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１. 中山間地域の閉塞状況克服と地域発展の方向

国民経済の発展に伴って生活水準の全般的向上が見られ､ 生活意識は質的充足を重視しようと

する動きが出てきている｡ わが国の勤労者の実労働時間や勤労実態は､ ドイツやフランスなどの

先進国と比較するとまだかなり改善しなければならないが､ 徐々に生活余暇時間が増加し余暇活

用への目的意識も定着しはじめている｡ 遠距離通勤やサービス残業の存在や長期休暇が取りにく

いなどの難点はまだ多く残されているが､ 近年の動向はそれぞれの年齢階層にわたって生活意識

が変化しいる｡ できるだけ個性的な暮らしや楽しみ方を追求し､ 自己実現と生活の質を高めよう

とするライフスタイルが形成されつつある｡

このような国民生活の変化や新しい個性追求型生活ニーズに応える必要性が高まり､ 都市農村

交流の確立とわが国の風土や環境に適ったグルーン・ツーリズム推進への関心が持たれている｡

現在のところ地方自治体の地域振興施策の中で ｢交流｣ 推進への関心が示され､ 条件整備や実践

者への呼びかけが行われている｡ 実際に事業化段階に入りつつあるところもあるが､ これらの事

例を調査すると､ 利用者の期待に応え関心を惹き付けるための内容や質的レベルを確保するには

どうしたらよいか､ 四季にわたる安定的交流活動のフィールドを提供するにはどのような整備が

必要か､ 事業主体となる担い手の育成と確保も重要であり､ さらに事業採算性も慎重に検討しな

ければならないなど､ 直面する問題は山積しているのである｡

ところで､ 中山間地域は人口流出による過疎化と担い手不足や高齢化に伴って､ 農林水産部門

の生産経済活動が長期間伸び悩んできたが､ 近年は全面的縮小再編状況を呈している｡ 一部の先

進的経営体は一定の成長力を発揮しているが､ 一般的には終末的段階を迎えつつあるという表現

がさして違和感を持たないほど経営体力は落ち込んでいる｡ これは一次産業部門の生産場面に留
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まらず､ 地域経済力やコミュニティ全体の活力減退におよんでいるのである｡ 地域的差異はある

が､ このままでは農林地等の生産的資源の適正な管理や保全ができず､ 利用率の低下や利用放棄

による荒廃化を招き､ 比較的早い時期に回復困難な活力喪失期を迎えると思われる地域も少なく

ない｡

これらの危機を克服するには､ 地域資源利用のあり方を既存システムにとらわれない効果的手

法を導入し､ 担い手が育ち定着する経営経済システムや環境を早急に確立する必要がある｡ この

展望を拓くには､ 国民各層の新しい生活ニーズに応えた新規需要対応型の経営領域を創出するこ

とが重要である｡ この新規需要の特徴は､ 地域生産物では旬の産品や本物の味へのこだわり､ 手

づくりの産品や安全性および信頼感など多様な要求項目が満足度指標となっている｡ さらにメン

タルな面の満足度指標は､ 各種の体験・学習､ 自然回帰や静けさや癒しに繋がる地域の環境など

自然共生型の要求項目が増えている｡

この動きを旨くキャッチし本格的に都市農村交流 (グーリン・ツーリズム) に取り組めば､ 豊

富な自然環境や多種多様な地域資源を幅広く活用する道が発見できる筈である｡ 従来は生産利用

が中心であったために活かされなかった自然資源や環境などの活用場面が増加し､ しかも奥行き

のある連携的複合利用が可能となり､ 農林水産部門を基盤とした総合的アグリビジネス化の確立

が期待できると考えられる｡ 新規需要対応型の経営領域を確立し地域ビジネスとして発展させる

ことによって､ 中山間地域の長い閉塞状況を克服することが可能となる筈である｡

２. 巨木資源活用の意義と期待

(１) 農林一体的振興の必要性

中山間地域の伝統的農家林業は､ 長期間の国産材価格の低迷など経営経済的停滞期の中で林業

意欲を失いかけている｡ 生計維持の貴重な副次部門であった畜産も経営改善対策が追いつかず､

兼業化や農業機械化の過程で現金収入獲得部門の地位を追われている｡ 稲作や小規模な商品作物

の生産が行われているが､ 年々縮小再編化の方向へ動きつつあるところが少なくないのである｡

高齢担い手が参加する直売方式の生産活動が増えているが､ これらの経営実態を調査すると経営

成長性はほとんど確認できず多くは生業的販売レベルに留まっている｡

農業部門の振興は､ 収益性や競争力を高めなければならないが､ それには高能率経営の導入と

定着が可能な基盤整備や生産団地確立による規模効果を発揮することが重要である｡ 生産技術視

点では､ 技術と市場の変化に乗り遅れないだけでなく､ これらの動きを先取りした経営革新行動

を持続的に展開しなければならない｡ しかし､ 現在の小規模な自己完結型生産は､ 一般には現状

維持の枠内での経営行動が目立っており､ 裾野の広い長期的視点に立った経営革新性は出てこな

いのである｡ 地形や農地分散性など種々の経営制約が大きいため､ 地域再生に必要な経営改善方

策を推進することが困難な状態にあり､ 必然的に現状維持的志向が強まるのはやむを得ないこと

である｡

だが､ 地域経済の安定的発展や定住環境を確立するには､ 地域内の代表的経済部門である農林

業や畜産部門を伸ばさなければならない｡ 農林あるいは畜産の各部門の経営基盤等を再点検し､

妥当な安定収益が確保できる振興対策を確立し強力に推進する必要があるが､ より高い効果を発

揮するには農林一体的発展を図るべきである｡ 中山間地域の地域資源利用状況は､ 現状では利用

改善や利用促進を必要とする資源がかなり多いように思われる｡ 労働力不足や期待収益がほとん

ど見込めないか或いはきわめて低い､ といったことが原因で荒廃化している田畑や林野も沢山あ
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り､ しかもこれは年々増えつつあるのである｡

このような自滅的状態を改善するには､ 中山間地域内の資源利用のシステムや技術や経営を､

新たな発想で立て直すべきである｡ 自立可能な経営経済視点を踏まえながら斬新な実践的ビジョ

ンを描き地域発展の可能性を追求することが肝要である｡

その効果的手法の一つとして､ 農林部門を一体的に整備し生産性と競争力を高め､ あわせて

｢第６次産業化｣ による地域ビジネス領域を拡大し､ 多様な担い手の安定した就業の場を創り出

すことが望まれる｡

(２) 巨木資源活用による ｢交流｣ 基盤確立

現在の中山間地域が抱えている地域再生問題は､ その地域内の振興対策といった狭義の視点で

捉えられる場合が多いが､ より豊かな国民生活を確立する交流や共生に不可欠な必須基盤として

捉える必要があると思われる｡ 筆者らが巨木・巨樹等の資源に注目した理由は､ 目下の緊要課題

となっている中山間地域振興対策の推進と同時に､ より好ましい都市農村交流と共生・対流関係

の創出および確立方策として重要であると考えたからである｡ 要点は幾つかあるが､ つぎの５点

を指摘しておくこととする｡

一つは､ 巨木・巨樹等は現状では十分な資源的位置づけがなされていない場合が一般的である

が､ これを中山間地域における都市農村交流資源として評価し活用することである｡ 最近は中山

間地域の市町村が都市農村交流事業を導入し､ ｢交流｣ を地域発展の起爆剤として活用しようと

する事例が多数出てきている｡ しかし､ 実際のやり方は山菜や地域特産物などの産品を媒体とし

た方法を取っており､ 全国どこでも同じようなパターン化した発想で取り組んでいる｡ したがっ

て､ 既に新鮮さや地域魅力はかけ声だけで内容が伴わなくなっているが､ あるがままの巨木・巨

樹等を交流資源として本格的に利用するならば､ 他事例の模倣による陳腐化現象に陥らず地域固

有の新鮮さを出すことができる筈である｡

二つは､ 巨木・巨樹は､ 長い年月の風雪に耐えた強靱な生命力をもっている｡ 数多くの先人が､

これらの樹木の生命力に魅せられ､ 大空に枝を広げる風格や存在感を賛美し､ 巨木・巨樹が発信

するオーラーを全身で感じ取り貴重な記録を残しているのである｡ 気忙しくストレスフルな生活

を余儀なくされている現代人にとって､ 先人が賛美したこのオーラーはなかなか受け止め難いか

も知れないが､ 巨木・巨樹の傍らで静かな森林浴を楽しむならば心の深層に届く優れた ｢癒し｣

を体験する筈であり､ しかもこの中で深い思索の時間を持つことの意義はきわめて大きいのであ

る｡

三つは､ 長い歳月を経た巨木・巨樹は､ 地域の人々の生活活動と多面的な繋がりを持っている｡

これは国内だけでなく外国でも同じでような事例があちこちで観察できる｡ 素朴な信仰の対象で

あったり､ 風土の中から生まれた教えや禁忌的戒めなどの伝承も多い｡ これらは一見平凡だが､

中にはコミュニティの象徴や秩序維持の関連を示すなどその規範性を見出すことができる｡

四つは､ それぞれの巨木・巨樹には､ 地域の生活暦や営農暦として四季のリズムが擦り込まれ

ている｡ この他に実用的視点からも植物と人々のかかわりを捉える必要があるが､ 医療の乏しい

時代に災厄を防ぐ民間薬として人々の生活に溶け込んできた｡ 力の象徴である紋章やこれ以外の

シンボルとしても親しまれてきたし､ いまでもこのような利用形態の多くが継承されている｡ さ

らにこの利用形態から様々な説話や史実に残る物語も生まれている｡ これらの生活技術や民話等

は地域の歴史を映し出し､ また､ 地域文化の結晶ともいえる内容を伝えているのである｡
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五つは､ 巨木・巨樹は地域の林相形成と関連が深く､ 森林全体の調和や生命共生関係の学習や

体験ができる貴重な資源空間を提供している｡ 現在は､ 若葉や花や紅葉など季節のサイクルを楽

しむ程度の利用に終わっているが､ 長い経過を辿ると直接的間接的に地域の人々の暮らしと結び

付き､ 辺鄙な山村の暮らしに彩りを与える機能も果たしていたのである｡

これらの諸機能を巨木・巨樹が生きた年代を遡って検証するならば､ 現代人が求めている深耕

型生活や内的疲労感を癒す場として多面的応用が可能であり､ ｢交流｣ 資源として活用すべきで

ある｡

巨木・巨樹の判定基準は､ 環境省生物多様性センターが統一的な尺度を定め､ 全国巨木巨樹調

査を行っている｡ この基準を用いて東城町内の巨木を調査し判定した｡ 使用した判定基準は､ つ

ぎのとおりである｡

①巨木とは､ 地上約130㎝の位置において幹回りが300㎝以上あると認定される木である｡

②地上130㎝の位置において幹が複数に分かれている場合は､ それぞれの幹周りが合計300㎝以

上あり､ 主幹の幹周りが200㎝以上の木とする｡

③斜面に生育している場合は､ 山側の地上から130㎝の位置を測定する｡

④地上から130㎝の位置で､ 幹が複数に分かれている場合は個々の幹の幹周りを測定しそれら

を合計する｡

⑤根上がりの樹木は､ 根の上部から130㎝の位置の幹周りを測定する｡

３. ｢交流｣ キャパシティ拡大による地域再生

(１) ツーリズム部門への期待と改善課題

近年は国民各層間に新しいライフスタイルが定着しつつあるが､ この動きと一体的にグリーン・

ツーリズムやエコツーリズムへの関心が出てきている｡ 余暇活動の一つであるツーリズムは､ 徐々

に生活密着型の多頻度化や身近なグループによる異文化体験などさまざまなタイプを伴いながら

引き続き普及拡大すると考えられている｡ 21世紀は観光部門がリーディング産業として注目され

成長性が期待されているのも､ このような動きを反映しているからである｡

ところで､ 国は観光立国行動計画 (平成15年) をまとめ本格的な観光振興に取り組む必要性を

指摘しているが､ 時宜を得た提言であったと思う｡ しかし､ 現状の施策レベルや当事者意識はま

だ相対的に低く改善すべき点が多い｡ 各地に見られる共通点は､ 慣行的手法へのこだわりが強く

新規ジャンルを開拓しようとするチャレンジ意欲が乏しいことである｡ ツーリズム資源の掘り起

こしやその総合的利用､ あるいは関連した地域整備方策に対する意識も実際にはまだかなり低い

ようである｡

この立ち後れを招いている原因の一つは､ ソフト面の施策に対する理解不足である｡ 未資源利

用の多くは､ 効果的利用促進のネットワークや環境共生的視点からの研究開発や実用化方策等の

働きかけがほとんどなされず無為に放置されているのである｡ これらの地域資源は､ 魅力を引き

出し磨きをかける手だてが施されるならば､ 利用価値を飛躍的に高めることができるし､ 体験や

発見のフィールドとして重層的利用が可能となる筈である｡ このような視点から各種のソフト面

施策を積極的に推進することが立ち後れを改善し､ 地域内のツーリズム基盤確立や活動キャパシ

ティの拡大を図る重要方策である｡

(２) 地域全体の振興視点と方策
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伝統的観光地が直面する停滞性や空洞化の危機に直面している帝釈峡地域観光は､ 再生戦略と

