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SUMMARY

For some years from the beginning of this century, I studied the history of shrine forests while being 

involved in research meetings and the exhibition about shrines at the National Museum of Japanese 

History．During the time I gained many MS Word files which were text-data of the journal of Itsukushima 

Shrine for my research, but until now have not been able to make use of these materials that cover the 

period from the middle of the Meiji era to 1955．Having recently realized the importance of knowing the 

background to changes in the vegetation and landscape of the shrine forest since the Meiji era, I decided to 

examine changing conditions in the landscape of the wood of Itsukushima Shrine based on these materials.

The journal or logbook which was converted into fifty-six MS Word files contains more than two million 

Japanese characters in total．In order to understand the background of the changes in the wood behind the 

main hall of Itsukushima Shrine, I looked for descriptions that might be related to the changes by searching 

for keywords in the document files, mainly using a personal computer.

I found that various events affected or may have affected the vegetation and landscape of the shrine 

wood during about 70 years since the mid-Meiji period．In particular, various damages and felling of trees 

of the shrine caused significant changes in the vegetation and landscape in a short period of time．It was 

also revealed that Zelkova was the main species in the wood until the early Showa period.

In recent years, cedar trees have become more conspicuous in the shrine wood．This may be due to the 

fact that cedar trees were planted there in the past, as indicated by the description in the shrine logbook that 

cedar trees were planted somewhere in the precinct of the shrine in 1911．Another possibility is that cedar 

trees are growing naturally, some are in the gaps created by fallen trees in the shrine wood.
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厳島神社社叢の景観変遷の背景について
―主に明治中期から昭和30年の社務日誌から―

小　椋　純　一　OGURA Jun’ichi

　本稿執筆時点より 20 年ほども前になるが、今世
紀初頭頃から数年間、筆者は国立歴史民俗博物館の
神社についての研究や展示に関わることになり、神
社林の歴史について研究することになった。その際
に、テキストデータ化された厳島神社の社務日誌を
研究のために入手することができたが、その提供を
受けた頃、筆者は主に江戸時代以前の植生景観につ
いて他のいくつかの神社についても研究を進めてい
たため、明治中期から昭和 30 年（1955）までのこ
とを記したその社務日誌を活用する余裕がなかっ
た。その後は、主な研究テーマが変わったことによ
りそれを有効に使えない月日が長く続き、近年では
そのデータの提供を受けたことさえも忘れかけてい
た。
　しかし、最近になって明治以降の神社の植生景観
の変遷についても考える中で、忘れかけていたその
データ化された資料が自分のパソコンの中で眠って
いることに気づいた。明治中期から記されているそ
の日誌の最初の頃は何も記されていない日が少なく
なかったり、またテキストデータ化されたものには
字の判読ができていないところが目立つ部分もあっ

たりもする。しかし、明治後期以降は、簡単ではあ
るがほとんど欠くことなく日々の記録があり、そこ
には神社の木々についての記述もときどき見られ
る。そのため、それによって、その期間における神
社林の景観変遷の背景などを少なからず知ることが
できる可能性があると思われる。本稿では、主にそ
の記録をもとに、厳島神社の社叢がどのようにして
今日の姿になってきたかを考えてみたい。

１．厳島神社社叢変遷の概要について

　本題に入る前に厳島神社の社叢がどのように変
わってきたか、その概要について述べておきたい。
本稿で検討する厳島神社の社叢は、本殿の背後にあ
る後

うしろその

園と呼ばれる塀で囲まれた禁足地の樹林地で、
現在そこは常緑針葉樹のスギが目立つ植生景観と
なっている（写真１、写真２）。
　禁足地とされているその社叢の過去の姿について
は、古い写真や絵図類からある程度知ることができ
る。たとえば、写真３は大正初期１の絵葉書の写真
で、厳島神社本殿を中心に撮影したものである。そ

写真1　最近の厳島神社社叢のスギが目立つ植生景観
（2021年12月9日　筆者撮影）

写真2　最近の厳島神社平舞台から本殿方面
（2021年12月9日　筆者撮影）
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可能性のある大きな樹木が何本か見える。なお、本
殿背後中央近くに最も高く見える樹木は、その樹形
や枝振りからマツと思われる。
　一方、写真がまだあまり撮られることがなかった
明治期や、それより前の写真のない時代については、
厳島神社本殿付近を描いた絵図類が多く残されてお
り参考にすることができる。ただ、それらの絵図類
を時系列的に並べて過去の後園の植生景観を考えよ
うとすると、制作時期が近いと思われる絵図類の描
写に矛盾が見られることもよくあることから、それ
らの絵図類には写実性が疑われるものが少なくない
ことがわかる。それでも、江戸中期から明治期にか
けての絵図類では、後園には今日ほどスギが多くは
なく、広葉樹やマツが目立つ形で描かれているとい
う点は概して共通している。
　また、それらの絵図類の中には、同時代の図の比
較などから、資料性３がある程度確認できる図もあ
る。たとえば、図１は江戸後期の『厳島図会』４の
挿図の一つで、厳島神社本殿付近を中心に描いた図
である。また、図２はその右手部分（図１の長四角
部分）で、本殿と後園のあたりを拡大したものであ

