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とは考えにくい。やや迂遠だが、石巻地方の民家史を、おおまかに

整理してみよう。

石巻地方（旧桃生・牡鹿郡）沿岸の民家・集落

ここでいう石巻地方とは、概ね現在の石巻市・女川町とその周辺（≒

旧牡鹿・桃生の2郡）を指している。右上の図は2012年から2015

年にかけて、この領域に分布するスレート民家建築（主屋から付属屋

まで）を踏破したマップである［図1、註2］。この後に発見したもの、解

体されたものは、反映されていない。

　明治初期、旧牡鹿・桃生郡には128村が存し［文献2］、約半数は

「○村」ではなく「○浜／○浦／○崎／○島」と呼ばれていたから
漁村的性格が強いが、これを昔からの専業漁家と考えるのは早計で

ある［文献3、4］。平地が確保できるところは農漁村、リアス式海岸地

形においては薪炭等を産する山漁村をまず想定すべきであろう。

　概して陸前地方では「漁家と農家との極度な差異は認めがたく、
違いは主に付属屋や外部に現れる」というのが通説とされる。そこ
で、佐藤巧氏調査による雄勝町A住宅［図2、文献5］や、草野和夫氏

調査による北上町B住宅［図3、文献6］の復元平面をみてみよう。

　A住宅は、桁行約14間、梁行6間半に及ぶ、もと大肝入（複数

村の行政に勤仕する役目）、網元の家である。屋根は寄棟スレート葺

き、もと木羽葺き。嘉永2（1849）年の棟札があったという、武家に

近い家構である。

　一方のB住宅は、桁行7間、梁行約4間の農漁家の家である。

屋根は寄棟茅葺きで（現在も当地は有数の茅場）、慶応2（1866）年

の築と伝わり、同地方の民家の基本形にみえる。

　当地方では総じて、座敷部（上手）・中列・生活空間（下手）が序

列的に配される点は武家・農家同様で、上手の前後は座敷群や納

戸に分け、中列は「おかみ」と呼ぶ大きな居間とする「広間型三間
取」系統の平面形式が多い。この「おかみ」はしばしば、座敷部より

第2回（3月号）にて述べたように、現在の石巻市雄勝町では、山本

儀兵衛の指導のもと、明治12年頃から30年頃（1879～1897頃）

にかけてはとくに宮城集治監雄勝分監の労働力によって、習学芸石

盤およびスレートの初期開発が進んだ。ところが明治29（1896）年

の三陸津波によって、この体制は閉幕へと向かう。その一方、徐々

に胎動していた地元主体の採掘・加工も進んだようである（南接する

牡鹿郡女川町にも広がるが、本研究では雄勝の連続地域と概括する）。

　そんな地元生産の中心的な役割をはたしたとみられるのが、のち

に雄勝天然スレート（株）を営む明神浜の木村家である［写真1］。当

家は、東日本大震災前まで採掘・生産を続けた「最後の砦」だった。
近世は明神浜の網元をつとめ、明治以降は海運・海産物商も手が

けた。明治21～23（1888～90）年頃には、かのスレート職人の始

祖・篠崎源次郎も訪れ、大正・昭和初期には大型船での鰹漁で隆

盛を極めた。明治17（1884）年には、明神山の一角を国有林ながら

鉱区として掘削する権利を得、以後は良材の産出と石盤加工を続け

た。最盛期は石盤・スレートだけで雇用者が300人いたといい、石

盤・漁業・海運の3本柱が成功した希有な例といえよう［文献1、註1］。

　だが、洋風建築に応えるべく生産された最新建材が、スレートを

商った木村家のように、早くから周辺の漁村住居に葺かれていった
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写真1　木村家本家住宅（現存せず、今泉俊郎氏撮影）

左：大沼正寛、右：阿部 正
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
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木村家跡