してソフト面施策の推進の重要性を理解し､ 高い質的水準を確保するために帝釈峡観光振興構想

を平成11年に策定している｡ ここでは既存の観光資源の利用を改善するだけでなく､ アグリビジ

ネスの定着と振興を起点に据え､ ｢都市農村交流｣ とのシステム的発展を図ることで､ 中国地方

屈指の峡谷観光資源を有する帝釈峡観光を活性化させ､ 農林業部門をはじめ地域経済への広い波

及効果の実現を狙っているのである (図１)｡ しかし､ 本地域の過疎化を食い止め地域再生を実

現するには､ 既存観光地の経営改善や観光振興だけでは問題は解決できない｡ 地域全体が調和を

保って発展する第三の道を開拓しなければならない｡ それには峡谷を取り囲むヒンターランド全

体を網羅した広域的広領域的な振興方策を確立しなければならない｡

このような視点から丘陵および山岳地域の資源探査を行い､ 地域固有の資源として巨木・巨樹

とこれにかかわるソフト資源に注目したのである｡ 東城町には図２に示すように､ 町内各所に巨

木・巨樹資源が多数分布している｡ しかも表１のように､ これらは地域の人々の生活と結び付い

て地域的文化を育てつつ歴史を刻み､ 豊かな風土性を醸し出す役割を担って今日に至っているの

である｡

中山間地域全般にいえることであるが､ 地域生活や農業経営が里山や森林との交渉を欠いて完

結する単一型システムへ移行している｡ 地域資源総合的活用を図るには､ この流れを食い止め林

野資源の多面的利活用技術を開拓しなければならない｡ さしあたり主要項目を整理するとつぎの

ような項目が浮かび上がるが､ 内容の考察は次号に述べることとする｡

期待できる多面的利用は､ ①体験や学習､ 教育フィールドとしての活用､ ②癒しやリフレッシュ

中山間地域における都市農村交流の確立 (持田・久岡)
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図２ 東城町全図および巨木の配置と名称
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掲載順 名 称
胸高
幹周

位置 樹木や場所に関わる伝承等 見どころ

1 太山寺のアカガシ 3.1m 28 太山寺への参道は観音霊場

2
清実のアベマキ 2.8

2.8
24

洋コルクの代替樹皮として経済に
貢献

3 妙楽寺のイチイ 2.0 9 イチイは最高位の ｢笏｣ の素材

4 大井神社のイチョウ 4.3 23 黄葉

5 権現峠のイヌシデ 3.7 16 権現峠は分水嶺

6 森脇のエゾエノキ 3.35 22

7 新免郷谷のエノキ 5.3 33 福山東城往来の一里塚 黄葉

8 吉 宗 柿 1.9 11 柿渋は生活に欠かせない防水・防腐剤 紅葉・真紅の実

9 板井谷のカツラ 2.7 2 金屋子神が降臨されるといわれるカツラ 赤い若葉・黄葉

10
戸宇頭谷のカヤ 3.5 27

川西宮平のカヤ 3.7 29

11 法恩寺のキャラボク 2.8 26 報恩寺に伝わる猿まいりの伝説

12 先の家の大栗 5.1 20 芝栗で農家や東城の町も繁盛

13 市頭のケヤキ 4.3 30 海軍への供出を免れた1本のケヤキ 若葉・黄葉

14
帝釈始終のコナラ 7.4 18 日本一大きいといわれるコナラ

板井谷のコナラ 4.28 1

15
市原の大こぶし 1.75 12 農作業の目安にされていたコブシ

の花
白い大きな花

粟田末政のコブシ 1.65 25

16-1
小奴可の要害桜 5.7 4 亀山城跡のエドヒガン 淡紅色の花
森湯谷のエドヒガン 5.06 14 湯谷に伝わる里諺

16-2 千鳥別尺のヤマザクラ 4.6 8 地域ぐるみで保護活動 淡紅白色の花

17
子守神社のスギ
石神社のスギ

3.15 10 乳種 (ちだね) を授ける風習

3.0 13 大山信仰

18
野組本山荒神のハク 3.35

2.35
31

荒神信仰

19
帝釈始終荒神のヒイラギ 1.7 19 邪気を追い払うといわれるヒイラ

ギ
小さな白い花と
香り宇山のヒイラギ 2.4 17

20 聖神社のヒノキ 3.1 32 地元の材で家を建てる動き

21
八面荒神社の大ふじ 2.7 6 長く垂れ下る藤

色の花磨利支神社の大ふじ 2.35 5

22
芝山のブナ 2.73

2.82
15

百年の森づくりに挑戦 紅葉(銅色)

23
大元のぼだいじゅ 0.87

1.06
21

雄橋の鬼神架橋説 淡黄色の花

24 小奴可見性寺のモミ 4.12 3 山の神や天狗の話

25
大古屋の
大もみじ

イロハモミジ 2.5
7

たたら製鉄 紅葉
オオモミジ 2.8

表１ 東城町における巨木等資源一覧表
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の場としての活用､ ③歴史や伝承を学ぶカルチャーの場としての活用､ ④環境共生技術の発見や

改善の場としての活用､ ⑤探求や思索の場としての活用､ ⑥ベンチャーの育成による産業展開の

場としての活用､ ⑦農畜林部門連携による循環型食料生産の場としての活用､ ⑧その他の利用､

などである｡

３. 東城町における巨木資源

(１) 太山寺のアカガシ (赤ガシ)

アカガシ (ブナ科コナラ属) は､ 中部以南の山地に多い常緑高木である｡ 材が赤味をおびてい

ることからアカガシとよばれ､ また､ 木が粗大なことからオオガシあるいは大きい葉にちなんで

オオバガシとよばれることがある｡

幹は直立し､ 新枝には褐色の軟毛が密生している｡ 長楕円形ないし長卵形の葉は有柄で互生し､

先端は急に鋭突している｡

雌雄同株で､ おばなの尾状花穂は､ 新枝の下部に細かい花を多数つけて長く垂れ下がる｡ めば

なの花穂は上部の葉腋から直立し２～５個の花をつけ褐色の軟毛をかぶっている｡

堅果は年を越して熟し楕円形

で褐色､ 殻斗はわん形で６～７

層の横輪がある｡

材は､ 心材は淡紅褐色ないし

赤褐色で辺材は淡褐色である｡

堅くて水湿に強く狂いが少ない

ことから､ 建築用材 (構造用)､

家具材・器具材・機械用材・車

両船舶材等に利用される｡

東城町大字川東字恵谷山の

｢太山寺のアカガシ｣ (東城町大

字川東 太山寺所有) は､ 太山

寺本堂の右手奥に自生し､ 生育

の初期に根元が傷つけられたの

か､ 直立している幹は二本が合

体した跡が認められる｡ 胸高幹

周約3.1�の巨木で､ 露出した
逞しい根も観察できる｡

県内では､ 南部丘陵地の頂部

に多く､ 廿日市市市原の極楽寺

には胸高幹周7.7ｍの巨樹があ

る｡

恵谷山太山寺(曹洞宗)は､ 天

平年中に行基菩薩が開創し､ 菩

薩自らが彫刻した本尊千手観音

菩薩が安置されたと伝えられて
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いる｡

特に安産に霊験があり､ 昔から妊婦はこの寺で祈祷を受けるため近郷はもとより岡山県備中方

面からも多くの参拝者を集めていた｡ 参拝者が広範から集まっていたことは大山寺すぐ傍の ｢右

備中道 左粟田伯耆｣ の石標からも知ることができ､ 今も御福回向や花供養が盛大に行なわれ､

近隣の信者を集めている｡

大山寺観音参りの道は､ 千手寺からの表道と川東得納家横からの裏道､ さらに福代番所跡から

や粟田からとお参りの小路も多かった｡

千手寺の奥の院恵谷山大山寺への表参道は､ 千手寺の禅堂脇から愛宕神社を通って大山寺へ至

る坂道である｡

この参道18丁 (約２㎞) は､ 浄地とされ､ 西国三十三ヶ所観音霊場の本尊仏を安置して ｢東城

西国三十三ヶ所観音霊場｣ が設けられている｡

近時､ 東城公民館ふるさと今昔講座文化財部において調査の結果､ 中央に精巧な観音像を浮き

彫りし､ 尊体上部左右に旧国名と寺名､ 台部に寺番が横書きされた石仏三十三体 (第三十二番像

は所在不明 三十三番像が二体) が確認された｡

石仏体の大きさは､ 尊体の高さ75㎝､ 最広部35㎝､ 最下部27㎝の舟形で､ 台石は横37㎝､ 奥行

30㎝とおおむね同じ大きさで花崗岩が用いられている｡

いつごろ開設されたのか定かではないが､ すでに百有余年を経過していると思われ貴重な文化

財とされている｡

観音菩薩の功徳を説いた 『法華経』 (普門品) の､ 観音が､ ときやところ・相手に応じて三十

三の姿に身を変えてあらわれるという考えから三十三観音が生まれ､ 平安時代に密教がもたらさ

れてから観音信仰が盛んになり､ 西国や東国の三十三ヶ所の札所巡りが行われるようになった｡

しかし､ 区域が広く相当な日数を必要とし家庭の都合や身体の不都合な人たちには札所巡りは

容易でなく､ このような人々のために先覚者たちは大山寺参道にミニ霊場を設け､ 身近に大慈大

悲の観世音菩薩の功徳と心の安らぎを会得させる道場とされたのである｡

昭和40年12月､ 国道182号線・川東市頭地内から焚火林道 (現在は町道大山寺線) が竣工し､

自動車で大山寺に参詣することができるようになった｡

(２) 清実のアベマキ (�)
アベマキ (ブナ科コナラ属) は､ 山形県から九州にかけて自生する落葉高木で､ この地方では

コルクを採り炭材や薪として利用されてきた｡

アバタを岡山県の方言でアベとよぶことから､ ゴツゴツした樹皮をアバタに見立てたアバタマ

キがアベマキになったといわれている｡ また､ コルク層の柔らかい樹皮にちなんでワタマキとよ

ばれることもある｡

幹は直立して分枝する｡ 雌雄異株で４～５月ころ､ おばなの尾状花穂に多数の黄褐色の小花が

つき､ 新枝の基部から垂れ下がる｡ がくは３～５裂で４～５本のおしべがある｡ めばなの花穂は

短く新枝の葉腋に１個つき､ 総包に包まれていて花柱が３個ある｡

堅果はほぼ球形で､ 多数の線形の長鱗片があり上部は外側に反り返り下半分が包まれている｡

樹皮は黄褐色で､ コルク層が発達するため厚く弾力があり､ 不規則に縦に裂ける｡

辺材は灰白色ないし黄褐色で肌目は粗く､ 建築材 (造作用)､ 器具材､ 薪炭として利用される｡

東城町大字粟田字中の段の ｢清実 (せいち) のアベマキ｣ (東城町大字粟田 山岡宝基さん所
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有) は､ 主要地方道足立東城線を北上しリフレッシュハウス東城から約２㎞の左手に､ いずれも

胸高幹周2.8�の木が二本揃って育っている｡
このほか町内では､ 久代字仲間屋山及び同仲間谷太室神社に巨木がある｡ 特に太室神社では胸

高幹周3.6�を最大に参道の並木を形成している｡ 県内では､ 比婆郡口和町湯木の胸高幹周5.3�
をはじめ３�以上のものが10本確認されている｡
アベマキの樹皮は､ 洋コルクに比べて弾力性やコルク形成層､ 反発性などが劣るものの太平洋

戦争に突入して洋コルクの輸入が途絶えた昭和14年以降､ わが国唯一のコルク資源として国も生

産に関与をはじめ､ 保冷材の原料として利用されてきた｡

昭和15年､ 日本アベマキ統制協会がアベマキ資源の利用と確保を政府に陳情して以来､ 軍需資

材としての重要性が認識されて､ 洋コルクの代替樹皮として取り上げられ､ 昭和18年には農林省

がアベマキの保護に特別の措置を講じるようになった｡

昭和23年､ アベマキ樹皮の公定価格は１貫目 (3.75㎏) あたり17円に改定されたが､ 炭化コル

ク板の需要が増え､ 価格も高騰して公定価格とは遊離し農家の副業として好況となり､ 昭和31年

の集荷量は21,000ｔ以上に達した｡

しかし､ 戦中戦後を通じて20年に及ぶ強制剥皮によってアベマキ資源が枯渇し品質も低下した

ため､ 政府は炭化コルクメーカーの陳情を受けて輸入を許可した｡ さらに化学断熱材の開発がす

すみグラスウール・コーポライトなどが大型の冷蔵設備に採用されるようになり､ 昭和36年､ 輸

入アベマキの共同購入を目的として設立されていた日本炭化コルク工業共同組合も事業を放棄す

るに至った｡

東城には､ 明治45年､ 大阪で創業をはじめたコルク会社の工場があって､ 主に清酒などの王冠

に用いる瓶栓やパッキンの原料となる圧搾棒を生産している｡ 最盛期には近郷から年間１万貫

(37.5ｔ) ものアベマキ樹皮を集めていたようである｡

｢清実のアベマキ｣ の所有者も､ 昭和20年頃までこの木をはじめ持ち山のアベマキの樹皮を剥

いで出荷してきた一人である｡

アベマキの剥皮は､ 15年生ほどで木の直径が10㎝以上に達してから始め､ 20年生くらいのもの

が最も良いとされていた｡ コルク層は､ 樹齢15年生の木で約２㎝程採れたそうである｡

６月中旬から９月上旬までの樹液の上昇する時期に､ 鋭利な両刃の斧で木の周囲を上下２箇所

に真皮を傷めないように切り込み､ さらに上下の切り口を連絡して縦に傷をつけて､ 楔型に削っ

た斧の柄を差し込んで樹皮を剥がす｡ 高い木の場合は､ 上部からはじめ順次下の方へ剥皮する｡

最初にできる一番皮の表皮は軟らく､ 二番皮の表皮は滑らかで非常に堅い｡

木の大小により､ 樹皮の大きさや形状は一定しないが､ 剥いだ樹皮は１�位の長さに揃えて40
～50㎏を一束とし､ 締め木4本を使ってカズラまたは針金で縛り､ 道路端まで運び出し検量のう

え取引されていた｡

アベマキの剥皮がされなくなってほぼ50年経過し､ 家庭の燃料革命も影響して伐採されること

もなく雑木林に大きなアベマキを見ることができる｡

(３) 妙楽寺のイチイ (一位)

イチイ (イチイ科イチイ属) は､ 北海道から九州に分布するが､ 中国地方では比婆山山系の山

頂域にのみ見られる常緑高木である｡

イチイの名は､ 木製ではこの木のほかヒイラギ､ サクラ､ サカキ､ スギなどで作られ､ 束帯着
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用の際右手に持って威儀を整える笏 (しゃく) のうち､ この材で作ったものが最も良かったこと