の写真は、右手背後の山の部分は切り取られている
が、本殿背後の後園のあたりには、スギの可能性も
ある樹木もわずかに見えるとはいえ、全体的には何
らかの広葉樹やマツと見られる木々が中心であるよ
うに見える。そのような状態は、その後の大正後期
から昭和初頭頃と思われる絵葉書の写真でも大きく
は変わらない。写真４はその頃の写真で、冬季に撮
影されたためか、あるいは樹木が枯れているためか、
本殿背後の樹木には葉が落ちている木々が目立つ部
分があるが、それら葉がない木々は、その樹形から
広葉樹であることが確認できる。その写真にも、後
園のあたりには、スギの可能性のある樹木も少し見
られるが、葉が落ちている木も含めると、何らかの
広葉樹の割合が大きいように見える。
　しかし、その写真が撮影されてから 10 年から十
数年ほどを経た昭和 10 年代２に撮影されたと思わ
れる写真５は、写真４と同様に本殿背後に葉が落ち
ている木々が見えるが、そうした木々は写真４より
も大幅に減っている。一方、そのように消えた樹木
部分を除けば、そこには写真３よりも成長して大き
くなっている樹木をいくつも確認できる。その写真
の左右、本殿の屋根の外側には、後園ではないとこ
ろの樹木も写っているが、後園のあたりにはスギの

写真3　大正初期頃の厳島神社（平舞台から本殿方面）

写真5　昭和初期頃の厳島神社（同上）

写真4　大正後期から昭和初頭頃の厳島神社（同左）

図１　厳島神社本殿付近－その1　
　　　（『厳島図会』より：図2の範囲外は少し透明化している）
〔図1～4はすべて国立国会図書館デジタルコレクションより〕
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ない。また、江戸時代中期頃の絵師である海北友雪
筆『厳島真景図』には、今日の後園の場所には樹木
はわずかしか見えず、不明門かと思われる門の後方
には竹林が広く描かれている。
　なお、後園は戦国期の 1580 年代に、紅葉谷川か
らの大量の土石流の除去、地形の整理に伴い造成さ
れたと考えられる所であり６、それらの図から江戸
初期の頃、そこには目立った植生がまだなかった可
能性が高いと考えられる。

２．厳島神社社務日誌に見る社叢景観変遷の背景

（1）厳島神社社務日誌について
　本稿で検討する厳島神社の社務日誌は、上記のと
おり筆者が国立歴史民俗博物館の神社についての研
究や展示に関わっていたときに入手したもので、明
治中期から昭和 30 年（1955）までの日誌がテキス
トデータ化されたものである。それを入手した頃は、
他のいくつかの神社も含め、主に明治期よりも前の
植生景観を検討していたため、有効に使うことがで
きずにいたものである。
　そのデータは多くの Word 文書として作成されて
いる。そのレイアウトは A4 サイズで、上下左右の
各余白が 3cm または 3.5cm、MS 明朝 12 ポイント
のシンプルな文字で縦書き 1 段、1 ページに 1 行最
大 35 文字×最大 36 行でまとめられている。そこに
は社務日誌の文字のほかには、たとえば “54-001” の
ような整理番号、“【右上段】” などの記号や文書の位
置を示す記述、“【41-002 と同様なため省略】” など省
略を示す記号と記述、印の部分を示す “【印記】” と
いった記号と記述などがある。また判読できない文
字は■や□の記号で示されていたりする。
　その Word の文書ファイルは 30 のフォルダーの

る。そこに描かれた社叢の樹木のほとんどは広葉樹
であり、それらはいくつかの種類に描き分けられて
いる。針葉樹は、図の手前に見える塀の外側に向け
て少し傾いて描かれているやや大きなマツ１本のみ
である。なお後園の社叢の先には、マツが３本描か
れている。
　『厳島図会』には、厳島神社の本殿付近も含むや
や広域を描いた別の図もある。そこに描かれている
本殿付近（図３）でも、社叢のほとんどは図２と同
様に大きな広葉樹として描かれ、針葉樹は図の右手
の塀の近くに見える少し傾いたマツ１本のみであ
る。このように広域を描く図では、樹木数などの省
略は不可避とはいえ、図２と図３の社叢の描写に大
きな矛盾がないことから、これらの図は江戸後期、
天保年間の厳島神社社叢の植生景観をよく反映して
描かれている可能性が高いと考えられる。
　一方、江戸初期の絵図類には、今日の後園の部分
に植生が描かれていない。図４は、『安芸国厳嶋勝
景図附記事』５中の図の一部であるが、それもその
ような図の一つである。その図では、今日の後園の
場所の後方に小さな竹林や何本かのマツが描かれて
いるが、後園の部分には植生がまったく描かれてい

図2　図1の長四角部分の拡大図

図4　厳島神社本殿付近－その3（『安芸国厳嶋勝景図附記事』より）

図3　厳島神社本殿付近－その2
　　　（『厳島図会』より：図1とは別の挿図の一部）
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（2）社叢景観変化と関係する可能性がある社務日
誌の記述

