もあちこちに坑道が残っている。本神社の下を流れる谷のす

ぐ上流には「聖滝」と呼ばれる滝（落差：約９㍍、行者が水行をした所？）

があり、その東隣りの谷にもいくつものマンガン鉱山の坑道や精錬場

跡があり、上流には清流に棲む小型のサンショウウオ（ハコネサンショ

ウウオ？）の姿が見られるという。また、周辺の岩場にはアケボノツツジ

の古木（推定樹齢：１００年以上）が６本ほどあり、ヒカゲノツツジととも

に春を賑わせ、山々の秋の紅葉も美しいという。�

　人里から遠く離れた周囲を山に囲まれ、眼下を清流が流れる俗

世間から隔たった静かな環境にいると、いつのまにか時が経つのも

忘れ、心安らいだ気分にさせられる。先人たちもここで無心で祈りを

捧げ修行したのであろうか…。遥か遠い昔のことを想像してみると

夢が広がる。�

�
“土佐の投入堂”―越知町聖神社―�
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　横倉山で見られるツツジの仲間�

　高知県で見られるツツジの仲間は41種類、その中で
横倉山で見ることのできるのは15種類で、３月から７
月まで次々と花を楽しむことができる。中でもカブト
嶽周辺は横倉山でのツツジの“メッカ”で、15種類中
トサノミツバツツジ、オンツツジ、ヤマツツジ、アケ
ボノツツジ、カイナンサラサドウダン、コアブラツツ
ジの他、アセビ、ネジキ、シャシャンボ、カンサイス
ノキ、ケアクシバの11種類を数える。�
�
①トサノミツバツツジ（土佐の三葉躑躅）�
〔開花期〕３月～５月�
〔分　布〕本州（茨城県以西）・四国�

　横倉山などの標本を元に大正６（1917）年、
牧野富太郎博士が命名した横倉山を代
表する植物の一つで、高さ１～３㍍
の落葉低木。横倉山では上ノ峠分
岐点付近から第２駐車場までの斜
面岩場や南遊歩道（「四国のみち」）
のカブト嶽周辺から続く尾根筋、
住吉周辺で見られ、３月下旬から
５月上旬にかけ、葉の展開する前
に美しい花を咲かせる。�

　葉は長さ４～８襤、幅３～６襤の広い
菱形で中央部分が最も幅の広い３枚の葉を枝先に輪生
する。�
　花は紅紫色で、普通３個ずつ枝先につく。花冠は直
径３～４襤、漏斗形で深く５裂する。雄しべは約10本、
雌しべの子房や花柄には短い腺毛があり粘る。�
　�果は８月～９月頃熟し、外面には短い腺毛があり、
花の見頃は４月中旬。�
　これによく似たコバノミツバツツジでは、花は枝先
に１個、葉は中央部分より少し下の方で最も幅が広い。
雌しべの子房には白毛が密生、花柄にも白毛と黄褐色の、
また�果にも黄褐色の毛があり、比較的区別はやさし
いが横倉山では見当たらない。�
�
②オンツツジ（雄躑躅）［別名：ツクシアカツツジ］�
〔開花期〕３月～５月�
〔分　布〕本州（三重県・和歌山県）・四国・九州�
　高さ３～６㍍近くなる落葉小高木。県内のミツバツ
ツジの仲間では低地でも見られる最も馴染み深いツツ
ジで、別名“ツクシアカツツジ”と言われるように、
直径５襤程の朱のかかった真赤な花は、木々の新緑に
映え人々に春の訪れを強く感じさせる。横倉山では林
道沿いや山中いたる所に点在し、４月中旬が花の見頃
であるが、場所によっては３月下旬～５月中旬まで花
を楽しむことができる。�
　オンツツジの“オン”は「雄」の意味で、同じ頃に
咲くやさしい藤色の小花で、樹高も低いフジツツジ（別
名：メンツツジ）に対して、花も朱紅色で大きく、樹

