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前回は、東京駅をランドマークとして、近代を前期・後期に分け、日

岩体が寄せあわさっているが、古生代には陸地化や海底沈下がおこ

本の洋風建築に用いられた天然スレートが石材産地周辺の民家に

り、
「登米海」が形成され、大量の粘土や泥が堆積した。北上山地

広く広がっていること、先駆は現在の石巻市雄勝町であったことに

を隆起させたプレートの沈み込みは、海底堆積物を陸上に押し上げ

触れた。今回は、この雄勝地区において、石材資源と産業形成に関

ると同時に、褶曲・圧密を生じさせ、鉱物類の結晶構造が一定の方

わる伝承を重ねあわせ、秘められた地域の歴史文化から建築素材

向性をもつ「へき開」をみせる粘板岩の地層「登米層」が形成された

を考えたい［文献 1、2］。

という［文献 3］。雄勝ではこれを「玄昌石」と称しているが、実際には

お がつ

とよまかい

しゅうきょく

ねんばんがん

とよまそう

げんしょうせき

多様な層が露出するため、実際には場所ごとに微妙に異なる硬度・
色合いがみられる［文献 4］。1881（明治 14）年にはドイツの地質学者

夜明 け 前 の 桃生郡十五浜

ナウマンも十五浜を訪れ、その岩脈を「大変な財産」と示唆したとい
う［文献 5］。

おっぱ

しゅげん

北上川の2つの河口のうち、東流するほうに追波湾がある。明治前

東北の鉱物資源をたどると、修験者の足跡もうかがわれる。石峰

期まで、河口・湾の南側から牡鹿群境（現在の女川町）までは桃生郡

山の石神社などは、そそり立つ奇岩をご神体としており、鎌倉から南

十五浜、北側は本吉郡十三浜と呼ばれ、外洋に面した浜から内湾

北朝時代に広まった本地垂迹説（既存の信仰を仏教で包摂・解釈する

まで小漁村が連なっていた［図 1］。とくに雄勝半島は、くびれた部分

もの）の典型とみられる。十五浜には「板碑」も多く、法印さんと呼ば

・石峰山（352m）
・
で1km 強という水平距離に対し、明神山（347m）

れた修験に起因する「雄勝法印神楽」は、重要無形民俗文化財に

小富士山（308m）といった山々が連なるから、その急峻さが想像さ

指定されている［写真 1］。室町前期、1385（応永 3）年の古資料には

れよう。また、雄勝湾の奥には硯上山（504m）があり、文字通り、硯

「ヲカチノスズリハマ」なる記述があるといい、すでに硯の材料が採ら

お しか

じゅうごはま

もと よし

じゅうさんはま

みょうじんさん

こ

ふ

ものう

いしみねやま

じ さん

けんじょうさん

すずり

の産地であることを示している。
そもそも三陸地域は、古生代から中生代までのさまざまな地層・

いその

ほんじすいじゃくせつ

いた び

ほういん

かぐら

れていたと考えられる［文献 6］。
近世、伊達氏が治めるようになると、雄勝浜から水浜までのあい
図 1 石巻市雄勝町
の位置と近世桃生郡
十五浜の領域区分
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写真 1（左） 重要無形民族文化財・雄勝