も広い間口・高い天井高をもち、奥正面に豪壮な神棚を配する。ま

た下手は、農家のような土間を採らずに床を張り、さらに下手に小

さな台所部を懸け下げる例も多い。

産地周辺の屋根替えと近代民家

続いて、本学および当研究室にて調査した3遺構をみよう。

　雄勝町のC住宅［図4、写真2～4］は、主屋が切妻スレート葺き、台

所懸下げ部および納屋が鋼板瓦棒葺きのやや小規模な漁家である

［註3］。主屋はもと木羽葺き、付属屋はもと杉皮葺きと伝わり、明治

22（1889）年の家相図が存在する（平面は現況と一致する）。東西棟

の主屋を北に寄せて南面配置させ、南東部に懸下げ部を屈曲させ

た空間配置は、平地が極度に少ないこの集落の事情と、当該敷地

の面積・形状的制約による［文献7］。漁業のほか、イワシかす（魚肥）

を製造したことがあったといい、漁村の多様な生業を知るうえで注目

される。スレートへの屋根替え時期は不明であるが、屋根材一枚の

写真2（左）　雄勝町C
住宅外観
写真3（右）　C住宅 破
風のスレート意匠

図4　雄勝町C住宅 配置図兼平面図1/500（大沼研＋竹内研、2018年）

図1　石巻地方のスレート民家マップ（東北工業大学大沼研究室、2012～2015年、住宅B位置は詳細不明、未踏エリアあり、調査後の解体物件多数、註2）

図2　石巻市雄勝町 A住宅復元平面（佐藤巧、文献5）

図3　石巻市北上町 B住宅復元平面（草野和夫、文献6）

写真4　そらまど周り
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サイズが5寸5分×9寸と、昭和期民家の標準とされる5寸×8寸よ

りも一回り大きく、材料の風化具合も、やや古い雄勝産スレートに

みえる。そらまどや破風の意匠が特徴的である。

　一方、河北町北境に存するD住宅［図5、写真5］は、集落の再奥に

立地する豪壮な民家で、巨大な長屋門、土蔵が数棟、さらに付属

屋が林立する［註4］。最近棟札が発見され、主屋は明治39（1906）

年の築という。気仙大工技術が随所にみられ、農業・林業を営んだ

とあるが、明らかに地主層の家構といえる。注目すべきは、当初から

スレート葺きだったということである。

　他方、やはり河北町に属するものの、明治前期までは雄勝町と同

じ十五浜の一部であった長面浦地区。その内湾の浜辺に存するE

住宅［図6、写真6］もまた、比較的上質の家構をもつ農漁家である［文

献8］。主屋は入母屋スレート葺き、板倉もスレート葺きで、屋根替え

の伝えは聞かれない。棟札によれば明治40（1907）年の築で、同

姓の本家から独立して建てられたと伝わる。2011年の津波では引

き波に洗われたものの、躯体に影響は無かった（建具類の破損が激し

いため平面図には建具を記載していない）。間取りは、上手2室、中列

2室、下手1室を設け、床を張った食違い五間取り。眼を見張るの

は豪壮な神棚で、当家のものは格別に大きい。

　以上3例によれば、公共系の近代洋風建築にスレートが多く用い

られた明治20年代には、まだ地元のスレート民家は管見できず、

「明治30年代後半頃から地主層や網元層の民家に用いられた可

能性」が指摘できる。その一方で、近世から存続した民家や明治
30年代以前の民家においても「躯体はそのままでスレートに屋根替
えされたものが存在」し、とくに「木羽葺きの民家はスムーズに石屋
根に移行した可能性」も推察される。