から位階の正一位従一位にちなんで､ 最高位の一位と呼ばれるようになったといわれている｡ 別

にアララギ､ オコンともよばれている｡

幹は直立し､ 長さ1.5～３㎝の細長い葉が､ 上向きの枝ではらせん状に､ 横に伸びた枝ではね

じれて２列に並んで着く｡ 樹皮は､ 赤褐色で浅い裂け目がある｡

雌雄異株で､ おばなは３～４月ころ葉腋につく楕円形の花序である｡ めばなも葉腋につき､ 実

は10月ころ頂部が開いて赤く熟す｡ 材は､ 心材は濃赤褐色､ 辺材は淡色と､ 色の差がはっきりし

ていて､ 成長が遅いため年輪の幅が非常に狭くなっている｡ 材質が良く建築材や彫刻材､ 器具な

どに使われる｡

東城町大字内堀字真倉穂の ｢妙楽寺のイチイ｣ (東城町大字内堀 妙楽寺所有) は､ 主要地方

道下千鳥小奴可停車場線・内掘地内から町道真倉穂線へ入り約400�上った金剛山妙楽寺の釈迦
堂前にある｡

このイチイは､ 寛保年間古頃金剛山から内堀へ堂宇を移した記念としてお手植えされたと伝え

られ､ 根周幹周4.7�､ 胸高幹周2.0�､樹高は約８�あり､ 傘状の樹形を形成していて､ 平成５年
８月31日､ 東城町の天然記念物に指定されている｡

妙楽寺は､ 平成10年１月23日､ 火災によって全焼したが､ イチイは枝の先端を焦がしたにとど

まった｡

町内では､ このほか大字加谷金倉神社境内に胸高幹周3.3�の巨木がある｡ 県内では西城町三
坂北村神社の胸高幹周4.4�が最大である｡
(４) 大井神社のイチョウ (公孫樹)

イチョウ (イチョウ科イチョウ属) は､ 中国原産で観音像の渡来とともに僧侶によって持ち帰

られたといわれ､ 各地の社寺によく植えられている落葉高木である｡

葉が､ 水かきのついたアヒルの足に似ていることから中国では鴨脚樹 (ヤーチャオ) といい､

これがイーチャオとなりイチョウと訛って和名になったといわれている｡

幹は直立し､ 扇形の葉は､ 長枝では互生し､ 短枝ではむらがって着き､ 秋の落葉期には美しい

黄色になる｡

雌雄異株で､ 花は４月に新葉とともに出ておばなは尾状花序のようになる｡ めばなは花柄の先

につき､ さかづき状の心皮の上に裸の胚珠が着く｡

種子は核果的で､ 黄色く熟した多肉の外種皮は悪臭がある｡ 内種皮は白色で硬く､ ギンナン

(銀杏) の名で食用にされる｡

材は軟らかく緻密で細工がし易く､ マナ板や将棋駒・将棋盤・碁盤をはじめ彫刻材としてよく

使われている｡ 特に中華料理で使うマナ板は､ 全てイチョウで丸太切りにした木口が使われてい

る｡

東城町大字粟田字清水田の ｢大井神社のイチョウ｣ (東城町大字粟田 大井神社所有) は､ 主

要地方道足立東城線・粟田北区地内から町道井河内川筋線を約500�上り､ 右折して町道大井中
央線を約300�すすむと､ 水田を隔てて大井神社がある｡
胸高幹周4.3�のイチョウは境内の本殿左側にあり､ 他にスギの巨木もある｡
町内では､ 川鳥八幡神社 (6.2�)､ 川西八幡神社 (5.5�)､ 久代吉備津神社 (5.4�) にイチョ
ウの巨樹がある｡
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県内では､ 高野町新市天満宮の乳下がりのイチョウ (9.6�) が最も大きい｡
(５) 権現峠のイヌシデ (犬シデ)

イヌシデ (カバノキ科クマシデ属) は､ 岩手・新潟県から九州にかけて分布する落葉高木で､

シロシデまたはソロ・ソネともよばれている｡ シデは､ 垂れ下る果穂を玉串やしめ縄につける四

手 (しで) に見立てたもの､ またイヌシデのイヌは､ ひも状の花穂が､ イヌの尾に似ていること

からよばれるようになったといわれている｡

幹は直立し新枝には毛が密生している｡ 葉は２列に互生し葉柄があり卵形ないし楕円形で表裏

に長い軟毛があり､ 先端は鋭く尖り､ふちには不規則な二重きょ歯がある｡ 樹皮は灰白色である｡

雌雄同株で､ 花は､ ５月ころ､ 新葉より早く開花する｡ おばなの尾状花穂は前年の小枝から長

く垂れ下り黄褐色で包鱗は卵状心臓形である｡ めすの花穂は､ 新枝の先端から若葉とともに伸び

て垂れ下がる｡ 果穂は緑色で､ 広卵形の堅果は10月には灰白色に熟す｡

材は､ 建築材・器具材・紡績木管・薪炭材などに利用する｡

東城町大字保田字戸板草利の ｢権現峠のイヌシデ｣ (東城町大字保田 松崎勝男さんほか所有)

は､ 主要地方道東城西城線､ 保田自治公民館から西城へ向かって約3.5㎞､ 西城町境まで僅か800�のガードレールに触れるほどの県道沿いにある｡
このイヌシデは､ 胸高幹周が3.7�あり､ 県下で一番大きいとされている｡
保田地区でも､ イヌシデのある長谷集落は､ 最も西城町寄りで谷を流れる長谷川は､ 西城川へ

注ぎ､ 江の川となって日本海へ注ぐ｡

東城町保田の権現峠は､ 瀬戸内海と日本海の分水嶺である｡

(６) 森脇のエゾエノキ

エゾエノキ (ニレ科エノキ属) は､ 本州から九州にかけて自生する落葉高木で､ 広島県では､

中国山地に近い内陸部に分布している｡

葉は有柄で互生し､ 卵形または卵状楕円形で長さ５～10㎝､ 先端は有尾鋭尖形､ 基部は広いく

さび形ないし円形で左右がやや不同である｡ 上部のふちには鋭いきょ歯がある｡

花は５月ころ､ 新枝の葉腋につくがあまり目立たない｡ おばなにはおしべが４個あり､ がく片

と対生している｡ めばなの子房は緑色で楕円形､ 柱頭は長い耳状に分かれて開出する｡ 果実は径

７～８㎜の核果で長い枝があり少し垂れ､ 秋､ 黒く熟す｡

エノキに比べて葉のきょ歯が多く､ 実がエノキの赤褐色に対しエゾエノキは黒く熟すので区別

できる｡

東城町大字粟田字土居の迫の ｢森脇のエゾエノキ｣ (東城町大字粟田 増原改暦さん所有) は､

主要地方道足立東城線の粟田北区､ 簾戸 (すど) 神社から約300m千鳥寄りの左手の高台にある｡

根回幹周は3.5m､ 胸高幹周3.35m､ 樹高約17�の巨木で､ 平成７年10月30日､ 東城町の天然記
念物に指定されている｡ この木の根元は稚竹に覆われ､ 主幹の一部や樹冠に枯損した枝が認めら

れる｡

このほか､ 町内では帝釈山中字樋原東に胸高幹周4.9mの巨木がある｡

(７) 新免郷谷のエノキ (榎)

エノキ (ニレ科エノキ属) は､ 本州から九州に広く分布する落葉高木である｡ 有柄で左右不同
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の葉が互生し､ 大きく枝を広げて巨木になって夏には涼しい木陰をつくったためか､ 江戸時代に

は街道の一里塚によく植えられたとされている｡

ヨノキ・ユノキともよばれるが､ ヨノキ (嘉樹) は､ めでたい木､ ユノキは (斎木) は､ 神聖

な木を意味することから神と関係づけられ､ 正月の餅花を榎につけるところもある｡

エノキの名の意味は不明であるが､ 道具の柄によく利用されたので柄の木がエノキとなつたと

もいわれている｡

幹は灰色で直立し､ 多く分枝する｡ 葉は有柄で互生し､ 広卵形ないし楕円形で左右不同､ 先端

は短鋭尖形で基部は広いくさび形､ 上部のふちには小さいきょ歯がある｡

春､ おばなは新枝の下部に､ めばなは新枝の上部に淡黄色の小さい花をつける｡ 褐色ないし橙

色に熟した実は､ 食べることができる｡

エゾエノキとよく似ているが､ エゾエノキは､ 葉のきょ歯が多くて鋭く､ 実が黒く熟するので

区別できる｡

材は､ 洋家具・馬鞍・道具の柄・滑車などに用い､ 板は､ 欅に擬して使われることがある｡

東城大字新免字郷谷の ｢新免郷谷のエノキ｣ (東城町大字新免 瀬尾弘登さん所有) は､ 根回

周囲が8.4m､ 胸高幹周が5.3m､ 樹高は約28�あり､ 県下最大とされる比婆郡高野町実相寺跡の
胸高幹周5.7mに次ぐ大きさである｡

この木は､ 巨樹であることに加えて､ 荒神信仰と関りがあり民俗学上価値が高いとして､ 平成

６年２月28日､ 広島県の天然記念物に指定された｡

｢新免郷谷のエノキ｣ は､ 県道三原東城線から町道新免郷谷線へ入って3.5㎞､ 神石郡油木町

との境に近い斜面にある｡

新免郷谷線は､ かつて福山から神石郡三和町､ 油木町を通り三原野呂を経て東城へいたる東城

往来の一部で､ タタラで生産した鉄や木炭などの産物を福山や備中に運ぶ荷馬車や商用の道とし

て栄えていた｡ また､ 牛の放牧場三原野呂へは､ 朝夕放牧の牛を引く麓の新免・久代の人と牛の

行き来で賑やかであった｡

豊前中津藩であったこの地区は､ 芸州浅野藩と接していたことから境界の東城往来には二藩の

番所が置かれていて､ 二つを合わせて人々は､ 役所や木戸・馬つなぎ場などのあるこの番所を跪

(ひざまづき)番所と呼んでいた｡

民衆が権力の象徴である番所での荷改めや通行手形の検査で跪かされていたために名づけられ

たのであろうか｡

その跪番所跡は､ ｢新免郷谷のエノキ｣ から､ 東城寄り僅か1.3㎞のところにある｡

東城往来には､ 現存する ｢新免郷谷のエノキ｣ のほか､ 三原野呂 (現在はゴルフ場) の水置所

と鳥の尾 (池の尻茶屋) の中程と思われる所に一里塚があり､ 傍に樹齢約千年､ 幹周十有五尺

(約4.5m) の巨大なエノキが昭和初期まであったという記録がある｡

大正の初期､ 国道182号線の前身東城福山線の開通によって東城往来の使命は終焉を迎え､ 昭

和47年､ 三原野呂はゴルフ場用地として売却された｡

往時を知る ｢新免郷谷のエノキ｣ は堂々と枝を広げ､ 今も同じように暑い夏には木蔭をつくっ

ている｡

(８) 吉宗柿 (柿)

カキ (カキノキ科カキノ木属) は､ 野生のヤマガキが原種といわれる落葉高木で､ 西日本に多
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く古くから果樹として栽培されてきた｡ 幹は直立して多くの枝に分かれ､ 若枝には細い毛が生え

ている｡ 葉は新枝に互生し､ 短い柄があり径７～17㎝の楕円形で先端は尖り､ ふちや裏面には褐

色の毛があって晩秋に美しく紅葉する｡

雌雄同株で､ ５～６月ころ今年枝の葉のわきに短い花柄をもった黄緑色の花が開く｡ おばなは

集散花序に小さなものが数個つき､ めばなは葉の脇に１個ついて大きく､ 黄白色の花冠は長さ８

㎜ほどのつぼ状となり先端は4つに裂けて反り返る｡ がくも４つに裂ける｡

実は､ 甘がきは生食とし､ 渋柿は干し柿やあわし柿として食用にするほか､ 若い実からは暮ら

しに欠かせない柿渋を採る｡

柿渋の防水や防腐効果を日本人が利用しはじめた歴史は､ 11世紀にさかのぼり､ 一般家庭の食

器として陶器が使われるようになった大正末期までは､ 柿渋を塗った木製の食器が主流であった

といわれている｡

｢渋柿の土用とり｣ といわれるように､ 土用のころ青い渋柿の実をとって ｢へた｣ を除き､ 唐

臼で潰してかめに入れ､ 冷暗なところで醗酵させたものが柿渋で､ 最初に搾ったものを一番渋ま

たは生渋 (きしぶ) といい､ 搾った粕に水を加えてさらに搗いて搾った渋を二番渋といった｡

柿渋は､ 麻や木綿の染色や､ 網・張子・傘・ウチワ・敷物・板塀の防水・防腐加工など暮らし

に欠かせない物の耐久性を高めるのに重要な役目を果たしてきた｡

しかし､ 化学製品の発達と生活様式の変化によって､ ほとんどの用途が絶たれ､ ｢柿渋｣ も

｢柿渋屋｣ もすたれていった｡

カキノキの材は堅く､ 辺材は黄色・心材は黒色で､ 炉ぶち・高級家具・器具類を作るのに用い

られてきた｡

県内では､ 庄原市川北町 (胸高幹周4.5m)､ 三次市作木町 (同3.8m)､ 安芸高田市高宮町 (同2.