法印神楽

写真2（中央） 名振浜永沼家住宅（震災前）

写真3（右） 山本儀兵衛玄昌石開鑿業紀
功碑（震災前）

かいしんしゃ

かいうんしゃ

だに存する良質な岩体は、政宗がその献上品を賞賛して以来、一般

村民に諮り、試掘を重ね、開進社を創業、のち開運社と改め、東京

の採掘を禁じる「御留山」とされた。また近世後期・末期には、後述

築地に支社を置き販路を拡大した。国内石盤の嚆矢である。

お とめやま

な ぶり

おお す

わけ はま

こう し

する名 振 浜の永沼家［写真 2］、大 須 浜の阿部家、分 浜の青木家と

1877（明治 10）年には西南戦争が起こる。その顚末は数々の史

いった有力海商の存在が知られ［文献 7］、あの伊能忠敬も、奥州測

書に譲るとして、国事犯とされた数多くの人々のうち、旧薩摩藩士ら

量にあたって分浜の秋山家に泊まっている［文献 8］。

300 余名が4 回にわたって、仙台市片平丁にできた宮城県監獄署

ただ たか

おの さき

なが つら

かま や

十五浜のうち、北部 3 浜（東から尾 崎、長 面、釜 谷）は、1889（明

に送られた。だが収監しきれず、急遽 10 棟もの獄舎を増築、さらに

治 22）年、北上川下流域の村々と合併して大川村に編入される一方、

周辺の屋敷地にも住まわせたという。思わぬ厚遇に報いようと、旧

以南の12 浜は十五浜村と称し、さらに1941（昭和 16）年に雄勝町

薩摩藩士・熊本藩士らは開墾労働を奉願したといい［文献 9］、これを

と改称する。大川村の中央に位置した釜谷浜とは、東日本大震災で

聞いた山本ら東京開運社は、1878（明治 11）年に出役を要請する。

多くの児童らが犠牲になった大川小学校が立地していたところであ

旧若林城の跡地にて建設が始まった宮城集治監に対し、その支所

「釜谷浜ハスデニ
る。1801（享和元）年に釜谷浜を訪れた伊能は、

である「宮城集治監雄勝分監」が設置されたことで、採掘・生産は

岡ニナレリ」と記している［文献 8］。原地形と、その地に根ざした生産・

伸びた。だが、この頃の用途は、まだ石盤に限られていた。

おおかわ

じゅう ご はまむら

オカ

みやぎしゅうじかん

ぶん かん

くらしを丁寧に読み解く重要性を再認識するばかりである。はたして
現代の復興事業はどうだろうか。

スレートの 生産と展開
せん せき ばん

硯から石盤 へ ─学制公布と西南戦争

かわら せき ばん

（瓦 石 盤の意）と記
功碑の永沼撰文はスレートにも及び、
「磚 石 盤」

されている。1880（明治 14）年には、宮内庁から10 万枚の受注が
この石材を硯以外に用いる方法は、誰がどう編み出したのか。手引
ひで ざね

よう けん どう

あったというが、その行き先は必ずしも明らかでない。

きをした一人として、永沼秀実がいる。秀実は、仙台藩校養賢堂に

コンドルや新家孝正らが手がけたスレート葺き洋風建築の早期例

学び、のちに名振浜の永沼家に入る。昨年（2018 年）は明治維新

は、いずれも明治 10 年代後半の建築であるが、屋根スレートはむし

150 年とうたわれたが、東北でも西国と同じように夜明けを予期す

ろ輸入石材と伝わるものもあるという［文献 10］。初受注から数年が過

る動きはあり、太平洋を望む名振の大海商永沼家が仙台藩の海防

ぎたこの頃、近代建築に携わる先駆的な専門家には知られた存在

策に寄与した動きも伝えられている。そのような家に入った秀実であ

だったと思われ、1886（明治 19）年の篠崎源次郎らの渡独研修（前

るが、戊辰戦争後は、上京してさまざまな知遇を得たようである。

号参照）も、そのような時期に実施されている。また1887（明治 20）

ぎ

へ

え

その一人が、雄勝石盤を開発した中心人物・山本儀兵衛である。
やまもとさい

（造家学会 = 現日本建築学会）には、すでに雄勝ス
年の『建築雑誌』

没年後、彼を偲ぶ「山本祭」が当時の十五浜村で開催されたという

レートの単価表が載っている［文献 11］。すなわち明治 20 年前後に

から、その功労が推察される。盟友・永沼秀実は、1914（大正 3）

なって、ようやく一定の安定供給体制が整ったとみてよいだろう。

かいさくぎょうきこうひ

せんぶん

年（東京駅竣工年）に立てられた「玄昌石開鑿業紀功碑」に、撰文を
寄せている［写真 3］。関連資料とあわせると、次のような話となる。

しゅう

1896（明治 29）年、明治三陸津波が襲来する。雄勝湾を遡上し
た水塊は、雄勝浜の中央に置かれた集治監分監を飲み込み、当時

1872（明治 5）年に学制が公布され、必要とされたのは大量の習

の囚人 195 名、看守長 1 名、看守 34 名のうち、囚人 4 名、看守 8

学芸石盤（スクールスレート）である。当時は紙が貴重で、読み書きを

名が犠牲となる［文献 12］。やがて分監は閉鎖へと向かい、雄勝石盤

覚え始める低学年時は、繰り返し書ける石盤がよい。翌 1873（明治

生産のいわば第 1 期が幕を閉じる。

がくげいせきばん

6）年、山本は永沼と横浜で知りあい、陰暦から陽暦へ改める祝日

この明治津波以前、十五浜においてスレート葺きの先駆的建物

（同年 11月）に雄勝浜を訪れ、廃鉱から一片の石を見つけ、喜んで

はなかったのか。山本らが拠点とした工場や住宅はどうだったのか。

持ち帰った。この年は小学校令が発布された年で、学校設立と同時
に石盤等の輸入業者も動き出したが、これを雄勝にて製造しようと

あったのだろうが、手がかりはほとんどない。
その後、本格的な需要が到来する。西洋建築を学んだ日本人建
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写真 4（左） 壁面にスレートを張った雄勝立浜
の民家建築（震災前）、写真 5（中央左） 壁面に
スレートを張った下雄勝の民家建築（震災前）、
図 2（中央右） スレート張 の 壁仕上 げ 見本図
、写真 6（右上） ひょうたん型の
（出典…文献 13）
スレートをまとった破風（震災前）、写真 7（右下）
色違いのスレート石を混用した破風（震災前）

築家も増え、全国各地の庁舎、銀行、学校・大学、病院が、百花
繚乱とばかりに建てられた。その概況の一部は次号にて紹介するが、
産業が成長するということは、この建材を商う人々の拡大、あるいは