　明治中期から昭和 30 年にかけて記されたその日
誌には、厳島神社社叢変遷の理由が分かる記述も含
まれている可能性がある。その記述を探すために、
筆者は主にパソコンの検索機能を利用した。パソコ
ンの検索機能には、ファイル内の文字を検索する機
能もあり、そのために Windows10 の「エクスプロー
ラー」と JUSTSYSTEMS の「JS ファイル検索ツー
ル」を利用した。
　検索のために使用した主なキーワードは、“後園”、
“後殿”、“齋垣”、“本社裏”、“神林”、“神地”、“森林”、
“倒”、“枯損”、“伐採”、“欅”、“楠”、“松”、“杉”、“樅”
である。そのうち、“後園” （6）、“後殿” （3）、“齋垣”

（1）など、検索結果数（括弧内の数字）が少ないも
のもあるが、“松” （55）や“杉” （39）など、多くの
検索結果が出るものもある。多くの検索結果が出る
ものについては、たとえば“杉”の場合は「杉本」と
か「杉山」などの人名（姓）が多く、また「杉ノ浦」
といった地名や厳島神社本殿の西方約500ｍのとこ
ろにある厳島神社摂社大元神社境内の杉についての
記述も少なくない。そうした検索で見つかる社務日
誌の記述をその内容から判断することにより、a）
後園の社叢の植生景観に関する記述、b）後園の社
叢の植生景観に関する可能性が否定できない記述、
c）後園の社叢とは直接関係ないが参考になる記
述・・・に分類し、厳島神社後園の社叢景観変遷の
背景について考えてみたい。

a）後園の社叢の植生景観に関する記述
　以下は、厳島神社後園の社叢の植生景観に関して
記されていることが明確にわかるものと、前後の記
述などからその可能性が高いと考えられる社務日誌
の記述で、古いものから年代順に並べたものである。
　

【大正三年（1914）】
六月二十九日
本社裏斎垣内ノ樅木二本杉二本及欅古株ニ白蟻
ノ付キ居ル事ヲ発見セリ
　
七月二十四日
本社裏齋垣内、白蟻発生ノ樹木ニ白蟻駆除剤テ
ルミトールヲ施ス
　
九月十四日
夜来北風強ク朝ニ至リテ暴風雨トナリ午前十一

中に計 56 作成されており、そのデータ量は全体で
24.4MB である。そのうち、最も小さなファイルが
157KB（ 約 2 万 文 字 ）、 最 も 大 き な フ ァ イ ル が
910KB（約 6 万 7000 文字）である。明治から大正
初頭頃の社務日誌は 250KB 前後のファイルサイズ
のものが多いが、大正 4 年頃以降のものは 500KB
を超えるものも多い。ファイルサイズと文字数の関
係は単純ではないが、その日誌の平均のファイルサ
イズが約 436KB であり、そのサイズとほぼ同じサ
イズのファイル（No.27：435KB）の文字数が約 3
万 9000 文字であることなどから、全部で約 220 万
文字、整理番号や “【印記】” など、元の社務日誌に
ない文字等を除いても、全体で 200 万文字前後以上
の情報と考えられる。
　その１番目のファイルの最初には、整理番号 “01-
001” の後に “ 明治九年十月ヨリ十年十二月迄 ” とあ
り、その下に “ 日誌 ” の文字は記されているが、日
誌の内容は何も記されていない。日誌の内容が最初
に記されているのは明治 17 年 7 月 1 日の日誌で、
その日の記述は下記の通りである。
　

宿直日誌
　  　　厳島神社
　　　 　　社務所

一日　快晴　　　　當直了村一
　　　　　　　副　卯三郎
午前第九時神饌奉■人■
権宮司元延禰宜信文権禰宜肇
同勇造主典貞勝同千種■■■
■卯三郎善助奏楽清見縑
三浦塩治■■病引
勇造頼入■■帰郷

　
　その次の日誌は 9 月 2 日に記されており、以後お
おむね連続的な記載が見られるようになるとはい
え、日誌が記されていない日があったり、記されて
いても日付と当番者の名前だけしかなかったりする
日も少なからず見られる。大正初期頃からは、日誌
が記されていない日はほとんどなくなり、“ 記事ナ
シ ” とされる日も少なくなってゆく。そのデータ化
された日誌の最終年月日は、昭和 30 年（1955）12
月 31 日（土曜日）である。全体的に日々の記録が
簡潔に記されているその日誌は、1 日分の記述が多
い場合でも通常 250 字前後までにまとめられてい
る。
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一、  野坂祢宜昨夕ノ顛倒木ノ件ニツキ本県庁ヘ
出張