55�) に巨木があり､ いずれも県の天然記念物に指定されている｡
東城町大字千鳥字花野木の ｢吉宗柿｣ (東城町大字千鳥 宗吉強史さん所有) は､ 主要地方道

足立東城線と同下千鳥小奴可停車場線の交差点より約200m東城寄りの山手にあり､ 根周幹周2.3�､ 胸高幹周は1.9�である｡
古くから所有者宅の屋号をつけ ｢吉宗柿｣ とよばれ､ 地域の人たちから親しまれてきたこの柿

は､ 高台にあり､ 整った樹形と特に秋の澄み切った空に映える熟した赤い実が､ 多くのカメラマ

ンを魅了している｡

この一帯にはカキノキが多く植えられ大きな木が育っていたが､ 昭和30年代になってゴルフの

ウッドに加工するため業者が買いあさり､ 今ではこの ｢吉宗柿｣ １本を残すのみになった｡

渋柿は､ 柿渋として利用するほか､ 干したり淡して渋みを抜いて､ 菓子の無い時代の格好なお

やつになっていた｡

この ｢吉宗柿｣ は､ 不作がなく種が少なく渋みが簡単にとれることから ｢淡し柿｣ として重宝

され､ 地域の人たちにも利用されてきた｡

近くに住む忠平爺さんは淡し柿を作る名人で､ ｢吉宗柿｣ の木に登って丁寧に柿の実をもぎと

り､ ぬるま湯に浸して淡した柿を子守神社の秋祭りに１個１銭で売っていたそうである｡

昭和10年代のことである｡

(９) 板井谷のカツラ (桂)

カツラ (カツラ科カツラ属) は､ 北海道から九州まで広く分布している落葉高木で､ カツラの
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木の下を掘れば水が湧き出るといわれるほど水分を好み､ 渓流沿いに良く育つ木である｡

カツラの名は､ 夏から秋にかけて葉を採取して乾燥し､ 粉にして香を作る香出 (かつ) から名

づけられたといわれ､ 岡山県では､ 落葉が醤油に似た香りがすることからショゥユ木ともよばれ

ている｡

幹は真直に立って分枝し､ 株元からひこばえを出して大木になる｡ 樹形が見事で春の若葉や黄

葉も美しい｡ 樹皮は黒褐色で縦に割れ目がある｡

葉は対生で細長い柄があり広卵形､ 基部は心臓形でふちにはきょ歯がある｡

雌雄異株で､ 花は５月ころ葉の出る前に葉腋に１個咲く｡ 花被はなく紅紫色の雄ずい､ 雌ずい

が目立つ｡

材は加工しやすいため､ 碁盤・彫刻材料・張板・指物・洋家具などに利用される｡ また､ 建築

材としては､ 床の間の地板などに使われている｡

東城町大字小奴可字板井谷の ｢板井谷のカツラ｣ (東城町大字小奴可 財団法人小奴可尚和会

所有) は､ 国道314号線・小奴可地内から町道小奴可西線を約3.5㎞進んだ板井谷集落の入り口か

ら右手へ上ったところにある｡

胸高幹周2.7m､ 樹高は約23mあり､ 主幹は地上1.4mのところで２つに分岐している｡ 枝が､ 周

囲の樹木や竹と交錯しているものの健全に生育している｡

カツラは､ タタラの守護神である金屋子神とのかかわりが深いとされ､ 播磨の国で鉄器を作っ

ていた金屋子神が､ 製鉄の土地を求めて白鷺に乗って出雲に至り､ そこに生えていたカツラの木

を伝って降臨した､ と伝承されている｡

このことからタタラのご神木とされるようになり､ 金屋子神社にカツラの木が植えられるよう

になったと伝えられている｡

｢板井谷のカツラ｣ も､ 板井谷たたら跡に植えられ､ すぐ傍に金屋子神社が祀られていて､ 民

俗学的にも意義が大きく､ 平成７年10月30日､ 東城町の天然記念物に指定されている｡

県内では､ 廿日市市吉和に胸高幹周6.9mの巨樹がある｡

(10) 戸宇頭谷のカヤ・川西宮平のカヤ (榧)

カヤ (イチイ科) は､ 本州では岩手県・山形県以西・四国・九州に分布する常緑高木で､ 山地

のほか庭木としてもよく植えられている｡ カヤの名は､ 古名のカべが転化したもの､ また､ 葉を

焼いて蚊やりをするからだともいわれている｡

樹皮はなめらかで､ 青みがかった灰色か黄色をおびた灰色で､ 老木では縦に割れ､ 薄片となっ

て落ちる｡ 葉は､ 皮針状線形で先端は次第に細くなり尖っているが､ 基部は急に細くなって短い

枝になる｡ 葉は枝にらせん状に着くのが普通であるがねじれて枝の左右に２列に並ぶこともある｡

雌雄異株で４～５月に開花する｡ おばなは葉腋につき､ 枝の下面に並び､ 長楕円形で黄色､ め

ばなは､ 小枝の先端に群がり無柄で数層の鱗片をもち中央に1個の胚乳がある｡

種子は長さ２～３㎝､ 直径１～２㎝の楕円形で､ 始めは緑色､ 熟して紫褐色になり､ 十二指腸

虫の駆除に効果がある｡

胚乳には多量の脂肪油が含まれ､ 食用油・整髪油・塗料等に利用する｡

材は､ 黄白色で辺材と心材の区分が不明瞭で加工が容易なことから用途が広く､ 大木から取っ

た無節の柾目材は油気が多く弾力性があり碁盤や将棋盤､ 浴室用材・彫刻材・算盤の珠､ 建築材

料としては床柱に利用される｡
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県内では､ 廿日市市津田 (胸高幹周5.7�)､ 三次市三和町 (同4.8m)､ 比婆郡西城町 (同4.3m)､
福山市山野町 (同3.65m) のカヤが､ 県の天然記念物に指定されている｡

町内には､ 町天然記念物に指定されているカヤの巨木が２本ある｡

東城町大字戸宇字頭谷の ｢戸宇頭谷のカヤ｣ (東城町大字戸宇 妹尾重登さん所有) は､ 戸宇

地区頭谷集会所から林道東城中央線で約１㎞進んだ､ 所有者宅の裏山にある｡

このカヤは､ 胸高幹周が3.5m､ 樹高は約25mあり､ 荒神社のご神木として大切に保存されて

きた｡ 平成13年､ 枯れ枝が目立つようになったため周囲の杉を伐採し､ 荒神社の祠も銅板に葺き

かえられた｡ 健全に育ち樹勢も旺盛で､ 平成３年12月24日､ 東城町の天然記念物に指定されてい

る｡

東城町大字川西字宮平の ｢川西宮平のカヤ｣ (東城町大字川西 後藤美健さん所有) は､ 町道

宮平線沿い川西八幡宮への参道入り口の所有者宅前庭にある｡

胸高幹周3.7m､ 樹高約20mの巨木で主幹はやや傾き､ 内部は空洞になり､ ナツヅタやテイカカ

ズラが密生している｡ 平成３年12月24日､ 東城町の天然記念物に指定されている｡

(11) 法恩寺のキャラボク (伽羅木)

キヤラボク (イチイ科イチイ属) は､ 本州の日本海側に分布し､ 特に鳥取県の大山や兵庫県氷

の山に多い常緑低木である｡ イチイの変種で､ イチイは幹が直立するのに対しキャラボクは幹が

伏するか斜上するのが特長である｡ キャラボクの名は､ 天然香料をとる伽羅樹にみたてたものと

いわれている｡

幹は､ 直立せず地面に対して斜めに横たわり､ 低く広がっている｡ 葉はイチイと同じように細

長く､ 先端は鋭く尖りやや厚く深緑色の無毛で､ 柄に密に互生している｡

雌雄異株で､ 春､ 小さな花が小枝の葉間につく｡ 緑色の果実は､ 赤く熟す｡

東城町大字川西字比奈の ｢法恩寺のキヤラボク｣ (東城町大字川西 法恩寺所有) は､ 境内の

左側にあり､ 根回・枝下とも幹周が2.8m､ 樹高3.5�に及ぶ県下１の大きさで､ 木の性質上この
ような大木になるのは珍しく貴重なことから､ 昭和44年６月23日､ 東城町の天然記念物に指定さ

れた｡

猿渡山法恩寺 (真言宗) は､ 主要地方道足立東城線のJR芸備線川西踏切から粟田寄り約100m

で､ 鋭角に左折し町道川西比奈線を上った集落にある｡

大同元 (806) 年８月､ 弘法大師空海が開基したといわれる名刹､ 法恩寺には､ 次のような

｢猿まいり｣ をはじめ ｢大めしまつり｣ ｢兵衛の松｣ の伝説がある｡

むかし､ 讃岐の国の善通寺の町に､ 弘法大師の教えをふかく信仰している夫婦がすんでいまし

た｡ 善通寺といえば､ 弘法大師がお生まれになったところなので､ その信者はたくさんいました

が､ かくべつこの夫婦は信心ぶかく､ 大師のご威徳の大きさにすっかり帰依して､ 朝な夕な欠か

すことなく､ 大師のご尊像をおまつりして､ まじめな信仰の生活を送っていました｡

｢吾が後生の門徒､ たとい吾が現相を見ずと雖も､ 吾が形像を見るごとくに真相の想いを生じ､

吾が教えを聞く毎に吾が言音の思いに任せば､ 吾れ定恵力をもって摂取して捨てず｣

ある晩のこと､ この夫婦は､ いつものように大師へのおつとめをすまし､ 一日の平安を感謝し

ながら床につきましたが､ ふしぎなことに､ その夜､ 夫婦とも同じ夢をみたのです｡

夢のなかで､ この夫婦の枕もとに大師がたたれ､ ｢わたしは､唐の国から帰って京へのぼる途中､

備後の国東城というところに錫杖をとどめ､ 草庵をつくり､ 法恩寺をひらいた｡ わたしはもう一
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度､ その寺にいきたい｣ といわれたのです｡ 夫婦はびっくりして目をさましました｡ そして二人

が同じ夢を同時に見たことがわかると､ すっかり感激してしまいました｡

夫婦は大師のご尊像の前にひれ伏して ｢かならず大師のおのぞみの地におつれ申しあげ､ おま

つりいたします｣ と､ かたく心に誓いました｡ こうして､ この夫婦は､ 大師のご尊像を背負って､

はるばる海を渡り､ 備後の国の東城の里､ 法恩寺にやってきました｡ そしてそのご尊像を納めて､

ねんごろに供養して､ 帰途につきました｡

さて､ 善通寺にあった大師のご尊像が東城の法恩寺にうつされると､ それまでいつもそこにお

まいりしていた､ 近くの山にすんでいた夫婦の猿は､ 大師のご尊像をしたって､ 毎年のこと秋に

なると､ 海を渡って法恩寺におまいりするようになりました｡ その道すじはだいたいきまってい

て､ 焼火 (たくひ) の山から城殿 (じょうでん) の丘にのぼり､ 法恩寺におまいりします｡ おま

いりがすむと､ お寺の境内にある大きな岩 (猿の腰かけ岩) に夫婦ですわって休み､ またお寺の

下の川にはいって水あびし､ 川岸にある大きな岩 (夫婦岩または猿とび岩) の上にあがっておどっ

たりしました｡

ところが､ ある年の秋､ いつものとおり夫婦の猿が大師をしたっておまいりにくる途中､ 猟師

にみつけられてしまいました｡ 猟師はえたりとばかり鉄砲をかまえて､ まず雌猿のほうにねらい

をさだめました｡ そのとき雌猿は､ ちょうどおなかに子猿をはらんでいたので､ 猟師に向かって

手を合わせたり､ おなかをさすったりしながら､ しきりに命乞いをしましたが､ 猟師にはそれが

通じなかったのか､ ｢どん｣ と撃ってしまったのです｡ こうして､ あわれにも雌猿は死んでしま

いました｡

このことを聞いた報恩寺のお坊さんや村人たちは､ たいへん嘆き悲しんで､ 報恩寺の仁王門の

前に､ 子猿を抱いた夫婦猿の像をきざんで建て､ ねんごろに霊をとむらってやりました｡

それからというものは､ 雄猿が一匹だけ､ 毎年さびしくおまいりにやってくるといわれます｡

(『法恩寺縁起』 19～20頁)

法恩寺には､ その境内に ｢猿の腰掛岩｣ と呼ばれる岩が､ また前を流れる有栖川の川原には

｢猿飛の岩｣ とよばれる二つ並んだ夫婦岩があり､ この川に架かる橋は ｢猿渡 (さろう) 橋｣ と

よばれている｡

(12) 先の家の大栗 (栗)

クリ (ブナ科クリ属) は､ 日本全土に広く自生する落葉高木で､ 実は古代人も食べ､ 奈良時代

になると栽培されるようになった｡ 栽培されるニホングリの原種は､ 芝栗ともよばれ､ 実が黒い

ことからクリと名づけられたといわれている｡

幹は直立し､ 枝や葉はよく茂る｡ 葉は有柄で互生し､ 長楕円形ないし長楕円状皮針形で､ 先端

は尖り､ 基部はやや心臓形で左右不同｡ ふちには先が尖ったきょ葉があり､ 上面は深緑色でなめ

らか､ 裏面は淡色で有毛である｡

雌雄同株で､ おばなの尾状花穂は長さ約15㎝で新枝の下部の葉腋につき､ ６月ころ多数の黄白

色の花をつけ甘い香りがする｡ おばなはがくが６個に深く裂け､ おしべは10本ぐらいで外に出て

いる｡ めばなの集まりは無柄で､ おばなの下部につき普通3個が集まって鱗片のある総包に包ま

れている｡

堅果は､ １～３個が集まってイガに包まれ熟すと４つに裂けて果実をあらわす｡

果実は､ 干して搗ぐりとして食用にするほか､ おせち料理の栗金団や栗飯・栗羊羹など日本人
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の食生活に欠かせない｡

材は耐水性が強いため､ 家屋の土台・鉄道の枕木・湯殿板､ 建築材料では柱や床板などに使わ

れ､ 薪材として､ また米や炭俵・背子を編む孤もがせに加工されていた｡

この地方は､ 芝栗の産地で大正末期ころまでは､ 近郷からカマスに入れた栗を荷車や ｢負いこ｣

に載せて東城の仲買商へ運んでいた｡

東城に仲買商は５軒ほどあって､ 最盛期には１軒の仲買が１日に１ｔ積みトラックで２～３台

もの栗を倉敷や新見・姫路・福山の青物問屋へ送っていたそうである｡

芝栗が出回るのは､ 期間こそ僅か１ヶ月ほどの短期間ではあったが､ 町が栗で賑わうのも東城

の町の特長であった｡

しかし､ 栗で賑わったのも昭和５年までで､ 芸備線の建設で近郷の栗の木は枕木に加工するた

め伐採され､ 残った木もクリタマバチの被害で枯れ､ 用材として利用するためやスギ・ヒノキの

植林のため伐採され､ 大きなクリの木は､ ほとんど無くなった｡

東城町大字帝釈未渡字藤巻の ｢先の家 (さきのえ) の大グリ｣ (東城町大字帝釈未渡 田辺博

志さん所有) は､ 町道川平線を帝釈始終方面へすすみ､ 畑橋を左折して町道後側線を約400m上っ

た分岐を鋭角にすすんで約300m､ 人家の途切れた畑の端にある｡

栽培グリではあるが､ 根回幹周5.3m､ 胸高幹周5.1mを最大に胸高幹周2.2mから3.6mの巨木４

本が健全に成育し､ 現在も実をつけている｡

県下では､ 比婆郡西城町平子の胸高幹周5.4mに次ぎ､ ２位に位置付けられる巨樹と思われる｡

(13) 市頭のケヤキ (欅)