高も高いので「雄」（オン）の名がつけられた。�
�
③フジツツジ（藤躑躅）［別名：メンツツジ］�
〔開花期〕３月～５月�
〔分　布〕和歌山県・四国（南部）・九州（東部）�
　高さ１～２㍍の半常緑性低木で、基準産地は須崎市
桑田山。細かく分かれた細い枝につくピンク系の漏斗
形の花は、直径２～３襤で可憐で美しく、男性的なオ
ンツツジに対して、こちらを高知県では“メンツツジ”
と呼ぶこともある。�
　花が終わった後に出る葉を春葉と呼び、長惰円形で
長さ1.5～３襤、両端はとがり両面に褐色の毛がある。
夏から秋に出る夏葉は枝先に輪生状につき、春葉はよ
りも小さく冬を越す。横倉山で採集の記録はあるが、
現物はまだ確認していない（どなたか生育地を見かけ
たら是非自然の森博物館までご連絡ください）。�
�
④ヤマツツジ（山躑躅）�
〔開花期〕４月～７月�
〔分　布〕北海道（南部）・本州・四国・九州�
　初夏の山を彩る日本の野生ツツジの代表で、北海道
から九州まで見ることができる。�
　高さ１～３㍍の半常緑低木で、明るい林内や林縁、
日当たりの良い尾根筋や岩場などでよく見られる。横
倉山ではカブト嶽周辺や畝傍山眺望所、住吉、エボシ
岩などの尾根筋や岩場で５月下旬から場所によっては
８月頃まで花を見かける。�
　葉は春に出て秋に落葉する春葉と夏から秋に出る夏
葉があり、夏葉の多くは越冬する。葉の両面に毛が密
生し、特に裏面脈状や葉柄には偏平な毛が多い。�
　花は枝先に朱色の花を２～３個つけ、花冠は直径４
～５襤の漏斗形で、上側の裂片には濃色の斑点があり、
横倉山での花の見頃は６月上旬である。�
�
⑤キシツツジ（岸躑躅）�
〔開花期〕３月～５月�
〔分　布〕本州（岡山県以西）・四国・九州（北部）�
　川の上流の岸辺で増水時には冠水するような場所に
生えるツツジで、渓岸植物の一つである。高知県の主
要河川のうち、何故か物部川だけは自生が確認されて
いない。若葉・葉柄・花柄・萼などには腺毛があり粘
るが、物部川以東で見られるモチツツジほどは粘らない。�
　越知町仁淀川沿い（横倉山の
麓）の標本で牧野博士が命
名した横倉山を代表する
植物の一つである。�
　高さ１～1.5㍍で半常緑
性低木。葉は互生で枝先
に集まってつき、春葉は
長さ３～５襤の披針形ま

　な　じ�

ソテツの仲間�
〔廣田隆吉標本〕�

シダ植物・腕足類�
〔廣田隆吉標本〕�
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たは倒披針形、夏葉は披針形で春葉より小さい。�
　花は葉の展開と同時に枝先に１～３個、淡紅紫色で
花冠は直径４～６襤、ややすぼみ加減に開き、上側の
裂片には濃色の斑点がある。�
　横倉山では寺村橋南詰の国道下の川岸で見られ、花
の見頃は４月中旬。�
�
⑥アケボノツツジ（曙躑躅）［別名：アカヤシオ］�
〔開花期〕３月～６月�
〔分　布〕本州（和歌山県・奈良県）・四国�

　高さ３～６㍍になる落葉小高
木で、よく分枝し、葉は長さ
2.5～4.5襤の広い楕円形、
葉柄に２～５㍉の長毛が
あり、枝先に５個輪生する。�
　花は葉の展開前に、そ
の名前にふさわしい明る
い淡紅紫色の花を枝先に
１～２個つける。花冠は直
径約５襤、広く開いた漏斗形

で深く５裂し、裂片は逆ハート形
で先端はへこみ、全体的にふっくらとして丸みのある
美しい花で、日本の野生ツツジの中でも名花と言える。
基準産地は旧吾川村。�
　横倉山ではカブト嶽、三角点、エボシ岩周辺の岩場
で見られ、花の見頃は４月下旬～５月上旬である。�
�
⑦カイナンサラサドウダン（海南更紗満天星）�
〔開花期〕４月～５月�
〔分　布〕本州（愛知県・三重県・和歌山県）・四国（太
　　　　　平洋側）�

　高知県内のドウダンツツジの
仲間では本種が最も分布が広く、
標高の低い所でも見られる。
ドウダンツツジの名前は
「牧野新日本植物図鑑」
によると“灯台ツツジ”
の意味で、輪生して出る
枝ぶりが結び灯台（３本
の木を合わせ中程でくくり、
上下を拡げて上に油皿を置い

たもの）に似ている所からついた
とある。�
　樹高1.5～５㍍の落葉低木で、葉は長さ2.5～７襤、枝
先に輪生状につく。５月～６月頃、枝先から長さ５～
10襤の長い総状花序が垂れ下がり、淡紅色の花を８～
20個つける。花冠は長さ７～９㍉、広鐘形で先端３分
の１位まで５裂する花を下向きに咲かせる。花冠の淡
紅色の色合いが「サラサ（更紗）」の名の出所と思わ
れる。なお結実後�果は上向きになる。�
　横倉山では南遊歩道（「四国の道」）途中の休息場の
下の方からカブト嶽周辺の尾根筋、畝傍山眺望所周辺
や第１駐車場下のトサミズキ園入口左側の雑木林の中
でも見られ、花の見頃は５月中旬。�
�
⑧ベニドウダン（紅満天星）［別名：チチブドウダン］�
〔開花期〕５月～６月�
〔分　布〕本州（関東地方以西）・四国・九州�

　高さ２～４㍍の落葉低木で、葉は狭い倒卵形で長さ
２～５襤、枝の先に数個輪生状に互生する。初夏に小
枝の先端から総状花序が垂れ下がり、紅色で柄の有る
短い鐘形の花を開く。花冠は長さ５～８㍉で浅く５裂し、
カイナンサラサドウダンの花冠の裂片は全縁であるが、
ベニドウダンでは細かく切れ込む。花後果穂は垂れ下
がったままで、果柄だけがきゅっと曲がって、�果は
上向きになる。�
　横倉山では住吉の三嶽古道南廻り入口の崖の上に１
本だけあり、花の見頃は５月中旬。�
�
⑨コアブラツツジ（小油躑躅）�
〔開花期〕５月～６月�
〔分　布〕本州（東海地方・紀伊半島）・高知県�
　高さ１～３㍍の落葉低木。葉は長さ２～４襤、倒卵
形または楕円形で枝先に５個輪生状に互生する。“油
ツツジ”の名の由来は、『牧野新日本植物図鑑』によ
ると、「葉の裏側が滑らかで光沢があり、丁度油を塗
ったようであることから」とある。�
　花は５月～６月頃、枝先に総状花序を下垂し、緑白
色の花を開く。花冠はツボ状で長さ４～５㍉、先端は
浅く５裂し裂片はそり返り、花柄は湾曲する。�
　高知県内のドウダンツツジの仲間で、コアブラツツ
ジだけが果時に�果が下向きのままで上向かないのが
特徴である。�
　高知県内の生育地は、土佐山田町と旧東津野村の不
入山、それに横倉山の３ヶ所だけで、いずれも岩場で
個体数は少ない。横倉山ではカブト嶽の尾根筋だけで
見られ、花の見頃は５月下旬。�
�
⑩アセビ（馬酔木）［別名：アセボ・アシビ］�
〔開花期〕３月～５月�
〔分　布〕本州（宮城県・石川県以西）・四国・九州�
　山地の日当たりのよい乾燥した場所を
好む、高さ１～８㍍の常緑小高木。
つやのある厚い葉と垂れ下がる白
い花穂との調和のよさや、枝振り
のおもしろさで庭木としてもよく
植えられている。�
　花は２月下旬頃～５月にかけ、
枝先の葉腋から長さ10～15襤の円
錐状の花穂が垂れ下がり白色の花
を下向きに多数つける。花後、�果
は上向きに曲ってつく。�
　奈良公園でアセビが多いのは鹿が食べないか
らで、全草にアセポプリン・アセポテイン・アセポト
キシンなどの有毒成分を含み、家畜がこれを間違って
食べると中毒して酔っ払ったようになるので漢字では「馬
酔木（アシビ）」と書く。昔はこの葉を煎じて殺虫剤
として利用した。�
　近年全国で鹿の食害による森林破壊が問題になって
いるが、早急に対策を講じなければ、日本の森林はア
セビとネジキの森になるかも知れない。但しシカも食
べないアセビでも、蛾の一種ヒョウモンエダシャクの
幼虫のように食草がアセビの葉で、体の中に毒素を蓄
え鳥類から身を守るという生活をしている動物もおり、
自然界とは不思議な所である。�
　横倉山でも至る所で見かけるが、特に山小屋の上の

いら�

　ず　やま�

ソテツの仲間�
〔廣田隆吉標本〕�

シダ植物・腕足類�
〔廣田隆吉標本〕�
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　　　（おおくら こうすけ／元高知県立中央高等学校教頭・�
　　　　植物研究家）�

行在所入口の反対側を右上に登った平安神社周辺の通
称“アセビヶ森”一帯には、寿命で随分数は減ったが
現在でも幹が曲がりくねったアセビの古木が35株ほど
見られる。�
�
⑪ネジキ（捩木）［別名：カシオシミ］�
〔開花期〕５月～６月�
〔分　布〕本州（山形県・岩手県以西）・四国・九州・
　　　　　台湾・中国�
　丘陵や山地の乾燥した尾根や斜面に生える高さ２～
８㍍の落葉小高木で、樹皮は灰褐色で老木になると樹
皮の割れ方で、幹がねじれて見えるので「ネジキ」の
名前がついている。�
　葉は互生し長さ５～10襤で卵状楕円形、洋紙質で鋸
歯はなく先は急に尖っている。�
　花は白いツボ形で長さ８～10㍉、先は浅く５裂し５
月～６月頃、前年の葉腋から長さ４～６襤の総状花序
を出し、一列横隊に整然と並んで下向きに咲く。�果
は長さ３～４㍉のやや扁平球形で上向きにつく。横倉
山ではカブト嶽の尾根筋や山中に点在、花の見頃は６
月上旬。�
　枝は洋傘の柄、樹は庭木、花は生花の材料として使
われる。別名「カシオシミ」の意味は不明。�
�
⑫シャシャンボ（子子ん坊）�
〔開花期〕６月～７月�
〔分　布〕本州（千葉県・石川県以南）・四国・九州・
　　　　　沖縄・東南アジア�

　暖かい地方の林の中に生える高さ２～
３㍍の常緑低木。葉は互生し厚い革
質で長さ３～７襤の卵状楕円形、
先は鋭く尖る。�
　５月～７月頃前年枝の葉腋か
ら３～８襤の総状花序を出し、
花冠は５～７㍉で先は浅く５裂
してそり返る筒状ツボ形で、白
色の花を一列に並んで下向きに多

数つける。果実は液果で直径５㍉の
球形、９月～10月頃紫黒色に熟し甘酸っ

ぱくて食べられる。�
 「シャシャンボ」の名前の由来は『牧野新日本植物図鑑』
によると、「ササンボすなわち小小ん坊の意味で、実
が丸くて小さいことによる」とある。�
　横倉山ではカブト嶽周辺で見られる。�
�
⑬ナツハゼ（夏櫨）�
〔開花期〕５月～６月�
〔分　布〕北海道・本州・四国・九州・朝鮮・中国�
　山地や丘の日当たりの良い所、特に花コウ岩地を好
む高さ１～２㍍の落葉低木。高知県では比較的稀な植
物である。�
　葉は長さ３～８襤、広卵形で両端とも尖り全縁、表
面やふちには先端が腺になった粗い毛が生え特に主脈
上に多い。�
　花は５月～６月頃今年出た枝から総状花序を水平に
出し、花冠は長さ４～５㍉で先端は浅く５裂し少しそ
り返り、赤味を帯びた浅黄緑色で、鐘形の花を枝の片

側に寄って一列になり下向
きに咲く。果実は液果で直
径４～６㍉の球形で、８月
～10月頃黒熟し甘酸っぱくて
食べられる。�
　横倉山での採集記録はあるが、
現物はまだ確認していない。�
�
⑭カンサイスノキ（関西酢の木）�
〔開花期〕４月～６月�
〔分　布〕本州（東海・近畿・中国地方）・四国�
　山地の林内や林縁で見られる、高さ１～２㍍の落葉
低木で、よく枝分かれする。葉は互生し長さ１～３襤
の楕円形、先端は少し尖りふちには内側に曲がる細い
鋸歯がある。葉の裏面に短毛があり、主脈や側脈・葉
柄に曲った毛が密生する。関東地方で見られるスノキ
は葉柄などに毛が密生しない。�
　花は６月～７月頃、前年枝の葉腋から短い総状花序
を出し、花冠は緑白色または紅色を帯びた約５㍉の鐘
形で、先端が浅くそり返る花を１～４個下向きにつける。
果実は液果で直径７～９㍉の球形で、７月～８月紫黒
色に熟す。「スノキ」の名前の由来は葉を噛むと酸っ
ぱいことによる。�
　横倉山では南遊歩道（「四国の道」）途中の休息場付
近からカブト嶽周辺、畝傍山眺望所、住吉付近に多く、
花の見頃は５月中旬。�
�
⑮ケアクシバ（毛青木柴）�
〔開花期〕５月～７月�
〔分　布〕本州（中部地方南西部以南）・四国・九州・
　　　　　朝鮮�
　山地の林縁に生える落葉低木で、高さ30～90襤。若
い枝は緑色で腺毛が生えまばらに枝分かれし地面を這
うように伸びる。�
　葉は互生し濃緑色で卵形、長さ２～６襤で先は鋭く
尖り、ふちには細かい鋸歯がある。�
　花は初夏の頃、葉腋から腺毛のある１～２襤の花柄
を下垂らし、花冠は長さ７～10㍉、深く４裂し裂片は
外側にくるりとそり返り、丁度ウリノキの花に似た淡
紅白色の花を下向きに開く。果実は球形の液果で熟す
と赤色となり下垂する。�
　アクシバの名の由来は、この柴を燃やした灰を灰汁
抜きに使ったことによる。�
　横倉山では南遊歩道（「四国の道」）途中の休息場の
少し下の辺りからカブト嶽の鎖場途中や、カブト嶽の
尾根筋、畝傍山眺望所などで見られる。花の色合いや
形がユニークで、とても可愛らしいがあまり目立たな
いので、案外見落とすことが多い。�

ソテツの仲間�
〔廣田隆吉標本〕�

シダ植物・腕足類�
〔廣田隆吉標本〕�

〔参考文献〕�
　『牧野新日本植物図鑑』（1961，牧野富太郎）�
　『南四国の自然』（1965，上村 登  編）�
　『愛媛の自然』（1975，愛媛文化双書）�
　『高知県の植物と植物相』（1978，山中二男）�
　『野外ハンドブック・６　樹木１』（1979，山と渓谷社）�
　『山渓ハンディ図鑑 ５　樹に咲く花』（2001，山と渓谷社）�
　『高知県の植物誌』（2009，高知県）�
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安　井　　敏　夫�

　牧野富太郎博士と佐川町吉田屋敷の植物化石�

※１　佐川深尾家臣・吉田新右馬の屋敷跡もしくはその付�
　　　近を指すものと思われる�
※２　平安時代前期の伝説的歌人で、「三十六歌仙」の一�
　　　人である猿丸大夫に由来すると言われている。『小�
　　　倉百人一首』の中に、次の歌が詠まれている。�
　　　　 �
　　　　　 �
　　　「猿丸峠」という地名は、佐川土居下から斗賀野へ�
　　　通じる往還道にあったことが江戸時代初期の絵図の�
　　　中にすでに記されている。�
※３　かつて佐川領主・深尾家の土居屋敷のあった場所を�
　　　指す�
※４　「吉田屋敷」のことで、「敷」が書き抜かったもの�
　　　と思われる�

蘆　蘆　蘆　蘆�

蘆　蘆　蘆�

�

　高知県佐川町出身

の世界的な植物学

者・牧野富太郎博士

は、自らの専門であ

った植物学以外にも

いろんな学問に興

味・関心を抱き、積

極的に知識の吸収に

努めている。その一

つに化石が挙げられ

るが、博士は明治時

代に当時の著名な地

質学者で、ドイツ人

地質学者 エドモント・ナウマン博士の一番弟子（一

期生）であった小藤文次郎博士が佐川に地質調査に

訪れた際にも同行して、一緒に化石採集を行なって

いる。そんな中で、佐川の「吉田屋敷」※１とよばれ

る地域でかつて植物化石が産出し、博士自身も採集

したことを自らの著書に記述している。�

　佐川町そして隣の越知町は、中・古生代の地層が

集約され各時代の動物化石を豊富に産することで昔

から有名であるが、それに反し、植物化石の産出は

極めて稀である。そんな中にあって、ここ「吉田屋敷」

からは、ナウマン博士が命名した「鳥ノ巣石灰岩」

と同時代の中生代ジュラ紀後期〔約１億5000万年前〕

の植物化石〔シダ植物：Cladophlebisu sp. , Nilssonia cf. 

nipponensis Yokoyamaなど〕を産する〔写真〕。植物化

石はあまり保存状態は良くないが、同時に二枚貝や

腕足類、それに最近新たに見つかったクモヒトデな

どの化石を伴うことから海成の堆積物であることが

わかる。ちなみに、クモヒトデの化石は、日本では

ジュラ紀の地層からは二例目で、鳥ノ巣層群からは

初めての発見であり、現在専門家により研究が進め

られている。発見は地元の熱心な化石マニアによる

ものである。�

 「吉田屋敷」は、

JR佐川駅の南

にある猿丸峠※２

の東方約500㍍

付近〔図の×印〕

にあり、少しく

ぼんだ地形を成

し、現在は荒地

になっている。

100年以上も前の牧野博士の頃とは随分様相が異な

っていると思われるが、博士は自著『牧野植物一家言』

（北隆館，1956）の中の「佐川の化石」の章で次の

ように述べている。『…佐川の御土居※３前からズッ

ト奥の「吉田屋敷」で、私は珍しくも、植物の一化

石を得た事があった、即ち其れは山の斜面で水の泉

んでゐた処で在った、即ち其の形は単羽状葉の一部

であったが、多分其者は太古のソテツ類乎、或は其

近縁の植物であらうと考へられる、併かし太古の者

ゆゑ其属名も種名も共に無論判明しないが、兎に角

稀な化石であった。…』。また、『我が思ひ出』（北

隆館，1958）の中のやはり「佐川の化石」の項でも『…

高岡郡の佐川は、化石の産地として、有名で在り到

る処に、種々な、化石が見出される、…香美郡の領

石村からも、羊歯類の化石が出て、佐川の吉田屋※４

からも、太古の蘇鉄類似の、化石が出たことが在った。

…』と述べている。�

　100年以上も前に博士が実際に植物採集をした場

所に今立ってみると、何とも感慨深いものがある。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（やすい としお／横倉山自然の森博物館 副館長兼学芸員）�

×�

ソテツの仲間�
〔廣田隆吉標本〕�
ソテツの仲間�
〔廣田隆吉標本〕�

シダ植物・腕足類�
〔廣田隆吉標本〕�
シダ植物・腕足類�
〔廣田隆吉標本〕�

〔２万５千分の１地形図「佐川」〕�

N�
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博物館行事�博物館行事�
企画展：科博コラボ・ミュージアム in 越知�
 『恐竜・アロサウルスとその時代』�
　〔2010年９月25日（土）～12月26日（日）　主催：越知町
立横倉山自然の森博物館・財団法人 科学博物館後援会・
独立行政法人 国立科学博物館／共催：国立大学法人 高知
大学〕�
　国立科学博物館所蔵の恐竜・アロサウルスの実物全身骨
格標本をメインに、その時代に生きていた県内外のさまざ
まな動植物の化石から、当時の地球の様子や古環境などに
ついて考える機会とする。アロサウルスは、中生代ジュラ
紀〔約１億5000万年前〕に地球上に君臨していた、当時最
強で最大の肉食恐竜として知名度が高い。県内では初めて
の公開であり、滅多にこの種の本物の恐竜化石を見る機会
もないことから、特に子供たちに感動と夢を与える目的で
開催する。ちなみに、同時代の生きものとして、県内関係
では、ドイツ人地質学者 エドモント・ナウマン博士によ
って命名された、佐川町を模式地とする「鳥ノ巣石灰岩」

中に含まれるサンゴやウニなどの化石がある。�
　県内初の知名度の高い実物の恐竜の全身骨格の展示とい
うことで、これまでの企画展の中で最高の入館者数を記録
することができた（一日の入館者数としても記録更新）。
本物の化石に触れたり、「恐竜当てクイズ」「化石のレプリ
カ作り」などの体験コーナーもあり、多くの子供たちに楽
しんでもらうことができた。また、期間中国立大学法人 
高知大学「メディア ホール」において、『最新恐竜学』と
題して真鍋 真氏（国立科学博物館地学研究部 研究主幹）
による講演会も開催し、充実した企画展とした。�
　企画展の主な感想として、「あんなでかい生きものがい
たなんて信じられない」「とても迫力があって楽しかった
です」「実物の化石が見れるなんて凄い」「本物を観ること
ができ最高です」「“恐竜大好き”な息子が大喜びでした！！
親子で楽しい時間が過ごせました」「恐竜のリアルな映像
がおもしろかった」「『化石作り』が楽しかったです」など
があった。�

友の会だより�友の会だより�
「炭焼きに使う木の伐採」�
　〔2011年１月22日（土）　参加者：10名〕�
　炭焼きに利用する木を旧松山街道上り口の堂岡で伐採した。
２時間の作業で軽トラック５台分の木が伐採出来た。�
　この日も、いつも友の会のイベントに参加してくれる新
居浜市の合田夫妻が応援に駆けつけてくれた。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
「スターウォッチング～冬の天の川★すばる」�
　〔2011年２月１日（土）　講師：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12名、一般３名〕�
　環境省と譛日本環境協会主催の「全国星空継続観察事業」

の一環。天気も良く双眼鏡による観察では、最も暗い星と
して「11.3等級」まで確認できた参加者もいた。�
�
「ものづくりをしよう」�
　〔2011年２月11日（土）　講師：渡辺寛子、参加者：友
の会会員13名、一般11名、スタッフ２名〕�
　「新聞バッグ作り」と「ストーンペインティング」の２
教室を午前・午後の２回にわたって開催。前者は、新聞の
文字や色の配置によって結構“お
しゃれ”なものができる。一方、
後者では、仁淀川産の美しい石
の小さな“キャンバス”にいろ
んな色・画材の芸術の世界が広
がっておもしろい。�
�
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スタッフの声、声、声�スタッフの声、声、声�
〔山中〕　昨年の12月24日付けで、横倉山自然の森博物館長
に就任しました、山中弘孝です。よろしくお願いします。�
先ず、横倉山の魅力について知ってほしいと思います。�
１つ目は、４億年以上前の地層があり化石の宝庫であること。
２つ目は、植物の種類が多く、牧野富太郎博士の研究の山と
して有名であること。３つ目は、昔土佐で唯一の修験道の霊
場として栄えたこと、また、安徳天皇潜幸伝説、御陵参考地
をはじめとする平家落人の史跡があり、山全体が神秘とロマ
ンに満ちているということです。�
横倉山自然の森博物館では、横倉山の生い立ち、地球の歴史、
横倉山の歴史と伝説、牧野富太郎博士と横倉山についての展
示があり、学習の場として、また、企画展の開催など文化活
動の拠点になっています。特に地元の越知小学校、越知中学
校の総合学習で、横倉山を中心とした越知の自然など地域を
調べる学習に活用され、郷土を愛する心の育成にも役立って
おり、越知町で育った子どもたちが、町外に誇れる越知町を
代表する施設となっています。�
また、県下の小中高校の学習の場として、遠足のコースとし
ても活用されており、雨天の昼食場所として、総合運動場や
町民会館の施設の一部を利用してもらうなど便宜をはかり、
県下の多くの学校から来ていただけるようにしたいと考えて
います。�
『ジオパーク（地質遺産）』認証は、平成20年度から佐川町、
越知町、仁淀川町、日高村、津野町、梼原町の６町村で推進
協議会を設置して、世界ジオパーク認証を目指して取組んで
います。�
最後に、この横倉山と博物館は越知町だけの財産ではなく、
高知県の日本に誇れる財産として、維持、発展させなければ
ならないと考えておりますので、町民は基より、高知県内の
皆さんのご協力をお願いします。�
〔河添〕　ご存知ですか？「谷の内フラガールズ」。恥ずか
しながら私もダンサーの一人です。谷の内フラガールズ誕生
秘話をお聞きください。教育委員会で行っている高齢者学級「い
きいき長生き学園」、３年前の卒園式・フラダンスの会に参
加してくださった谷の内区長さん夫婦に、「地区のお花見を
盛り上げるためにフラダンスを教えてくれないか？」という
依頼があり、「それでは、ここは一発踊らせていただきます！」
と個人的に協力させていただき、あっという間に「谷の内フ
ラガールズ」がめでたく誕生し、テレビ出演まで果たしたの
でした。最近は、越知町のお祭りや老人介護施設からお呼び
がある時、フラダンスと笑顔を披露しています。その活動の
パワーの源、実は「映画フラガールズ」に夢と希望と感動を
与えられた単純？な私と、純粋！な町女子職員１名の「いつか、
慰安旅行で谷の内のおばちゃん達を福島のフラガールの温泉
に連れて行けたらいいね！」という同じ思いからでした。「映
画フラガール」の地元、福島県いわき市の温泉レジャー施設は、
現在、震災や原発で再開の目処が立っていなということです。