一、  右ニツキ山崎県□末社実地検分セラル、菊
池宮司以下本職員一同再出勤

一、  午后室町山本両掃除夫ニ命ジ後園内枯枝等
ノ方附ヲナサシム

八月十二日
一、引続キ顛倒木ノ処分セシム

十一月五日
玖波町小城六右衛門浅原村佐々木節奉納ノ欅

（六本）後園ニ植付ス

【昭和三年（1928）】
三月十四日
午前十時頃本県地方技師三戸章造本県山林会技
手世木利雄両氏御本社裏神林中欅樹一部伐採検
分ノタメ来社

【昭和五年（1930）】
二月二十一日
御本社裏欅楠幹一部伐落ニ着手ス

【昭和十七年（1942）】
十二月三日
小川主典堀本看守指揮ニ依リ御本社裏立木ノ障
害枝伐採

【昭和二十九年（1954）】
二月二日
佐賀県平田太郎氏夫妻来社　祈祷の後楠苗木

（後園の）受領

九月二十六日
台風第十五号来襲のため高潮浸水非常太鼓によ
り危険を通報す・・・（中略）・・・突風のため
後園襷倒壊、ために新門大破し能舞台修理工事
のための素屋根トタン板は全部飛散する

　以上、厳島神社後園の社叢の植生景観に関して記
されていると考えられる社務日誌の記述は多くはな
いが、それらの記述中、厳島神社後園の社叢の植生
景観にとくに大きな影響を与えたこととして、その
社叢の樹木の折損・倒木があったと考えられる。そ
れについては、大正 3 年（1914）9 月 14 日、大正 9

時頃ヨリ西ノ暴風ト変ジ正午本社裏齋垣内欅大
枝風折北門ニ墜落シ屋根ニ少シ損害アリタリ其
ノ他ニハ風害無シ。
　

【大正九年（1920）】
十二月七日
夕方ヨリ西ノ風ヤヤ強カリシガ午後七時過ヨリ
暴風雨トナリタルヲ以テ宿直ノ野坂禰宜宮永所
ノ両主典福田八津島藤井ノ雇員等ト共ニ案内者
御用大工等ヲ招集シ警戒ニツトメタリ午后十時
風力漸ク衰タルヲ以テ一同退散セリ
西松原ノ松□後殿ノ樅折損セルヲ認メタルモ暗
陰ニシテ不詳

十二月八日
早旦ヨリ昨夜暴風雨ノ被害ヲ調査シ本県ヘ報告
セリ其ノ被害大略門客人社両殿共屋根檜皮一部
剥脱後殿樅大枝二本西松原松ノ大枝何レモ折損

【大正十年（1921）】
二月九日
本社後殿欅及樅危険木、枝及幹ノ上部伐採ヲ
佐々木春吉ニ命ス（記号等一部略）

【大正十五年（1926）】
五月十六日
午前零時□殿欅□□シ□タルモノ俄ニ倒シカカ
リ松一本ヲ併セ□シ本殿ノ棟及屋根ヲ破壊ス、
宮西ヲ招キ□分方ヲ命ズ玉垣ハ不□門ヨリ東側
全部倒壊セリ

六月十五日火曜日
午后一時ヨリ顛倒欅及杉材払下入札ヲ行フ
欅ノ方ハ去ル八日入札執行ノ時ヨリ□低キニヨ
リ大体ニ於テ□□契約ヲ執ルコトトシ、杉材ノ
ミ落札

【昭和二年（1927）】
八月十日
午后九時御本社裏森林内ノ欅（目通一丈二尺）
外ニ欅一本桜一本杉三本折損宝物館大手堀
三十一尺同事務所二坪及後園玉垣十二尺破損右
ニツキ菊池宮司以下職員出社

八月十一日
一、樵夫三人ヲシテ昨夜ノ顛倒木ノ処分ヲセシム
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を除けば、モミだけである７。
　なお、昭和 2 年（1927）のケヤキの大木の折損に
ついては、その状況が日誌の記述だけでは詳しくわ
からないところがある。社務日誌からは、そのとき
には、その一部あるいはすべてが後園とは違う場所
にあった可能性もある別のケヤキ１本、サクラ１本、
スギ３本の折損もあり、その被害があった翌日に樵
夫三人でその木々を処分したこと、同日午後に二人
の掃除夫が後園内の枯枝等の片付けをしたこと、ま
たその翌日も顛倒木の処分がおこなわれたことがわ
かるが、今日のようにチェーンソーなどを使って大
きな樹木の処理などが迅速にできる時代ではなかっ
たことから、その後園内のケヤキは全面的に倒れた
ものではなく、大きな樹木の部分的折損であった可
能性も考えられる。いずれにせよ、その年の 11 月
5 日には奉納されたケヤキが後園に 6 本植付けられ
ていることから、仮に全面的に倒れていなかったと
しても、大きな折損によって、そのケヤキのあたり
には大きなギャップ８ができていたものと考えられ
る。
　一方、厳島神社の社務日誌からは、後園の社叢に
あった樹木の伐採についての記述も散見される。大
正 10 年（1921）2 月 9 日の日誌からは、後園と考
えられる本社後殿にあった危険木９のケヤキとモミ
の枝と幹の上部の伐採が命ぜられたことがわかる。
また、昭和 3 年（1928）3 月 14 日の日誌からは、
その日の朝に本殿裏の神林（後園）のケヤキの一部
伐採検分のために、広島県の技師と広島県山林会の
技手の 2 名の来訪があったことがわかる。また、昭
和 5 年（1930）2 月 21 日の日誌から、後園と思わ
れる本社裏のケヤキとクスノキの幹の一部を伐り落
とす作業が始められたことがわかる。また、昭和
17 年（1942）12 月 3 日の日誌には、やはり後園と
思われる本社裏の樹木の障害枝が伐採されたことが
記されている。そのとき枝が伐られた樹種は不明で
あるが、後園の社叢にあった樹木の枝や幹の伐採に
ついても、その対象となった主な樹種はケヤキであ
り、それ以外に確認できる樹種はモミとクスノキで
ある。
　その他、厳島神社後園の社叢の植生景観について
の重要な社務日誌の記述として、植樹に関すること
がある。昭和 2 年（1927）11 月 5 日に、後園に 6
本のケヤキが植えられたことは先にも記した通りで
あるが、昭和 29 年（1954）2 月 2 日の日誌には、「楠
苗木（後園の）受領」との記述があり、その記述か
らはその後そのクスノキの苗木が後園に植えられた