ケヤキ (ニレ科ケヤキ属) は､ 本州から四国・九州にかけて分布し､ 谷間など肥沃な土地を好

み､ 寿命も長く巨樹グループに属す落葉高木である｡

幹は､ 直立してそびえて多数の枝をだし､ 扇を半分開いたような樹形は優雅である｡

葉には柄があって互生し､ 卵形ないし卵状皮針形で先端は鋭形､ 基部は円形ないしやや心臓形

の左右不同で葉のふちにはきょ歯があり､ 若葉や黄葉が美しい｡

雌雄同株で､ 春､ 新葉とともに淡黄緑色の細い花を開く｡ おばなは数個づつ新枝の下部に集まっ

てつく｡ めばなは新枝の上部の葉腋に１個つき花柱は２分する｡

果実はゆがんだ平たい径４㎜ほどの球形で堅く､ 背面に稜角がある｡ 10月ころ灰褐色に熟し､

風が吹くと小枝をつけたまま飛ぶ｡

材は木目が美しく､ 狂いもなく､ 水湿に良く耐える優良材で､ 高級建築材や家具材､ 特に神社・

仏閣・漆器類の木地や民芸品等に利用される｡ 根元はちゃぶ台などに加工される｡

かつては､ 丸太の先を太くし､ 柄を握りやすく削って､ 味噌搗き用の竪杵 (たてぎね) を作る

のに重宝されていた｡

町内には､ 久代吉備津神社に､ 県下一の大きさとされる胸高幹周6.45�の巨樹のほか4.7m､
3.8mと大きなケヤキをはじめ､ 3.0�を超えるケヤキの巨木が三坂・川東・東城・粟田・帝釈未
渡・菅・森・小串と全域に多い｡

東城町大字川東字市頭 ｢市頭のケヤキ｣ (東城町大字川東 得能宣恵さん所有) は､ 国道182号

線のJR芸備線市頭踏切から新見方面へ約200�の左側､ 太山寺川と得納家の塀に挟まれた斜面に
ある｡ 以前は７本並んで育っていたが､ ６本は昭和18～19年ころ､ 船の部品をつくるために呉の

海軍へ供出することになって伐られ､ 幹が曲がり空洞があったため伐採を免れた１本のみ残って

広島県立大学論集 第８巻 第１号82

Prefectural University of Hiroshima

NII-Electronic Library Service



いる｡

現存する１本のケヤキは､ 根回幹周4.7､ 胸高幹周は4.3�あり､ 得納家の庭から眺めると､ 北
側に広い樹冠を拡げ､ 延亨４ (1747) 年に建てられた重厚・精緻な邸宅を一層引き立てている｡

電信線を張るために幹に巻かれたのか､ 大きな針金を食い込みながらも､ 平成３年９月の台風

第19号で損傷した部分は銅板で保護するなど大切に管理され健全に生育している｡

(14) 帝釈始終のコナラ・板井谷のコナラ (小楢)

コナラ (ブナ科コナラ属) は､ 北海道南部から九州にかけて広く分布する落葉高木で､ ホウソ

または単にナラ､ この地方ではホーソマキまたはマキとよんでいる｡

幹は直立して分枝し､ 枝は細く新枝ははじめ疎毛がある｡ 葉は有柄で互生し､ 倒卵形あるいは

倒卵状長楕円形で､ 先は鋭尖形､ 基部はくさび形あるいは円形､ ふちには尖ったきょ歯がある｡

雌雄同株で､ 開花は５月､ おばなの尾状花穂は新枝の下部から出て多数の黄褐色の小さな花を

つけてたれさがる｡ めすの花穂は新枝の上部の葉腋から出て短く､ １～２あるいは数個の花があ

り､ め花は総包につつまれていて､ 花柱は３個ある｡

堅果は楕円形あるいは円柱

状長楕円形で､ 長さ1.5～２

㎝位｡ 殻斗は皿状でふちは薄

く､ 外面に小さい鱗片が密に

ついている｡

材は､ 欧米ではコナラやオ

オナラの仲間はオークとよば

れ､ 最高の建具や家具材とし

て利用されている｡

日本では炭材や薪・椎茸の

原木としてよく利用されてき

たため､ 全国的に大木は少な

いとされているが､ 本町には､

ご神木として保存された２本

のコナラの巨樹があり､ ｢帝

釈始終のコナラ｣ は県下１位､

｢板井谷のコナラ｣ は２位の

大きさである｡

東城町大字帝釈始終字岩屋

ヶ谷の ｢帝釈始終のコナラ｣

(東城町大字帝釈未渡 大神

憲治さん所有) は､ 主要地方

道庄原東城線から同新市七曲

西城線に入って約２㎞､ 右下

の少し開けた谷間を見下ろす

山腹にあり､ コナラの樹下に
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は荒神社が祀られている｡

根回幹周10.8�､ 胸高幹周は7.4�､ 樹高は約30�あり､ 平成６年当時､ 全国的に知られてい
る最大のコナラが岐阜県指定の天然記念物で､ 目通り幹周が6.9�であることから ｢帝釈始終の

コナラ｣ が､ 日本一大きいコナラといわれ､ 平成６年２月28日､ 広島県の天然記念物に指定され

た｡

また､ このコナラの傍には胸高幹周2.85�のオオモミジがある｡
東城町大字小奴可字板井谷の ｢板井谷のコナラ｣ (東城町大字小奴可 比地原住恵さん所有)

は､ 国道314号線・小奴可地内から町道小奴可西線を経て同持丸線へ入り道後山の南山麓持丸へ

向かって約5.5㎞､ 町道と持丸川に挟まれた耳木たたら跡にある｡

根回幹周6.57�､ 胸高幹周は4.28�､ 樹高は約24�あり､ 昭和51年６月29日､ 広島県の天然記
念物に指定された｡

この木は､ 支幹の伸び方が壮大で見事な樹形であったが､ 平成14年10月の降雪によって多くの

支幹や樹下に祀られていた愛宕神社の祠が損傷した｡

この木の近くには､ 荒神社のご神木とされる胸高幹周4.39�のスギの巨木がある｡
樹齢約250年と推定されているこのコナラは､ 耳木たたらの防火の神として勧請された愛宕神

社のご神木として長い間大切に守られたため残っているものである｡

所有者はこの木をダブー視されていて､ 枯れ枝が落ちても決して燃料として使わず､ 川や土に

返されていたそうである｡ 戦後､ たびたび木材業者からのこの木を売ってほしいという話しもあっ

たが､ その都度断りつづけたものの､ 一度だけ ｢売ろうか｡｣ と､ 考え迷ったことがあるそうで

す｡

そのとき約２週間もの間､ 原因の分からない病気にかかり､ 拝んでもらったところ愛宕神社の

神さまが､ ｢私の家を売ってくれるな｡｣ と告げられたので､ お詫びをしたところ病気も治った｡

(『ふるさと小奴可』 23頁) という実話がある｡

(15) 市原の大こぶし・粟田末政のコブシ (拳 辛夷)

コブシ (モクレン科モクレン属) は､ 北海道から九州にかけて広く自生している落葉高木であ

る｡

コブシは､ 蕾が拳に似ているから名づけられたといわれ､ ほかにヤマアララギ・コブシハジカ

ミともよばれている｡ ヤマアララギは､ 山に生えて実に辛味があるから､ またコブシハジカミの

ハジカミは､ 山椒のことで辛味があるからとされている｡

幹は直立して分枝が多く､ 小枝は緑色で折ると香気がある｡ 長さ10㎝位の葉は互生し､ 広倒卵

形で､ 基部はせばまり先端は凸頭､ 下面は淡白緑色を帯びている｡ 若葉は有毛である｡

春､ 新芽が出るより早く小枝の先に１個咲く白色大型の花は香気がある｡ 花がすむと袋果をつ

けている花托は５㎝位に伸び､ いびつな長楕円形となって湾曲する｡ 10月頃､ 袋果が開裂すると

赤色の種子が白糸によってたれ下る｡

材は､ 灰白色ないし帯黄灰色でホオノキに似ているが､ ホオノキに比べて堅く､ 小物の器具材・

玩具・薪炭材に使われる｡

皮付き丸太は､ 茶室の床柱や軒の垂木等にも利用され､ コブシの炭は､ 金銀銅等の研磨用に用

いられる｡

東城町では､ コブシの純白で清らかな花が､ 清新で誠実を願う町民の気持ちを表すのにふさわ
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しいとして､ 昭和60年９月３日､ コブシを町の花として選定した｡

東城町大字内堀字市原の ｢市原の大こぶし｣ (東城町大字内堀 田口紀之さん所有) は､ 内堀

小学校の北約400�､ 林道竹森線と県道内堀備後八幡停車場線の交差点に近い､ 旧道と内堀川に
挟まれた傾斜地にある｡

根回幹周1.82�､ 胸高幹周1.75�の大きさで樹高は約15�あったが､ 平成３年９月､ 台風第19
号によって主幹を損傷した｡ 台風第19号は､ 中心付近の最大風速50m／sの非常に強い勢力で長

崎県に上陸し､ その後勢力がほとんど衰えないまま速い速度で北上し､ 全国に大きな被害をもた

らした｡ 東城町内でも家屋の全壊１戸・半壊３戸・山林の倒木67.4haの被害を生じた｡

この木は､ 昭和56年８月24日､ 東城天然記念物に指定されている｡

東城町大字粟田字中の谷の ｢粟田末政の大こぶし｣ (東城町大字粟田 大倉千之さん所有) は､

主要地方道足立東城線から町道下末政線を約400�上った右手の耕地を隔てた斜面にある｡
根回幹周1.9�､ 胸高幹周は1.65�で樹高20�のこのコブシは､ 平成３年12月24日､ 東城町の天
然記念物に指定されている｡

県内での自生は北部に限られ､ 最大は高野町新市円正寺の胸高幹周2.1�で､ ｢市原の大こぶし｣
は､ ２位の大きさである｡

コブシは､ ひと足早く春の訪れを告げることから､ 農作業などの目安にされることが多い｡ 東

北地方ではタウチザクラと呼ばれ､ コブシの咲くころに田打ちを始め､ イモウエバナといって里

芋の植付けの目安にしたり (栃木県)､ サツマイモの床出し時期の目安にする (鹿児島県) など､

全国的に開花の時期を農作業の指標とする風習がある｡

そのほか､ 味噌の仕込みもコブシの開花時期に会わせて行ない､ 長野県では ｢コブシの花時に

味噌煮りゃしくじりなし｣ の言葉もある｡

本町においても､ コブシの花が咲き出すと種籾を水に浸して種まきの準備をはじめ､ 全体に花

のよくつく年は豊作､ 花が上に向くときは雨が少なく下に向くときは雨が多いといわれ､ コブシ

の花の咲く時期を農作業の目安とし､ 咲き具合で豊凶や天候を占う風習があった｡

(16－１) 小奴可の要害桜 森湯谷のエドヒガンン (江戸彼岸)

エドヒガン (バラ科サクラ属) は､ 東日本のヒガンザクラという意味でエドヒガンまたはヒガ

シザクラ､ またこの地方では､ ウバヒガン・アズマヒガンともよばれ西日本から九州にかけて分

布している落葉高木である｡

エドヒガンは､ 寿命が長くて大木になるため､ 岐阜県の薄墨桜や盛岡市の石割桜､ 岡山県の醍

醐桜など名木が多い｡

小さい幹や小枝の表面はなめらかで､ 葉は長楕円形､ 先端は細長くとがり､ 基部は鋭形でふち

には鋭くとがったきょ歯があり､ 若葉にも成葉にも軟毛がある｡

花は４月､ 葉より早く散形状に淡紅色の花が咲く｡ 花柄は長くがくや花柱とともに毛でおおわ

れている｡ がくは筒状で下部がやや膨らみ上端で５裂する｡ 花弁は凹頭で水平に開く｡ おしべは

多数､ めしべは1本で夏に小豆粒くらいの実がなり紫黒色に熟すが渋い｡

材は, 堅く緻密なため建築材や家具材に重宝される｡ 浮世絵の版木や干し菓子の型どりにも用

いられた｡

県下で最も大きいのは､ 甲奴郡総領町の胸高幹周6.4�で､ ２位の ｢小奴可の要害桜｣ と３位

の ｢森湯谷のエドヒガン｣ は東城町にあり､ いずれも県の天然記念物に指定されている｡

中山間地域における都市農村交流の確立 (持田・久岡)
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東城町大字小奴可字要害の ｢小奴可の要害桜｣ (東城町大字小奴可 難波嘉久郎さん所有) は､

国道314号線・小奴可弓場地内から町道小奴可日野原線を約300mすすんで左折し､ 町道小出居棒

地線を約200m上った亀山城跡の一角にある｡ 地元では城跡の一角にあることから要害桜あるい

はこの花の咲くころを苗代をつくる目安としていたことから､ ナワシロザクラとよぶこともある｡

根回幹周6.55�､ 胸高幹周5.7m､ 樹高約17�と､ サクラとしては県下有数の巨樹となり､ 昭和
51年６月29日､ 広島県の天然記念物に指定された｡

地元では樹齢は約260年といわれている古木のため､ 樹幹に空洞ができていたが樹勢の回復の

ため､ 平成13年３月､ ウロをウレタン樹脂や発泡スチロールを混ぜたコンクリートで覆う外科的

治療が施され､ 支柱も設置された｡

亀山城は､ 平安末期の治承 (1177～1181) から元暦 (1184～1185) のころ､ 奴可入道西寂の居

城であったとされ､ 天然の小さな丘を利用して築かれた山城で､ 本丸以下段状になって郭が８箇

所残っている｡ 北方には深い空堀があり､ 南方にも浅い空堀や､ 迷路のような浅い溝がある｡ 西

方のふもとが居館跡と伝えられその一角に要害桜がある｡

東城町大字森字細谷の ｢森湯谷のエドヒガン｣ (東城町大字森 川上清さん所有) は､ 国道314

号線・森地内から町道小出居棒地線へ入り､ 約1.3㎞進み､ 左手の緩やかな坂道を70mほど登っ

た平地にある｡

根回幹周６�､ 胸高幹周5.06m､ 樹高は約32mに達するこのエドヒガンは､ 樹形が整い健全な
巨樹で､ 平成６年２月28日､ 広島県の天然記念物に指定され､ 地元の方達によって木柵やベンチ