しかし、「復興のシンボルになってほしい」と願う地元の声
が後押しになり、フラガール達は45年ぶりに全国を巡業する
ことになったそうです。かつて日本が石炭から石油へ激動し
た時代、閉坑を余儀なくされた炭鉱会社は、その当時日本人
が最も海外旅行で行きたい地「ハワイ」に着目してハワイア
ンセンターを設立し、観光の街として再生しました。日本中
が福島の皆さんの不屈の精神を信じています。「まげんな東北！
がんばれフラガール！！！」�
〔安井〕　昨夏の猛暑、“地球温暖化”に疑問を抱きたくな
るような今冬の厳寒。そんな所に春早々「ニュージーランド
地震」が起き、志半ばにして多くの若き日本人学生が命を落
としたという悲報を知ったのも束の間、今度はマグニチュー
ド（Ｍ）9.0というわが国の観測史上最大の巨大地震「東北地
方太平洋沖地震」が発生した。太平洋側の広い範囲にわたっ
て大津波の被害を受けて家屋の流失、１万人を越す尊い人命
が一瞬にして奪われた。車・人家・船が軽々と濁流に流され
ていく映像は、まるで悪夢のような信じられない光景であった。
住み慣れた思い出の詰まった我家や家族を失い、街全体が跡
形もなく消えてしまった所もある。地震津波という自然の猛威・
恐ろしさをまざまざと見せつけられたような思いであった。
人間が如何に自然の前では無力であるかを知らされた。我々
はこの痛ましい事件を決して無にすることなく、今後の未来
のための教訓としなければならない。人類がこの地球上に生
活する以上、自然と共存していくしかないのだから…。それ
にしても、「阪神淡路大震災」の時もそうであったが、逆境
に立たされた被災者から逆に“生きる勇気”を与えられるこ
とが多い。�
今回の大震災で、日本中の人々のみならず、世界中の国々が
被災地日本のことを思い、被災者の捜索、援助に協力してく
れたことは本当に心暖まる思いがした。人類がお互い助け合
って生きることの大切さも身に染みて感じた。�
〔壬生〕　博物館のスロープ沿いの桜が綺麗です。ヒラヒラ
舞い下りる様子は心が和みますが、池の排水溝に詰まり困っ
ています。メタセコイアにも若葉が見え始め新緑の季節へと
移り変わろうとしています。�
開催中の企画展「即興詩と切り絵の世界」へ多くの来館をお
待ちしています。�
〔伊藤〕　去年初上陸した、岡山県岡山市の小さな有人離島・
犬島に今年も行くことになりました。今回は、すぐ隣にある
犬ノ島で行われる犬石様のお祭りに合わせました。この島は
私有地ですが、１年に一回のお祭りの日は一般人も渡ること
ができます。とても楽しみです。�
〔小野〕　畑の隅に植えてあるサクランボの木。今年は花つ
きが良く、たくさんの花が咲いていました。毎年サクランボ
が生ることを楽しみにしていますが、なかなか実に生りません。
今年こそは自家製のサクランボが味わえると期待しています。�

横�倉�山�ミ�ニ�歳�時�記�

■モクズガニのアルビーノ�
　昨年秋、越知町内の仁淀川で、地元の宮崎和久氏が仕掛けたカニ籠で「モ
クズガニ（藻屑蟹）」のアルビノ（白子）が捕獲された。本来モクズガニは、
褐色の“藻屑”のような長毛が房状に密生した大きなハサミを持ち、全身
が暗緑色であるが、今回捕れたのは、甲羅が白っぽい青白色。何年か前に、
和久さんの父親で川漁師として有名だった故・宮崎弥太郎氏も一度捕獲し
たことがあるという珍しい種。�
　また、以前やはり同じ町内で見つかったカエルのアルビノである“青いアマガエル”を紹介したことがあったが、
今回のカニも同様で、動物の組織内にある褐色ないし黒色の色素であるメラニン色素の欠乏あるいは欠如によっ
て起こるものである。モクズガニは“ツガニ”とも呼ばれ、地元では甲殻を“味噌（蟹黄）”と一緒に磨り潰して
ネットで漉して「ツガニ汁」にして食べるが、結構おいしいものである。�

しら　こ�

かいおう� す� つぶ�

こ�

　も　くず�



不思議の森から�
■
横
倉
山
自
然
の
森
博
物
館
ニ
ュ
ー
ス
　
第
24
号
　
平
成
23
年
５
月
１
日
発
行�

THE YOKOGURAYAMA NATURAL FOREST MUSEUM NEWS, Ochi

〒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/

ヨコグラツクバネ�

THE YOKOGURAYAMA
NATURAL FOREST 
MUSEUM, Ochi

●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�
　　　　　　高校・大学生……400円�
　　　　　　小・中学生………200円�
●越知への交通�
　高知　　　　　　　　　佐川　　　　　　越知�

※各20名以�
 上の団体は�
 100円引き。�（　　　）�

Trademark of American Soybean Association

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。�

JR特急 約30分� バス 約15分�

横倉山�

N

至松山� 仁�

至高知�

横倉神社�

越知町役場�

坂折川�

R33

宮
の
前
公
園�

JR普通 約50分�

淀�川�

越知町�
OCHI CHO

横倉山自然の森博物館�

8

〔博物館日誌（抄）・平成２３年度博物館行事予定〕�
●2010年９月25日（土）～12月26日（日）�
　　企画展：『恐竜・アロサウルスとその時代』�
●2011年３月15日（火）～27日（日）〔３階展望ロビー〕�
　　企画展：『ＩＴＯＭのアトリエ』�
○４月９日（土）～６月19日（日）�
　　企画展：『濱崎一途・松本卓弥 二人展�
　　　　　　　　　　　　　－即興詩と切り絵の世界－』�
○７月23日（土）～９月４日（日）�
　　企画展：『からくりの世界』（仮称）�
○７月～８月�
　　夏休み博物館教室〔昆虫・植物・工作・化石〕�
○９月23日（金・祝）～2012年１月９日（日）�
　　企画展：『みんなで選ぶ！�
　　　　　　　おもしろ アニマルフォトコンテスト＆�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真展PartⅡ』�
�
〔博物館友の会「フォレストクラブ」の平成２３年度活動予定〕�
●2010年11月27日（土）　竹の子の里づくり�
　　　　　　　　　　　（里山保全活動－森と緑の会－）�
●12月18日（土）　炭焼き体験�
●2011年１月１日（土）　初日の出を横倉山で�
●１月８日（土）　炭焼き体験�

●１月22日（土）　炭焼きの木伐採�
●２月１日（火）　冬の星空観察会�
　　　　　　　　（スターウォッチング�
　　　　　　　　　　　　　　　～冬の天の川★すばる～）�
●２月11日（金）　もの作り教室�
　　　　　　　　（新聞バッグ・ストーンペインティング）�
●２月26日（土）　炭焼体験�
○５月５日（木・祝）　呈茶（３階展望ロビー）�
○５月15日（日）“東洋のマチュピチュ”別子銅山跡視察�
○５月　　　　　　　友の会運営委員会�
　　　　　　　　　　友の会総会�
　　　　　　　　　　仁淀川水質調べ�
　　　　　　　　　　（「身近な水環境の全国一斉調査」）�
○６月　　　　　　　炭焼き体験�
　　　　　　　　　　横倉山ヒメボタル観察会�
○８月　　　　　　　スターウォッチング�
　　　　　　　　　　　～夏の天の川・こと座～�
○９月　　　　　　　秋の横倉山ハイキング�
○10月　　　　　　　視察研修　－“パワースポット”伊勢
　　　　　　　　　　神宮と平城京－〔一泊二日〕（予定）�
○11月　　　　　　　緑の募金公募事業�
○12月　　　　　　　炭焼き体験�
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