年（1920）12 月 7 日、同年 12 月 8 日、大正 15 年（1926）
5 月 16 日、昭和 2 年（1927）8 月 10 日、同年 8 月
11 日、同年 8 月 12 日、昭和 29 年（1954）9 月 26
日の日誌に記されている。
　そのうち最も古い大正 3 年（1914）9 月 14 日の
日誌によると、前日夜からの強風が当日の朝には暴
風雨となり、それによって正午に本社裏齋垣内（後
園）のケヤキの大枝が折れ、北門に落ちて屋根に少
し損害があった。その６年後の大正 9 年（1920）12
月 7 日の日誌には、夕方からやや強くなっていた風
が午後７時過ぎからは暴風雨となり、夜のため詳細
不明ながら、その影響で後殿（後園）のモミが折損
していることが分かったことが記されている。その
翌日（12 月 8 日）の日誌には、早朝から前夜の暴
風雨の被害を調査し、後殿についてはモミの大枝が
２本折損していることが確認されたことが記されて
いる。また、その６年後、大正 15 年（1926）5 月
16 日の日誌は読解不明文字が少なくないが、読む
ことのできる部分からは、午前零時頃に後園のケヤ
キがにわかに倒れ、それとともにマツも１本倒れた
こと、またそれにより本殿の棟と屋根が破壊された
こと、また後園の玉垣にも大きな被害があったこと
がわかる。
　その後、昭和 2 年（1927）8 月 10 日の日誌には、
午後９時に本社裏森林（後園）の目通周囲 1 丈 2 尺

（約 364cm: 目通直径約 116cm）という大きなケヤ
キのほかにケヤキ１本、サクラ１本、スギ３本の折
損があり、宝物館大手堀、同事務所、後園玉垣のそ
れぞれ一部が破損したことなどが記されている。ま
た、その翌日の 8 月 11 日の日誌には、樵夫 3 人で
前夜の顛倒木を処分したこと、午後に二人の掃除夫
に命じて後園内の枯枝等の片付けをしたことなどが
記されている。その翌日（8 月 12 日）の日誌からは、
その日も顛倒木の処理が続いたことが確認できる。
後園の樹木の折損や倒木と明確にわかる記述は、そ
の後 30 年近く見られないが、昭和 29 年（1954）9
月 26 日の日誌には、台風 15 号の突風により後園の
ケヤキが倒壊して新門が大破したことなどが記され
ている。
　このように、明治中期以降、社務日誌の最後の記
述が確認できる昭和 30 年（1954）の間には、何度
も後園の樹木の折損・倒木があり、それによってし
ばしば神社の建物や垣などに被害があったことがわ
かるが、その後園で折損・倒木した樹種はケヤキが
ほとんどであった。ケヤキ以外の樹種として明確な
のは、ケヤキが倒れた際に巻き込まれて倒れたマツ
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七月十四日
午前十時境内枯損木競争入札執行落札者亀井万
吉