が設けられ開花の時期には多くの人を迎えている｡

湯谷には､ ｢比の郷名､ 飯山に続たる所井飯の迫と申ヶ所茂あれ､ 飯谷ならんかと相尋申候処､

先年比処へ温泉湧出､ 田地障ニ相成､ 湯ノ口へあかば牛生なから堀埋候由､ 其所を湯田と申ス､

爾今牛神と号､ 麦・大豆を煮､ 糘ニ交､ 備之小柄杓にて水を三十三ばい祭来候由申候､ 当時温泉

無御座候｣ (『東城町史第２巻』 309頁 ｢奴可郡森村国郡志御用ニ付下調書出帳) との里諺がある｡

耕地を守るため､ 褐色和牛を埋めて湯が湧き出すのを止めたとされる飯の迫は､ ｢湯谷のエド

ヒガン｣ から北方へ約１㎞のところにある｡ ｢湯の口｣ 周辺の区画の小さい水田からは時折水泡

が湧き出ていて､ ｢湯の口｣ に積まれた石は蔦や雑草に覆われていたそうである｡

その ｢湯の口｣ も､ 昭和62年に完成した水田の区画整理事業によって整然とした水田になって

いるが､ この周辺の雪解けは早い｡

(16－２) 千鳥別尺のヤマザクラ (山桜)

ヤマザクラ (バラ科サクラ属) は､ 宮城・新潟県から九州の山地に自生する落葉高木で､ 吉野

山 (奈良県) や嵐山 (京都府) は､ ヤマザクラの名所として知られている｡

幹は直立して分枝し､ 灰色または暗褐色の樹皮には横にしまがある｡ 葉は長さ10㎝位の有柄で

互生し､ 倒卵形でふちには針状のきょ歯があり､ 上面は緑色､ 裏面は白味をおびた淡緑色である｡

花は４月頃､ 赤褐色の新葉とともにでて､ 花軸の短い散房花序または散形状の花序をつくって

淡紅白色の花をつける｡ 長さ約２㎝の花柄は細長く無毛､ 基部に小さい包葉がある｡

花軸は２㎝内外で､ 基部は鱗片で覆われている｡ 花が終わって小形の球形の核果を結び､ 紫黒

色に熟す｡

材は緻密で､ 家具材・床材・建築材などに利用される｡

県内では､ 府中市と佐伯郡能美町に4.4mのものが､ また近くでは油木八幡神社に3.2mのヤマ
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ザクラがある｡

東城町大字千鳥字別尺の ｢千鳥別尺のヤマザクラ｣ (東城町千鳥 白石秀一さんほか所有) は､

主要地方道下千鳥小奴可停車場線から町道千鳥西側線を入った耕地に接した丘にある｡

胸高幹周4.6m､ 樹高約27mと県内１の巨樹で老大木にもかかわらず､ 主幹が空洞化せず健全に

成育していることが貴重であり､ 平成６年２月28日､ 県下第１号として広島県天然記念物に指定

された｡

千鳥別尺地区では､ 平成６年 ｢千鳥別尺のヤマザクラ｣ を保護するため､ ｢千鳥別尺の山桜を

守る会｣ が設立された｡ 地区全世帯を会員とするこの会は､ ヤマザクラの周辺に柵を設け､ 見学

者による根系域の踏み固めを防ぐとともに､ 排水溝を掘削し樹木の保護を図る活動が展開されて

いる｡

一方､ 見学者の利便を高めるため､ 木製ベンチや駐車場・休憩所・トイレを設置し､ さらに開

花の時期には幟旗や手作りの道しるべを設け､ 売店では地域の特産品を販売し見学者に好評を得

るなど､ 地域ぐるみで保護と活用が図られている｡

売店の隅には､ ヤマザクラを守るための ｢カンパ箱｣ がさりげなく置かれている｡

(17) 子守神社のスギ・石神社のスギ (杉)

スギ (スギ科スギ属) は､ 北海道を除く全国各地に分布し､ また､ 材が建築用として古くから

重要視されたため植林の歴史も長く､ 品種は数百におよぶといわれ､ 人工林面積の約40％を占め

ている常緑高木である｡

スギは､ 幹が真っ直ぐに伸びることから直木 (スキ) とよばれていたものが､ スギに転化した､

また､ スクスクと立つ木の意味ともいわれている｡

幹は直立して枝や葉が密につき､ 葉は小形で鎌のような針形で､ らせん状に並んでいる｡

樹皮は､ 赤褐色で縦に裂け､ 薄く長く剥がれる｡ 雌雄同株で花は早春に開く｡ おばなは長さ６

～９㎜､ 直径３㎜位の小楕円形で枝の端に群生する｡ めばなは緑色の球形で小枝の端につく｡

球果は木質で卵状球形､ 長さ２～３㎝､ 包鱗と種鱗が中部まで融合し､ 包鱗の先端は三角でや

やそり返り､ 10月頃褐色に熟して裂開する｡

種子は種鱗の基部に２～５個つき､ 翼を持っている｡

材は､ 辺材・心材の区別が明瞭で､ 辺材は淡黄色､ 心材は淡紅色のものから黒褐色のものまで

ある｡

木目は通直で､ 肌目はやや粗く､ 加工が容易なことから用途が広い｡

建築材として柱・母屋・敷居・鴨居・垂木・根太等に使うほか､ 土木用材・電柱・下駄等用途

は広い｡ また､ 日本酒に香りをつけるため樽材としても欠かすことができない｡

葉は､ 粉にして線香の原料となり､ 日本酒の仕込みが始ったことを知らせるため醸造場の軒下

に吊るす杉玉の材料でもある｡

スギの巨樹・巨木は多く､ 県内では比婆郡西城町熊野神社の県下一とされる胸高幹周8.3�の
巨樹をはじめ､ 比婆郡高野町八幡神社などスギを中心とした社叢を形成しているころが多い｡

町内では､ 川鳥八幡神社・森白鬚神社・受原八幡神社・竹森八幡神社・帝釈山中山中国司神社

に巨樹・巨木が多い｡ また帝釈未渡宮内神社は､ 胸高幹周6.3�を最大とするスギとモミの巨木
で社叢を成している｡

東城町大字千鳥字穐常の ｢子守神社のスギ｣ (東城町大字千鳥 子守神社所有) は､ 主要地方
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道下千鳥小奴可停車場線・千鳥地内から町道千鳥西側線を経て至る子守神社の境内にある｡

このスギは､ 子守神社のご神木で､ 胸高幹周3.15m､ 樹高約35mの巨木である｡

子守神社には､ 乳種 (ちだね) を授ける風習があり､ 古くから幼児や母の守護神として信仰を

集め､ 近隣から多くの参拝者を集めていた｡

乳種は､ 子守神社の秋祭りにお供えする餅の一部を細長く丸めたもので､ お参りする妊産婦に

授けていた｡ 昭和20年ころ以降は､ 乳種を戴きにお参りする人も少なくなり､ 今では1戸の当家

が､ 乳種を作って近所の若い母親に配り､ 風習を継承している｡

東城町大字塩原字足尾谷の ｢石神社のスギ｣ (東城町大字塩原 石神社所有) は､ 県道内掘備

後八幡停車場線沿いにあり､ かつては胸高幹周3.8�・樹高35�の堂々としたご神木があったが､
倒壊して本殿を損傷するおそれが生じたため､ 平成13年春伐採され､ 今は胸高幹周3.0�の巨木
が本殿右前にそびえている｡

石神社には､ ｢石神明神は多飯山 (多飯が辻山) の峰から､ 今の社地より少し北に当たる平地

に飛び降りられた石体で､ この石は年々太っている｣ との記録がある｡

｢下り神 (おりがみ)｣ といわれる石体が飛び降りられたとされる平地は､ 石神社の北側を通

じる古路を約200�登った右手の雑木林の中にある｡
多飯が辻山 (1044�) に祀られている大仙神社は､ 塩原の多飯山医王寺の鎮守の社でもあり､
伯耆の大山寺直轄の御免拝所としての格式を持ち､ 近隣の大山信仰の中心であった｡

大山信仰では､ 毎年行われる大仙まつりとは別に不慮の死にあった牛馬の供養と現在飼ってい

る牛馬の安全・五穀豊穣・家内安全を祈念する大山供養田植えが行われる｡

この大山供養田植えは､ 大山小屋を作り､ 神仏混淆の祭式によって牛馬の供養とその安全を祈

願する大山信仰に基づくものである｡

代掻き達は花宿から繰り出す飾り牛を追いながら､ 牛追掛けを唄い､ 早乙女は石神社で田踊り

をおどり､ 唄いながら花田へと行進する｡ 飾り牛は大山下小屋を潜って代を掻き､ 早乙女はサゲ

棟梁の指揮の下で太鼓に合わせて苗を植えるもので､ この形式は､ 中世以来おこなわれていたと

思われる最も古い形を残しているとされている｡

この塩原に伝わる大山供養田植えは､ 昭和43年１月23日､ 広島県無形民俗文化財に､ 平成14年

２月12日､ 国の重要無形民族文化財に指定された｡

小奴可芸能保存会が中心となって地域総出で行われる４年に１度の大山供養田植えでは､ 早乙

女と太鼓で音頭をとる左下 (さげ) が古式ゆかしい田植えおどりを披露する｡

(18) 野組本山荒神のハク (柏)

イブキ (ヒノキ科ビャクシン属) は､ 福島県から南の山地や島・海岸に多く､ シンパク・カイ

ヅカイブキ・カマクライブキといわれるが､ この地方ではハクとよばれている｡

イブキは､ 伊吹山に多く生えていたため名づけられた伊吹柏槙を略したもの､ カマクライブキ

は､ 鎌倉に多く見られたことから名づけられたといわれている｡

幹は直立し､ 分枝が多くうっそうとした感じになる｡ 樹皮は赤褐色で縦に裂け目が入る｡ 葉は､

小鱗片状で交互に対生し密生する｡ 形は､ 丸い細紐のようなもの (普通形) とスギの葉のように

長針状のものとがある｡

雌雄異株で､ 花は４月に開く｡ おばなは楕円形で鱗片内に２つのやくをもち､ めばなは紫緑色

の厚質鱗片をもっている｡ 球果は鱗片の癒合した肉質の球形で､ 紫黒色に熟す｡
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材は､ 辺材・心材とも淡黄

褐色ないし褐色で､ その境は

不明瞭で材面に光沢がある｡

耐久性が高く､ 建築材 (造作

用)､ 器具材・土木材・細工

材として利用される｡

東城町大字川東字大仙山の

｢野組本山荒神のハク｣ (東城

町大字川東 多和敏雄さん所

有) は､ 国道182号線・川東

久松地内から町道中央公園線

を経て久松飛田野呂線を約2.

3�すすんだ野組本山荒神社
にある｡

北よりの祠は本山荒神､ 南

よりの祠には山の神が祀られ

ていて､ それぞれの祠の後ろ

に一本のイブキが植えられて

いる｡

本山荒神のご神木とされて

いるハクは､ 根周幹周3.4�､
胸高幹周3.35�､ 樹高約９�､
山の神のご神木は､ 根周り幹

周2.95�､ 胸高幹周2.35�､
樹高約９�､ いずれも県下有
数の大きさで､ 昭和44年６月

23日､ 東城町の天然記念物に指定されている｡

県内では､ 豊田群瀬戸田町の光明坊に胸高幹周4.4�の大きなイブキ (ビャクシン) がある｡
ご神木とされている樹木は多いが､ 祀られているのは荒神社が中心である｡

荒神は､ 屋内で祭られるときは火の神・竃の神・農耕神として､ 屋外では屋敷や地域・牛馬の

守護神として信仰されている｡

荒神祭りは地祭りともいわれ､ 主として５～20軒くらいの名 (みょう) 単位で秋の収穫後行な

われるところが多い｡

祭りの当日は､ 当屋になつた家へ戸主が集まり荒神さんをはじめ土公神さん (ロックウサン)

や水神さんなど家中の神さんを迎えて幣と御供えを供え､ 神官さんに拝んでもらう｡

お供えは､ 海の幸 (オカシラツキ・スルメ・コンブなど｡ オカシラツキは鯛が上等でイリコや

イワシで代用されることが多かった｡)､ 山の幸 (ニンジン・ダイコン・ナバなど)､ 米､ 塩 (カ

ワラケか小皿に盛って供える｡)､ 餅 (ヒラモチ) などで､ これらは当屋が準備する｡

祭りが終わると､ 直会が行なわれる｡ かつては､ お供えのお下がりなどで煮しめ・ナマス・シ

ロアエ・刺身・巻寿司・吸い物などを作りこれらを会席膳にのせて出していたが､ いまでは仕出
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屋から取り寄せることが多い｡ お供えのうち､ オカシラツキは､ 神官さんへ贈られ､ 餅は各戸で

分けて持ち帰り焼いて食べるのが一般的であった｡

(19) 帝釈始終荒神のヒイラギ・宇山のヒイラギ (柊 疼木)