及の契機になった可能性もあるのである。事実、十五浜村は1941
（昭和 16）年、石材産業でもっとも全国に名を馳せた雄勝浜の名を

冠し、雄勝町と改称する。なんという浮沈の激しさであろうか。

産地の開拓をも意味する。実際、産地と
「一手販売契約」を結ぶ「○
○スレート商会」といった販売者は仙台・東京・大阪などにみられ
いり や

たし、隣接する牡鹿郡女川町はもちろん、明治後期からは本吉入谷、
きた ざわ

や はぎ

く ろ

語り継がれる玄い屋根 の 記憶

登米北 沢、陸前高田矢 作といった地域でも、採掘・製造、技術者
育成が展開した。東京駅が竣工した1914（大正 3）年は、第一次世

硯から石盤へ、そしてスレートへ。その開発と普及には、近世までの

界大戦開戦の年でもあり、このときはドイツとの石盤・スレートの取

長い道のりを経て、その区切りとなる西南戦争が関わり、さらに欧

引が断絶したとも伝わる。

化政策や巨大災害といった近代への胎動と葛藤が隠されている。

ともあれ、東京駅までを第 2 期、このあとの昭和津波までを第 3

2014 年 5月、東北工業大学一番町ロビーにて、写真展「天然ス

期とするならば、この時期に葺かれたとみられる民家建築も散見さ

レートの陸前十五浜」が開かれた［文献 2］。撮影者は今泉俊郎氏。

れる。屋根はもちろん、壁に葺かれたものもある［写真 4、5］。 和洋改

母方が名振浜のご出身で、2006 年から仕事の間をぬっては現地に

［文献 13］にも西欧の壁面スレート
（1904（明治 37）年）
良 大建築學』

通い、本稿に掲載した印象的な写真をはじめ、スレート民家群の造

が図示されているから［図 2］、産地にて見本建築が出現することは不

形意匠を撮り続けてきた。十五浜を南から回り、あと少しで尾崎・

自然ではないが、陸前地方広しといえど、こうした意匠が傑出してい

長面・釜谷の3 浜を撮りきれる。そんな矢先にあの悲劇は起きた。

たのは雄勝といってよい。もちろん、硯・石盤以来の工芸的経験が
蓄積されていたことと無関係ではないのかもしれない。

震災後の地元の心理的状況を勘案しながら公開を検討し、本学
の高橋恒夫教授（日本建築史）と筆者（大沼）に相談があり、写真展

さらに、筆者らの興味が尽きないのは、破風や棟や懸魚、さらに

は実現した［写真 8］。桃生郡十五浜のスレート民家群の大半が幻影

は反り・起りといった、日本木造建築の特徴をしなやかに包む造形

と化した現在、極めて貴重な資料となっており、次号で紹介する菅

意匠の妙味である［写真 6、7］。これについては、陸前地方に広げて比

野哲也氏の撮影歴とともに、後進の筆者らには欠かせないものと

較考察すべき点でもあり、号を改めて紹介したい。

なっている。開催後、展示パネルは地元の雄勝硯生産販売協同組

1933（昭和 8）年には再び昭和三陸津波が襲来する。宮城県昭
しんしょうし

合に運ばれ、来訪者や地域住民に公開された。

和震嘯誌等によれば、十五浜村では被害の明暗がみられ、この津
が同時に、昭和津波後の復興建築ともいうべき、1935（昭和 10）年
10 年強は、上記にならえば第 4 期と区分できよう［表 1］。
昭和津波後、現地をつぶさに歩いた民俗学者・山口弥一郎は、
浜へ向かう船中から半島部を眺めた山口は、その風光を「松島の比
ではない」とし、女川出島などは「スレートの産地であることが容易
に分かる」と記している。つまり、この津波がむしろスレート民家普
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期
黎明期
第1期