十月二十一日
午前七時福岡県京都郡白川村坂本直平氏来社公
孫樹ノ苗五本献納

【昭和五年（1930）】
四月二十八日
午前十時欅樹競争入札執行落札者当町榊田利吉

【昭和六年（1931）】
一月二十八日水曜
午前十一時頃吉田県属予テ申請中ノ境内枯損木
検分ノタメ来社

四月二十五日土曜
小川主典田中守衛同行境内枯損木調査

【昭和十九年（1944）】
九月十七日
暴風雨
一、  午后一時頃ヨリ颱風襲来同三時頃□ニル御

本社裏御社ノ□及杉道路上ニ顛倒セルハ警
防団ノ援助ニヨリ道路一面ハ片付ヲナス五
時頃□々□勤務奉仕ヲ行ヒタル職員午后六
時退散ス

一、  在島中ノ農兵隊被害木ノ取片付ヲ援助ヲナス

【昭和二十二年（1947）】
二月一日
午后二時ヨリ欅入札執行　立会者福田松本、両
総代神社ヨリ

三月三日
午后二時欅楓、松丸太、欅根、松根等ノ払下入
札執行、川口総代立会　午后三時二十分終了

【昭和二十三年（1948）】
七月七日
午后一時より不用木材杉、欅□公入札を行ひこ
れを売却す川口総代はこの入札に総代を代表し
て立会す

【昭和二十六年（1951）】

可能性が考えられる。ただ、データ化された日誌の
最後、昭和 30 年（1955）の年末までに、そのクス
ノキの苗木が実際に後園に植えられたことを示す記
述は確認することができない。
　その他、後園の社叢の植生に関する記述として、
大正 3 年（1914）6 月 29 日に後園内のモミ 2 本，
スギ 2 本、ケヤキの古株にシロアリが付いているの
が見つかり、翌月 7 月 24 日にはシロアリが発生し
ている樹木に駆除剤が施されたというものがある。
6 月 29 日の日誌には、能衣装庫のシロアリ駆除に
着手したところ、庫内全体に渡り被害があることが
見つかり、被害が甚だしい箇所では用材を取り替え
ることになったことが記されていることから、後園
の樹木のシロアリ被害は、そのついでに見つかった
ということかもしれない。なお、その大正 3 年の日
誌に記されたケヤキの古株は、その後折損・顛倒と
いうことで記されることになる樹木の可能性が小さ
くないように思われる。
　
b）後園の社叢の植生景観に関する可能性が否定で
きない記述

　以下は、後園の社叢のこととして記されているも
のではないが、その植生景観に関係する可能性が否
定できない社務日誌の記述である。
　

【明治四十四年（1911）】
十二月十一日
□□ハ井上神社局長ヨリ神地へ杉苗三百本寄附
ニ付其植付方ニ□テナリ
其植付人員左ノ如シ（以下略：当郡水田村長ほ
か四名の名前あり）

【大正七年（1918）】
九月十六日
松枯損木払下入札執行田中房吉ニ落札ス

【大正十五年日誌（1926）】
五月五日
山口県那珂郡河山村石高千代吉氏松苗木五十一
本寄附

【昭和三年（1928）】
二月三日
午前十時境内枯損木競争入札ニ付ス
落札者　宮西松次郎
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クスノキは光条件の悪い樹林下ではうまく育たない
ため、光条件が良くない後園の樹林下にそれが植え
られた場合には枯死した可能性が高いと思われる。
ただ、昭和 29 年（1954）には後園のケヤキが倒れ
ていることから、それによってできたギャップに植
えられていたりすると、それが育っている可能性も
考えられる。
　上記社務日誌の記述内容で苗木の寄付とともに多
いこととして、樹木の入札 11 がある。それに関し
て記されている樹木の多くは後園のものでない可能
性が大きいように思われるが、昭和 5 年（1930）4
月 28 日に競争入札されたケヤキについては、時期
的に同年 2 月に幹の一部が伐り落とされたケヤキで
ある可能性もあるように思われる。入札の対象と
なった樹種も、上述の折損・倒木や伐採の場合と同
様、ケヤキが最も多く、その他の樹種として、カエ
デ、マツ、スギがあったことが確認できる。
　なお、昭和 19 年（1944）9 月 17 日に台風の暴風
雨で倒れた本殿裏のスギともう 1 本の木について
は、それが道路上に倒れながら、それによる後園の
塀などへの被害が記されていないことから、それら
は後園の樹木でない可能性が高いように思われる。
　
c）後園の社叢とは直接関係ないが参考になる記述
　以下は、後園の社叢とは直接関係ないが、後園の
社叢も含む厳島神社の植生景観を考える上で参考に
なる日誌の記述の一部である。