西の風仙台へ／風と土の建築変容

さてこの当時、産地に比較的近い仙台はどうだったのだろうか。明治

12（1879）年、全国で初めて東京小菅とともに建設された宮城集

治監［写真7、註5］には、1972（昭和47）年の解体まで尖塔部分のみ

スレートが葺かれていた。雄勝分監で開発したのだから、その採用

も頭をよぎるが、建設前に瓦焼き場が構えられ、屋根の大部分は瓦

葺きであったことから、当初とも考えにくい。

　明治24（1891）年の仙台神学校［写真8、文献9］は、スレート葺き

との記録があり、最初期の例の一つとみられるが、ミッション系の

ルートからの輸入の可能性もあるだろう。一方、仙台中心部に出現

したドイツルネサンス風建築、七十七銀行本店［写真9、文献10］は、

明治36（1903）年築、ドイツ帰りの松ヶ崎萬長の設計によるもので、

仙台市民にはつよい印象を与えたと思われ、以降はスレート屋根の

洋風建築が増えたようである。

　気になるのはやはり屋根替えだ。重要文化財・東北学院大学デ

写真7（左）　 解体直前の宮城集治監［註5］、写真8（右）　仙台神学校［文献9］

写真9（左）　 七十七銀行旧本店［文献10］、写真10（右）　東北学院大デフォ
レスト館

写真11（左）　 片平学生ホール屋根、写真12（右）　片平学生ホール小屋組架構

写真5・図5　河北町D住宅外観（2018年）、平面1/500（高橋研、2004年）

写真6・図6　河北町E住宅外観、配置図・平面1/500（大沼研、2013年）
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※不正解の場合は、単位に登録できない場合があります。
※自習型教材の選択欄における会誌『建築士』選択項目は、
平成28年1月より建築士会会員のみの表示項目になります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

設問1 

石巻地方の民家によくみられる「おかみ」という空間は、 
どのような空間を指すか。

a. 床の間のある座敷
b. 神棚そのもののこと
c. 間取り中列にある広い居間

設問2  

石巻地方と仙台におけるスレートの普及に関する記述で誤っているものはどれか。

a. スレートの初産地は漁村の雄勝町だったので、開発と同時に、地元の漁家に葺かれていった。
b. 産地周辺におけるスレート建築は、全国の近代洋風建築よりは遅いが、 
上層民家等においては比較的早く建造された。
c. 産地周辺におけるスレート建築は、古い躯体を保持しながら屋根替えのみがなされた事例も少なくない。

フォレスト館は、明治20（1887）年の築で、当初は和瓦だったが、

後年スレートに葺き替えられ、その姿が長く市民に認知されていた

［写真10、文献11］。また、最近解体された東北大学片平学生ホールは、

もとは旧制宮城中学校（現仙台一高）雨天体操場の架構を再利用し

たもので、明治30（1897）年の上棟である。棟札によれば、計画は

「言海」を編纂した校長大槻文彦、計画督役は宮城県技手山添喜
三郎。解体時はスレート葺きで、ほぼ雄勝産と特定されたが、当初

は栗木羽葺きであったことが判明した［写真11、12、文献12］。

　前報（第3回4月号）にて紹介したように、この産業において、全国

の洋風建築が最重要の供給先であったことは間違いない。大判で

良質な材料は全国へ向かった。だが、自然素材にはばらつきがあり、

それらに次ぐ材料も大量に発生する。やや遅れて周辺においても地

主層や網元層から採用が始まったのは想像に難くない。そしてまた、

古い遺構の屋根替えにも用いられるようになったことは重要である。

　そうした「土の建築」の変容とはあまり関わらずに、仙台では中央
からの影響を受けた新築の近代洋風建築（風の建築）が建てられ、

また屋根替えも起こっていた。風・土の（つまり都市・農山漁村の）建

築変容が、めいめい、同期的に起こっていたという近代建築史が、

スレートによって確認される。このことも、なかなか興味深い現象と

思われるのである。 1972年生まれ。東北大学大学院修了、博士（工学）。
一級建築士。那須建設、伊藤邦明都市建築研究所、
東北文化学園大学助手・准教授、東北工業大学准
教授を経て2016年より同教授・デザイン工学専攻
長。専門は建築設計・地域計画・建築歴史地理

おおぬま・まさひろ

1970年生まれ。（株）建築モード研究所、岩井紘
子建築設計事務所を経て、2001年ノーマルデザイ
ンアソシエイツ主宰。2018年兼東北工業大学大
学院ライフデザイン学研究科デザイン工学専攻（大
沼研究室）在籍

あべ・ただし
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