ヒイラギ (モクセイ科モクセイ属) は､ 関東以西四国・九州に分布する常緑小高木で､ 山野に

自生しているほか庭園樹としてもよく植えられている｡

名は､ 葉の鋭い刺に触れると疼くことから疼木 (ひいらぎ) とよぶようになったといわれてい

る｡ また､ トゲ状の葉が鬼の目を突く､ としてオニノメツキ・オニサシ・オニオドシの別名があ

る｡

幹は直立してよく分枝し､ 葉も多い｡ 葉は対生し､ 卵形または長楕円形でふちには各側に１～

３個の先が刺状になった鋭いきょ歯があるが､ 老樹では刺がなくなる｡

雌雄異株で､ 秋､ 葉腋に花柄のある白色の小さな花を散形につけ良い香りがする｡ 雌樹ではめ

しべが発達して花柱も長く､ 楕円形の実を結び､ 核果は､ 翌年の６～７月頃黒紫色に熟す｡

材は､ 淡黄色で辺材と心材の区別がなく､ 木目が密で堅いため､ 櫛・印材・将棋の駒・コマ等

に加工される｡

神石郡豊松村と三次市山家町に胸高幹周2.1�の巨木があり､ 三次市のヒイラギは､ 広島県の
天然記念物に指定されている｡

東城町大字帝釈始終字名越の ｢帝釈始終荒神のヒイラギ｣ (東城町大字帝釈始終 田辺安人さ

ん所有) は､ 主要地方道庄原東城線から同新市七曲西城線 (西城方面) へ入って約２㎞､ 右手の

少し広がった谷間の所有者宅入り口にある｡

成長の遅い木でありながら､ 胸高幹周1.7�､ 樹高約５mの大木になったことが貴重であると
して､ 平成３年12月24日､ 東城町の天然記念物に指定されている｡

また､ この木の近くには､ 日本一大きいといわれている広島県天然記念物 ｢帝釈始終のコナラ｣

や､ コナラに圧倒されて大きさを感じさせないが､ 胸高幹周2.85�のオオモミジがある｡
東城町大字帝釈宇山字上谷の ｢宇山のヒイラギ｣ (東城町大字帝釈宇山 田辺晃男さん所有)

は､ 主要地方道庄原東城線・帝釈宇山地内から町道宇山双葉線へ入り､ 帝釈公民館宇山西分館か

ら川鳥方面へ約700�すすんだ左上の所有者宅入り口にある｡
地上0.8�での幹周2.4�､ 樹高約９�の大きさで､ 古い井戸の横にあり､ 水神の神木として崇
められている｡ この木は県内で最も大きく貴重であり､ 平成７年10月30日､ 東城町天然記念物に

指定されている｡

ヒイラギは､ 刺のある葉が邪気を追い払うと信じられ､ 屋敷の入り口や屋敷内によく植えられ

ている｡ また､ 節分の日に､ イワシの頭に刺すなどして戸口に飾る風習は今も続けられている家

が多い｡

(20) 聖神社のヒノキ (檜)

ヒノキ (ヒノキ科ヒノキ属) は､ 福島・岩手県以西から四国・九州にかけて分布する常緑高木

で､ スギより乾燥に耐えるので山地の中腹以上に多い｡

名は ｢火の木｣ で､ 昔､ 火切り板として火を起こすのに使ったことから名づけられたといわれ

ている｡

幹は直立分枝し､ 小枝を互生し平らになっている｡ 葉は緑色で小鱗片状､ 交互に対生し小枝や
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細枝を通して密着している｡ 樹皮は赤褐色で平らでなめらか､ 縦に裂け目が入って薄片となって

はげ落ちる｡

雌雄同株で４月頃開花する｡ 花は細かく細枝の先端につく｡ おばなは多数あり広楕円形で紫褐

色､ めばなは枝の梢につき球形で､ 球果はしばしば枝の上に群生してつき､ 直径１㎝位の木質で

褐色の球形をしている｡

種鱗はたて形で７～９個ある｡ 種子は鱗片の基部につき､ 秋､ 赤褐色に熟し裂開して種をこぼ

す｡

材は､ 辺材と心材の差が少なく淡黄白色ないし淡黄褐色で年輪が明瞭で､ 木目が少なく辺材は

細かく緻密である｡

加工が容易で光沢や芳香があって美しく､ 狂いが出にくく耐朽性が高いことから建築材として

最良といわれ､ 建物の柱・土台として､ また古くから城や神社仏閣の建築にはヒノキ材が選ばれ

た｡ 船舶材や彫刻材・器具材としても利用される｡ 樹皮は､ 桧皮葺きの材料となる｡

ヒノキもスギと同じように社叢を成しているものが多く､ 山縣郡大朝町八栄神社へは胸高幹周

6.1�の県下一の巨樹があり､ 千代田町の6.0�､ 大朝町の4.8�の巨樹とともに､ 広島県の天然記
念物に指定されている｡

町内では､ 川東 ｢聖神社のヒノキ｣ に匹敵する大きさのヒノキが五品嶽城跡にもある｡

東城町大字川東字橋上り ｢聖神社のヒノキ｣ (東城町大字川東 聖神社所有) は､ 国道182号線・

川東地内から町道日向線へ入り約200�すすんだ左手､ 聖神社の鳥居横にある｡
胸高幹周3.1�､ 樹高約20�のご神木をはじめ他にもヒノキの巨木があり､ 整然とした社に荘
厳さを加えている｡

ヒノキはスギとともに建築材として重宝され､ 戦後植林がすすめられてきた｡

東城町においても､ 森林面積25,136haのうち人工林面積は11,497ha (46.7％)､ その内ヒノキは

8,284ha (72.1％) を占めている｡

2002年の木材の国内生産量は約1,600万ｔ､ 輸入量は約7,200万ｔとなり､ 木材自給率は18.8％

にまで低下した｡ また一戸建て住宅に木造が占める割合も1970年では67.4％と３分の２を超えて

いたが､ 2002年では43.8％にまで低下するなど安価な外材のシェアが伸びてきた｡

しかし､ 住宅については近年になって､ 健康・癒し・環境意識の高まりから､ 食べ物の ｢地産

地消｣ と同様に､ その地域で生産された木材で作った家が長持ちし健康にも良いとされ､ シック

ハウス症候群などを背景に自然志向が高まり､ 同じ気候風土で育った木が注目されるようになっ

た｡

早くて安い代わりに､ どこに建てても変わらない規格化された工業製品の住宅に比べて､ 材料

からこだわり､ 建てる過程を楽しむ家造りの原点も見直されるようになった｡

国産材による住宅は高いといわれるものの､ 構造材が建築費に占める割合は２割程度であり､

地元材による住宅建築の需要は増加が期待されている｡

東城町でも平成13年３月､ 東城町森林組合が中心となって ｢備北の木で家をつくる会｣ が設立

された｡

木材の生産者や工務店､ 設計士など37会員で構成されるこの会は､ 健康で快適な住まいを地元

材を用い匠の技術で作って提供することをねらいにしている｡ そのため研修を重ね､ 木造住宅の

良さをアピールするパンフレットの作成・配布､ 新築住宅の見学会などさまざまな活動を展開し

てきた｡
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その結果､ 平成15年11月､ 念願であった町外で第１号となる東城産の木材を使った住宅が､ 広

島市東区へ東城の工務店によって建てられることになった｡

こうした機運が高まることにより地元材が見直され､ 売れないから森林を管理しない､ 管理し

ないから森林が荒れる悪循環が絶たれ､ おろそかになっている森林の４割を超える人工林の管理

がすすみ､ 森林の持つ多様な機能が発揮されることにつながることが期待されている｡

(21) 八面荒神社の大ふじ・磨利支神社の大ふじ (藤)

フジ (マメ科フジ属) は､ つる性の落葉低木で山野に自生している｡ フジには､ ノダフジとヤ

マフジがあり､ ノダフジは､ 本州から九州にかけて広く分布し､ ヤマフジは中部以西の山野に多

い｡

フジは､ 吹き散る､ の意味といわれ､ ノダフジのノダは､ 大阪の野田地方がフジの名所であっ

たことからよぶようになったといわれている｡

幹は著しく長く伸びて分枝し､ 近くの樹木に巻きつく｡ 葉は互生して有柄の奇数羽状複葉､ 葉

質はうすく両面に多少毛がある｡ ４月頃､ 紫色の蝶形の花をつけた総状花序をつくってたれ下が

る｡ 花が終わったら細い毛でおおわれた大きく円形で平らな種子 (豆果) を生じる｡

この地方では､ 皮が柔らかく強靭であることから､ ノダフジをモチフジとよび､ 皮を剥いで糸

を作ってふじ布を織ったり牛綱などを綯うのに利用されてきた｡ ノダフジは､ 左巻きに他の樹木

などに巻きついて成長するのでヤマフジと区分できる｡

県内では､ 広島市安佐北区白木町新宮神社に県の天然記念物に指定されている胸高幹周3.5�
のものが最も大きい｡

町内には町の天然記念物に指定されている２本のフジがある｡

東城町大字加谷字加谷原の ｢八面 (やつおもて) 荒神社の大ふじ｣ (東城町大字加谷 風早良

行さん所有) は､ 主要地方道下千鳥小奴可停車場線から分岐して広域営農団地農道を約500�入っ
た八面荒神社のエゾエノキの大木に巻きついている｡

このモチフジは､ 胸高幹周2.7�､ 樹高約15�､ 樹齢は約200年と推定され､ 昭和47年11月25日､
東城町の天然記念物に指定されている｡

東城町大字小奴可字要害の ｢摩利支神社の大ふじ｣ (東城町大字小奴可 石原秀希さん所有)

は､ 町道小奴可日野原西線から細い旧道を亀山城跡へ向かう道沿いにある｡

種類はモチフジで､ 胸高幹周2.35�､ 樹高約15�､ 摩利支神社の神木として古くから保存され､
昭和47年11月25日､ 東城町の天然記念物に指定されている古木である｡

摩利支神社は､ 建立後90年余りと日も浅く､ 社殿も約２�四方の小さな社ではあるが､ 摩利支
天が､ 武運障難の守護神・護国・農神として崇拝され､ 勝負に強いといわれることから､ 今でも

選挙の当選祈願や就職・合格祈願に参拝する人が多い｡

(22) 芝山のブナ (撫)

ブナ (ブナ科ブナ属) は､ 北海道南部から九州にわたって広く分布する落葉高木で､ ブナノキ・

シロブナ・ソバグリともよばれている｡ ブナの意味は定かでないが､ ソバグリのソバは､ 果実に

稜角 (そば) があることから名づけられたといわれている｡

ブナは､ ミズナラやコナラとともに､ 落葉樹林帯の優占種で､ 本州中部では標高1,000�付近
にブナ林を形成している｡
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県内では､ 山県郡芸北町の臥竜山と比婆郡西城町の比婆山によく残っていて､ 特に比婆山一帯

は､ ブナの純林として国の天然記念物に指定されている｡

幹は直立し､ 樹皮はなめらかで灰色である｡ 葉は２列生で互生し､ 長い毛のある柄があり､ 広

卵形あるいは菱状楕円形で左右が不同､ 先端は鋭形､ 基部はくさび形､ 葉のふちには波状のきょ

歯がある｡ 銅色の紅葉も美しい｡

雌雄同株で､ おばなの尾状花穂は長い柄があり､ 新枝の下部の葉腋から垂れ下り､ ５月ころ､

葉の展開と同時に多数の小さい黄色の花をつける｡ めすの花穂も新枝の葉腋からでて柄があり､

普通２個の花をつけ頭状で総包が花を包んでいる｡

堅果は３稜形で長さ1.5㎝位､ ２個づつが軟らかい刺のある殻斗に包まれていて､ 熟すと４裂

し甘い｡

材は､ 緻密でやや重硬なものの切削など加工は困難でなく､ 表面の仕上げも良いため器具や曲

げを利用した家具・床板などに利用される｡

東城町大字森字芝山の ｢芝山のブナ｣ (東城町大字森 財団法人八幡会所有)は､ 主要地方道東

城西城線・森地内から､ 町道天神線・林道芝山線を約４㎞すすんで至る大規模林道高尾小坂線の

切り取った斜面の山頂にある｡ 西城町高尾または東城町保田から大規模林道高尾小坂線を利用す

るのが便利である｡

芝山のブナは､ 飯山 (1009�) と谷を１つ隔てた芝山の標高約800�の場所に２本自生してい
る｡ 第１号は胸高幹周2.73�､ 第2号は2.82�で､ いずれも樹高は約25�あり､ 周囲のヒノキと枝
が交錯しているものの健全に生育している｡

ブナは､ タタラ製鉄と深い関わりをもつ樹木である｡

｢ブナ林に水筒いらず｣ といわれるように､ ブナの林は保水力が強く豊かな水が蓄えられてい

る｡ 砂鉄を含んだ土砂を流して､ 土砂と鉄の比重差を利用して鉄を取り出すカンナ流しに利用す

る大量の水を供給したのは､ 多くはブナの林であり､ 和鉄の精錬に必要な大量の木炭を生産する

ために伐採されたのもブナの林である｡

このブナは､ かつて発達していたブナ自然林の名残で､ 潜在自然植生の指標となり､ しかもブ

ナの分布する下限に近い位置でありながら大木に育っていることが貴重であるとして､ 平成２年

９月28日､ 東城町の天然記念物に指定された｡

所有者の財団法人八幡会は､ 昭和30年の合併で東城町が発足した際､ 旧八幡村の村有林を引き

継ぐために発足し､ 現在約360haの森林を管理し､ 診療所や集会所の建設をはじめ小中学校の整

備など地域に利益を還元している｡

しかし､ 最近の国産材の価格低迷によって伐採しても利益が少ないことに加えて地区住民がお

こなっていた森林の手入れが過疎・高齢化によって難しくなったため､ 従来の30～40年での伐採

を100～150年生の木に育てて伐採し出荷する試みを始めた｡

現在の１haあたり千数百本の密度を､ 間伐を繰り返して200～300本程度にし大径木を作ること

によってシンボルとしての山を後世に残すとともに､ 経済的にも採算のあう森林の経営を目指し

ている｡

試算では､ 現在の評価額約12億円が大径木の生産により50年後には約33億円に達すると試算さ

れている｡

(23) 大元のぼだいじゅ (菩提樹)
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ボダイジュ (シナノキ科シナノキ属) は､ 臨済宗を伝えた栄西が中国から持ち帰り､ 全国へ広