【大正七年（1918）】
八月二十七日土曜日
境内御垣原松老樹ニ付テ枯朽処今早朝折様傾倒
セルニヨリ伐採セリ

【昭和三年（1928）】
十月三十日
東宮殿下行啓記念御播種黒松苗二本配布セラレ
タルニ付旧宝物館地内ニ仮植ス

十月三十一日
当町青年団ヨリ御播種黒松苗境内ニ植付ヲ願出
タルニ付許可シ斎館前斜面ニ植付ス

【昭和九年（1934）】
五月二十七日
楠公会ヨリ奉献ノ楠苗木五日市駅到着ノ旨ニテ
引取方ノ件電話（宮島駅ヨリ）アリ

三月十四日
玖波町役場主事中村直助氏楠苗木百本受領のた
め来社・・・（中略）・・・楠苗木を大野の苗圃
並橘山に植えた

　以上の社務日誌の記述は、厳島神社後園の社叢の
植生景観と関係ないかもしれないが、その可能性を
完全に否定しきれないと思われるものである。それ
らの記述内容は主に２つに分けることができる。
　その一つは、苗木の寄付についてである。社務日
誌のからは、国や個人などからスギやマツなどの苗
木が多数寄付されたことがわかる。その苗木の樹種、
本数、寄付者、寄付年を年代順に〔 〕内に収めて
記すと以下の通りである。
　〔スギ、300 本、国（神社局）、明治 44 年（1911）〕
　〔イチョウ、5 本、個人、大正 7 年（1918）〕
　〔マツ、51 本、個人、大正 15 年（1926）〕
　〔クスノキ、100 本、地方自治体（広島県玖波町）、
昭和 26 年（1951）〕
　そのうち、スギについては「神地」への寄付と記
されている。その「神地」について、2021 年３月、
厳島神社に電話で問い合わせたところ、それは境内
地を意味し、そこには後園も含まれるとのことで
あった。そのため、そのスギの苗木が後園に植えら
れた可能性もあると思われる。ただ、上記のように
ケヤキの折損・倒木により大きなギャップができた
後にケヤキが植えられた場合とは異なり、明治後期
の社務日誌の記述や後園の社叢も描いた当時の絵図
などから、その頃、樹木の苗を植えるのに適した場
所は後園にはなかった可能性が小さくないように思
われる。とはいえ、その寄付者が神社局ということ
もあり、決して適地ではなくても、大きな樹木が多
い社叢の樹木の間に植えられたかもしれない。
　なお、スギが発芽し、ある程度の大きさまで成長
するには、水分とともに適度な光が必要であるが、
苗木程度の大きさまでに育ったものは、光条件があ
まり良くない森林下でも、成長は良くないといえ枯
れずに育つことが多い 10 ため、近年目立つようになっ
てきている後園のスギの一部またはその多くがその
ときに植えられたものである可能性も考えられる。
　スギ以外の樹種で移植先が記されている樹種とし
てはクスノキがある。社務日誌から、その苗木 100
本が「大野の苗圃」と「橘山」に植えられたことが
わかる。「大野の苗圃」に植えられたものが、その
後どこに植えられたかはわからないが、後園に植え
られた可能性も考えられる。ただ、スギと異なり、
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ケヤキの大木は、目通り直径が 1.2 ｍほどもある大
きなものであったが、その枝や幹が折れたり伐られ
たりして姿を消すことになった。ちなみに、2018
年 7 月 23 日に通路側から見える範囲で調べたとい
う“「厳島神社（社叢）」の植物リスト”12 には、ア
ラカシやクスノキやスギやムクノキやヤブニッケイ
などの高木の名は挙げられているが、ケヤキの名は
見えない。ただ、2021 年 12 月 9 日から 10 日にか
けて筆者がその社叢近くから確認したところ、数は
少なくさほど大きな木ではないが、社叢後方にケヤ
キがあることがわかった。
　一方、近年後園の社叢にはスギが目立つように
なってきているが、それは倒木などにより消えてゆ
く木がある中で、かつて植えられたスギが成長して
きているためかもしれない。社務日誌の記述から、
スギがその社叢に植えられたことは明確に確認でき
ないが、明治 44 年（1911）に厳島神社境内には
300 本のスギが植えられていることから、その一部
が植えられて成長している可能性も考えられる。な
お、2021 年３月に厳島神社後園の植生にも詳しい
その神社職員への電話での問い合わせによると、後
園のスギは植えたものかどうかは分からないとのこ
とであった。
　また、その社叢の植生景観が近年ではスギが主体
となってきている別の理由の可能性として、その地
で自生のスギが大きく成長してきていることが考え
られる。スギの発芽・成長には水分とともに、適度
な光が重要であるが、社叢中のケヤキなどの折損・
倒木あるいは伐採によりできたギャップはスギの実
生の発生・成長がしやすいところでもある。社務日
誌から唯一後園への植樹が確認できるケヤキ 6 本
は、大ケヤキ（など）がなくなってできた大きな
ギャップに植えられたものと考えられるが、そうし
たギャップは、後園内の倒木や樹木の伐採により
時々できていたはずである。それについては、今回
確認した社務日誌に記されていないものもあるかも
しれないし、また今回確認した社務日誌の期間外に
もあったはずである。なお、社務日誌や古写真など
から、かつての後園にはスギは多くなかったと考え
られるが、少ないながらもスギがあったことは社務
日誌からも確認できる。そうした木が母樹となり、
大ケヤキの跡地などに実生が芽ばえ成長しているの
かもしれない。
　さらに別の可能性として、近年目立ってきている
後園のスギには、植えられたものもあれば、自生の
ものもあるということかもしれない。厳島神社後園

五月二十八日
昨夜電話ニテ通知アリシ楠公会奉献ノ楠苗木到
着御文庫傍ニ植栽

【昭和十年（1935）】
四月二日
杏県庁ヨリ町役場ヲ経テ松苗木三十本届来リシ
ニ付旧宝物館内ニ仮植ス

　
　以上の記述は、後園の社叢とは関係ないが、その
多くは献木に関するものであり、上述の後園に植え
られたケヤキや植えられた可能性がある他樹種の献
木も含め、厳島神社には献木が多くなされていたこ
とがわかる。上述の献木の例も含めると、明治の終
わり頃から昭和初期にかけては数年に 1 度、あるい
はそれ以上の頻度で献木があったことになる。後園
の社叢とは異なる場所に植えられた献木の多くはマ
ツ（クロマツと記されたものを含む）とクスノキで
あり、上述の後園に植えられた可能性がある樹種と
も共通する。そうした献木のうち、社務日誌に登場
する回数としてはマツが最も多い。
　一方、ここではその他のこととして、境内御垣原
で伐採されたマツの老樹についての社務日誌の記述
を一例だけ示したが、「松樹奉納」や「松樹伐採」
など、社務日誌にはマツについての記述を多く見る
ことができる。