第２期

近代後期

復興過程を観察している［文献 14］。牡鹿郡谷川浜から十五浜村大

近代前期

頃の民家建築群がむしろ多かった印象もある。これより終戦までの

表 1 産地雄勝からみたスレート産業史・建築史の時代区分

大別

波を免れて東日本大震災まで現存した遺構もそれなりにあった。だ

第３期
第４期
第５期

時代を画する史実

渡独建築留学 1886
明治三陸津波 1896
東京駅 1914
昭和三陸津波 1933
太平洋戦争終戦 1945

雄勝スレート産業の周辺
石盤開発、西南戦争 1877
スレート生産

生産／販売が盛んに
富国強兵下で特需も
津波後さらに地元普及か
戦後復興
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（1992 年）
10. 石田潤一郎『INAX ALBUM 5 スレートと金属屋根』
11.『建築雑誌』1887 年 5 月号（造家学会）
（『大日本監獄協会雑誌』第 98
12. 矯正図書館デジタル公開資料「海嘯惨記」
号、pp38-41、1896 年 6 月） http://www.jca-library.jp/gallery/tenjisitu/
saigai/tunami/kaishou_sanki.pdf
（大倉書店、1904 年）
13. 工學士三橋四郎著『和洋改良 大建築學』
（三弥井書店、2011 年）
14. 山口弥一郎著、石井正己・川島秀一編『津波と村』
写真撮影 1〜7 …今泉俊郎

明治 150 年記念として、上記に関わる史劇が公演され、好評を博し
ている［註 2］。

おおぬま・まさひろ

復興への道のりはまだまだ長い。ぜひとも石巻雄勝に足を運び、

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

ご支援を賜れれば幸いである。

あべ・ただし

註 1 雄勝歴史研究会は、特定非営利活動法人雄勝まちづくり協会内に設け
られた一サークル。流出した資料の収集をはじめ、異分野・地域内外の人々
が集まり、気軽な談義から本格的な研究まで、多彩な取り組みを続けている
註 2 2018 年、一般社団法人ふるさとの物語制作委員会により、西南戦争
と宮城集治監雄勝分監を題材とした明治維新 150 年記念 史劇「石に刻ん
（大日琳太郎ほか）が、東京・仙台・雄勝で公演された
だ赤心」

（株）建築モード研究所、岩井紘
1970 年生まれ。
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

自習型認定研修 の 設問
設問 1

雄勝の石盤開発を主導し、没後は地元で神格化された人物は誰か。
a. ナウマン
b. 山本儀兵衛
c. 永沼秀実

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。
※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。

設問 2

雄勝とストレート産業に関わる以下の出来事を、正しい年代順に並べたものはどれか。
a. A／C／D／B

A 学制公布があり、習学芸石盤（スクールスレート）が必要になった。

b. C／B／A／D

B 建材としての瓦石盤（スレート）を本格的に生産した。

c. C／A／D／B

C 硯および硯石の生産が盛んな地域として知られていた。
D 西南戦争の国事犯とされた人々の一部が宮城集治監雄勝分監に移送された。
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