まったといわれている｡

釈迦がその下で悟りをひらいたとされる菩提樹はクワ科のインドボダイジュで､ この木とは異

なる｡ 熱帯産のインドボダイジュは､ 日本では育たないため代わりにシナノキ科のボダイジュが

寺院に植えられていることが多い｡

オオバボダイジュは､ 東北地方から北海道に分布する落葉高木で､ しばしば大木になり､ 小枝

には細かい毛が密に生えている｡

葉は有柄で互生し､ 長さ10～15㎝と大きい円形で先端は急にとがり､ 基部はななめに歪んだ心

臓形あるいは切り形で､ 葉のふちには大きなきょ歯があり､ 裏には細い毛が密生して白色に見え

る｡

小さい花は淡黄色で香りがある｡ 核果は球形で長さ１㎝位で５稜あり細かい黄褐色の毛が密生

している｡

材は､ 建築・器具・合板・マッチの軸木として用いられる｡

県内では､ 賀茂郡大和町の専徳寺に胸高幹周1.25�と0.9�のボダイジュがある｡
東城町大字帝釈未渡字雄神野呂の ｢大元のぼだいじゅ｣ (東城町大字帝釈未渡 村上龍昇さん

所有) は､ 主要地方道庄原東城線・帝釈未渡地内から町道帝釈市場線へ入り約500mすすんだ国

定公園帝釈峡の帝釈駐車場近くの道沿いにある｡

根回り1.69mのこの木は､ 地際で三本に分岐していたが､ 東の幹は枯れ､ 南と北の幹が残って

いる｡ 胸高幹周は､ 南幹0.87m､ 北幹1.06m､ 樹高は約20mあり､ 周囲の竹や雑木か幹や枝と交錯

しているものの､ 健全に生育している｡

主に北海道や東北地方に分布しているオオバボダイジュが､ 中国地方に自生していることが珍

しく学術的にも貴重であることから､ 昭和56年８月24日､ 東城町の天然記念物に指定されている｡

帝釈峡は､ 帝釈を最上流として延長約18㎞､ 東城町・神石町・油木町の3町にまたがり､ 帝釈

川が石灰岩を浸食して創り上げた峡谷の変化に富んだ､ 特に紅葉の美しい国定公園である｡

中でも帝釈駐車場から渓流に沿って緩やかな歩道を２㎞ほどすすんだところにあり､ 世界三大

天然橋ともいわれる全長90m・幅18m・厚さ24�・川床からの高さ40�の天然橋 ｢雄橋 (おんば

し)｣ は､ 国の天然記念物に指定され､ 学術上貴重であり､ 観光の中枢となっている｡

雄橋には､ 鬼神架橋の伝説がある｡

昔､ 未渡御神山 (889m) に､ 乱暴な陰陽二鬼神が棲んでいたという｡

この鬼神に村人がさんざん苦しめられるので､ 帝釈天が鬼神を呼び寄せて､ 神通力で一夜のう

ちに石橋を架けるように申し付けた｡ 陽鬼は雄橋・陰鬼は雌橋を造ることにし､ 競って築いたも

のの､ 雄橋は見事に山から山へと架け渡されていたが､ 雄橋から約２㎞下流にある雌橋は､ 片方

だけ山に架かった中途半端な形で残った､ というものである｡

帝釈峡谷をはじめこの地域には､ 鬼神が棲んでいたといわれる御神山をはじめ鬼の岩屋・鬼の

唐門や鬼の窓・鬼の供養塔・鬼の臼・鬼の腰掛岩・鬼の袂石・一駄岩・鬼の釜など鬼に関る名が

つけられた場所が多い｡

大正初期までは､ 人通りの多かった雄橋も､ 今では獣たちが通るのみである｡

(24) 小奴可見性寺のモミ (樅)

モミ (マツ科) は､ 日本全域の山地に分布する常緑高木で､ 一名サナギ､ 古くはモムノキまた
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オミノキともよばれている｡

幹は直立してそびえ､ 樹皮は黒味がかった灰色で粗雑である｡ 葉は密に互生し２列に並んでい

て､ 形は線形で若木での葉は鋭く尖った二又になっている｡

雌雄同株で６月頃開花する｡ おばなは前年の葉腋に生じ円柱形で黄色､ めばなは長卵状長楕円

形で上向いている｡

球果は直立した円柱状で､ 長さ10～15㎝幅３㎝位､ 包鱗は先が鋭く尖っていて褐色である｡ 種

子は倒卵状くさび形で長さ６～10㎜の長い翼をもっている｡

材は建築材として貫などの板材としてよく使われるほか､ 色が白く清浄な感じを与えることか

ら棺桶や卒塔婆にも利用されている｡

東城町大字小奴可字寺迫の ｢小奴可見性寺のモミ｣ (東城町大字小奴可 見性寺所有) は､ 主

要地方道下千鳥小奴可停車場線・小奴可地内から農道小奴可線を約500�進んだ円通山見性寺
(臨済宗東福寺派) の裏山にあり､ 胸高幹周4.12�､ 樹高は約25�､ 国道314号線からも他の樹木
に抜き出たモミの巨木を見ることができる｡

このほか町内には､ 森字天神山に胸高幹周4.4�のモミが､ また帝釈宇山には胸高幹周3.0�を
超えるものをはじめモミの樹林がある｡

県内では､ 口和町湯木の胸高幹周6.5�が最も大きく､ 単木では高野町の5.2�から6.0mの4本
が､ また三次市三和町 (4.0m) のモミを含む社叢が､ 県の天然記念物に指定されている｡

見性寺は､ 元は持丸三ケ国三ケ峰にあった長福寺を現在地に移し､ 享保２年２月､ 徳川八代将

軍吉宗公の命によって見性寺と改められたもので将軍代々の位牌や大守公代々の位牌が祀られて

いる｡

持丸集落は､ 道後山 (標高1,268.9�) の麓で､ 四方を山に囲まれ､ かつては辺境の代名詞とさ
れ､ 積雪が多く､ 地域の中心小奴可から5.5㎞～８㎞の､ 持丸川に沿って11戸の民家が点在する

静かな集落である｡

見性寺の前身長福寺は､ 持丸集落の奥まった東方､ 広島・鳥取・岡山の県境に位置する鳶の巣

山､ 別名三国山 (標高1,143.8�) の近くに古頃山など３つの峰があり､ その１つの峰の中腹に寺
ケ平とよばれるところがあることから､ ここに昔､ 寺があったと伝えられている｡

持丸には､ 山の神や天狗の話が多い｡

昔から､ 炭焼きや猟師などにとって山の神は荒ぶる神として最も恐れられてきた｡

明治の初め頃､ 近所に住む好助爺さん (明治21年没) は､ 持丸川の向かいの谷を通りかかり､

ふと見れば､ シデの大木の傍に蓑笠を着けた見たことのない老人が蹲踞しているのが見えた｡

そのうしろ姿を見たとたん好助爺さんはハッとするような荘厳な感じに全身をうたれ､ 思わず

合掌して深く頭を下げ､ そこを立ち去ったという､ 山の神に出会った話である｡

好助爺さんが山の神と出会った所は ｢山の神谷｣ と呼ばれ､ その谷を約250�遡ったところに
は ｢山の神｣ を祀る祠があり､ 近くに朽ちたシデの大木の根元が残り､ その周りを囲んで５本の

シデの木が朽ちた根元を守るように立っている｡

また､ 山の神の声を聞いたという話も残っている｡

昔､ 延宝８年のこと､ 道後山山頂付近に ｢ヌル岩｣ という高さ７m・幅６�・奥行き４�もの
大きな岩があった｡ この ｢ヌル岩｣ から約150�下った平地に､ 鉄穴流しの仕事場があった｡ ｢山
の神祀り｣ が終わった旧正月11日､ 仕事場の中では丁度昼飯で空時 (休み時) であった｡

突然大声で ｢空時 (あきどき) の者は､ 早よう逃げぃ！｣ と叫ぶ声が聞こえた｡ 驚いて外に飛
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び出すと巨大な岩が小屋の上を飛び越えて行った｡ 50�先に地鳴りを響かせて落ちた大岩は ｢ヌ
ル岩｣ が半分に割れて落ちて来たものだった｡ 外には誰もいない｡ ｢山の神｣ が大声で危険を知

らせた ｢山の神の声｣ だったのだという加三郎爺さん (昭和５年没) からの伝聞は､ 今も持丸の

人々に伝えられている｡

また､ 天狗にまつわる話もある｡

持丸橋左岸の屏風岩から上流約1.3㎞のところに ｢天狗岩岩塊群｣ とよばれている岩塊がある

が､ この間の空域は ｢天狗の通り道｣ との言い伝えがある｡

大正末期か昭和の初頭､ 駒太朗爺さんはこのあたりで白いものを纏って空から降り立った物を

目撃したといわれ､ さらに約50年ほど前には､ 深夜屋根が裂けんばかりの轟音を聞いたという話

もある｡

持丸では､ 山の神が蓑笠を着けて現れる話や山の神の声さらに天狗の飛ぶ轟音の話は､ 実際に

あった話として今も語り継がれている｡

(25) 大古屋の大もみじ (紅葉)

イロハモミジ (カエデ科カエデ属) は､ 福島・福井県から九州まで広く自生する落葉高木であ

る｡ 名は､ 葉の裂片をイロハニホヘトと7つ数えることから､ イロハモミジともよばれ､ 葉の形

が蛙の手に似ていることからタカオカエデとよぶようになったともいわれている｡

葉は対生し､ 円形掌状に５～７に深く裂け､ 基部は心臓形または切り取った心臓形で､ 若葉に

は軟らかい毛があるが成長とともに毛がなくなる｡ 葉柄は長くて毛はない｡

春､ 葉とともに暗紅色の小さな花を散状または複総状につける｡

材は､ オオモミジ同様炭材として利用するほか､ 板にしてちゃぶ台などに加工する｡

東城町大字内堀字大古屋の ｢大古屋の大もみじ｣ (東城町大字内堀 松原�之さんほか61名所
有)は､ 主要地方道下千鳥小奴可停車場線・内掘地内から町道八幡線または清水舎線を経て町道

大古屋線で約４㎞､ 大古屋谷たたら跡にある｡

｢大古屋の大もみじ｣ のうち､ 第１号といわれるものが､ イロハモミジで根回幹周3.0�､ 胸
高幹周2.5�､ 樹高約10�の巨木である｡
県内では､ 比婆郡高野町南八幡神社に県下一大きいとされる胸高幹周3.15�の巨木があり､

｢大古屋の大もみじ｣ はこれに次ぐ大きさである｡

オオモミジ (カエデ科カエデ属) は､ 北海道中部から本州・九州にかけて広く自生する落葉高

木である｡

イロハモミジの変種で､ 樹皮は灰褐色でなめらか､ 葉は大きく径10㎝ほどに達し､ 掌状に７ま

れに９つに裂け､ 基部は浅心形､ 裂片はイロハモミジより幅が広くやや膨らみ､ 先端は鋭くとがっ

ている｡

葉のふちには細い単きょ歯があり､ 両面とも無毛である｡ 花は､ ４～５月頃､ 横にはった当年

短枝の先に散房状の花序をつくりおばなと両性花をつける｡ 紅葉は､ やや黄色味がかるか黄葉す

ることもある｡

材は､ 硬質で建築材や板に挽いてちゃぶ台や工芸品の加工に使われる｡

県下で最大は､ 広島市東区安芸町の県緑化センターの胸高幹周3.9�で､ ｢大古屋の大もみじ｣
はこれに次ぐ大きさである｡

このほか町内では､ 帝釈始終に ｢大古屋の大もみじ｣ に匹敵するオオモミジの巨木が､ また三
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坂郷谷にはこれを超えるオオモミジがある｡

北側 (第２号) のオオモミジは､ 根回幹周3.0m､ 胸高幹周は2.8m､ 樹高は約10�あり､ 南側
(第１号) のイロハモミジとともに､ 昭和47年２月21日､ 東城町の天然記念物に指定されている｡

東城町特に北部地域は､ 良質な砂鉄を含む花崗岩地質が多く､ 広大な雑木林は木炭用材に富ん

でいたことから､ 真砂山を崩し､ 谷川から溜池に水を引き､ その水を放出して砂鉄を採取するタ

タラ流しや､ 砂鉄を木炭で精錬して銑 (づく) をつくる野ダタラが盛んにおこなわれてきた｡

製鉄遺跡のなかには､ 小規模な遺構とその立地から近世以前にさかのぼると考えられるものや､

大鍛冶を付設したもの､ 近代まで操業され大鍛冶滓で精錬したタタラ吹き製鉄の最終の姿をのこ

すものもある｡

これら製鉄遺跡は128箇所におよび､ 鉄穴流しの跡や燃料を生産した炭窯跡も多く存在すると

思われる｡

鉄山師はもとより､ カンナ場で山砂鉄を採取する者､ 川に流れ出た川砂鉄を採取する者､ タタ

ラ用木炭を生産する者､ 銑を運搬する者など鉄に関した賃仕事で地域は潤い､ したがって東城の

商家も栄えていたようである｡

大古屋たたらは､ 町の天然記念物に指定されている２本のモミジの木に挟まれた区域に山内の

施設が作られていた｡ 平坦地の西側大古屋川沿いに､ 直径が約12�と推定される高殿があり､ そ
の東には長さ約20m､ 幅約15mの石積みに囲まれた砂鉄等資材置き場が､ また高殿の南側にはス

ラグ山や鉄池が配置され､ 平坦地の東側の周囲を石垣で区画した20�×12�の平地は元小屋跡と
されている｡

元小屋は､ 梁行四間半 (約8.1m)､ 桁行八間 (14.4�) あり､ このほか山内小屋 (茅葺) 三軒､

炭入小屋一軒､ 折小屋一軒､ 水車場一箇所､ 物置小屋一ヶ所があり､ ここで作られた銑 (ずく)

は､ 馬を用いて横手道で千鳥を超え小串の野田 (田辺家) へ運ばれていた｡

この大古屋の２本の大モミジは､ このたたら場で働いていた老夫婦がタタラ場が閉鎖される記

念に植えたといわれ､ 地元では南側のイロハモミジを婆さんモミジ､ 北側のオオモミジを爺さん

モミジとよんで親しまれている｡
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