むすび

　ここまで述べてきたように、社務日誌の記述が確
認できる明治中期から昭和 30 年（1954）の間には、
厳島神社後園の社叢の植生景観に影響を与えるさま
ざまな出来事があった。中でも、その社叢の樹木の
折損・倒木や伐採は、短期間にその植生景観に大き
な変化をもたらしたことが考えられる。それについ
ては、そうしたことがあった前後の写真からもはっ
きりと確認することができる。本稿のはじめに示し
た大正から昭和初頭頃の写真（写真３、写真４）で
は、後園の社叢には大ケヤキと思われる樹木を含む
広葉樹が多く見られたが、そうした大ケヤキなどの
広葉樹が短期間に消えていったことは、別の昭和初
期の写真（写真５）からもよくわかる。
　それらの写真からの情報とともに、厳島神社の社
務日誌の記述からよくわかる重要なこととして、か
つて昭和初頭頃までは後園の社叢にケヤキが主要な
樹木として存在していたことがある。そこにあった
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方法については、拙著『絵図から読み解く人と景観の歴史』

（雄山閣出版，1992）の中でまとめている。
4 岡田清編、山野峻峯斎画（1842）：『厳島図会』[ 出版者

不明 ]．
5 貝原篤信書（1689）： 『安芸国厳嶋勝景図附記事』柳枝

軒茨城多左衛門．その図とともにある記事は貝原益軒が元

禄２年（1689）に記したもので、そこには厳島の植生につ

いての細かな観察も見られる。
6 宮島町編（1992）：『宮島町史 資料編・地誌紀行Ⅰ』宮

島町．
7 大正 15 年（1926）6 月 15 日の社務日誌には、転倒した

ケヤキとスギの払下入札が行われたことが記されている。

そのうちケヤキについては、その 1 ヶ月前に転倒した後園

のものである可能性が高いと思われるが、スギがどこで倒

れたかはわからない。
8 森林の中で倒木などにより林冠がなくなっている場所。
9 大木となり、折れたり倒れたりした際に近くの建物な

どに被害を及ぼす心配がある樹木。
10 筆者の観察経験による。とくに、2020 年 8 月から 2021

年 3 月にかけては、京都府、岡山県、鳥取県などで、多く

のスギを観察した。
11 樹木の入札の記述から、境内から消えていった樹種な

どがわかる。
12 広島大学デジタル博物館　厳島神社社叢の植物リスト 

https://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~main/

index.php/ 厳島神社社叢の植物リスト（2021 年 9 月 10 日 

確認）
13 鳴海邦匡、小林茂（2006）：近世以降の神社林の景観変化、

歴史地理学 48(1)、 1-17． 小椋純一（2012）：『森と草原

の歴史』、古今書院．など

の社叢は禁足地ということではあるが、そうした近
年目立ってきているスギのＤＮＡ分析などができれ
ば、その答えが出るように思われる。
　これまで神社林は古くから人手があまり加わらず
あまり変わることなく現在に至っているところが多
いと考えられ、日本の自然植生を考える上で重視さ
れてきた。しかし、明治維新以降にも神社林は概し
て大きく姿を変えて今に至っていることは、近年の
筆者らの研究 13 により明らかになってきている。
本稿では、日本を代表する神社の一つである厳島神
社の神社林について、その社務日誌や古写真から植
生景観変遷の背景を具体的にだいぶ明らかにするこ
とができたところがある。もし、今回解明できなかっ
たスギが近年目立つようになってきたことの答えが
わかれば、まだしっかりできていない日本の植生に
おけるスギの位置づけを考える上で大きな意味を持
つことになるかもしれない。

　最後に、筆者は 1990 年代までは神社林について
さほど関心を持っていなかったが、国立歴史民俗博
物館の神社に関する研究会などにお誘いいただき、
神社林の歴史についても研究することになった。そ
の研究会などにお誘いいただいた新谷尚紀先生（国
立歴史民俗博物館・総合研究大学院大学名誉教授、
國學院大学大学院客員教授）、またその研究会のメ
ンバーで厳島神社の社務日誌のデータをご提供いた
だいた三浦正幸先生（広島大学名誉教授）には深く
謝意を表したい。また筆者の質問にお答えいただい
た厳島神社の職員の方にも深くお礼を申し上げた
い。

註
1 写真左下に小さく「大正五年七月要塞司令部認可」と

記されていることから、大正５年（1916）かその少し前に

撮影された可能性が高いと考えられる。
2 写真 5 と同じ構図で昭和 14 年（1939）の記念スタンプ

が押された別の絵葉書の写真には、写真 5 と同じ所に写真

4 とほぼ同じ大きさの樹木がいくつも見られ、また写真 5

では広葉樹が減っているところにも写真 4 と同様に広葉樹

が残っている様子が見られる。そのことから、その別の写

真が撮られて間もない時期に、折損・倒木や伐採などによ

り広葉樹が大幅に減ったと考えられる。また、絵葉書の文

字の記載などから、写真 5 は戦前のものであることは確か

であり、それが撮影された年代は昭和 10 年代の可能性が

高いと考えられる。
3 過去の植生景観を考える上での絵図類の資料性の検討




