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【論文】 近世・近代の御釜神社 ―― 発掘調査と絵図等の検討を通して ―― 

 

髙 橋 守 克 

 

   はじめに 

 

宮城県塩竈市の市街地に所在する御釜神社は、鹽竈神社の末社の一つである。宮城県指定

無形民俗文化財の「藻塩焼神事」が毎年行われ、塩竈市指定有形民俗文化財の「四口の神釜」

が鎮座することでも知られている。平成 23 年(2011)3 月 11 日に発生した東日本大震災の津

波により社務所が床上浸水の被害を受け、平成 24 年(2012) 8 月には建て替え工事が計画さ

れ、建物の解体と更地化が完了し、建築工事に移行する状況であった。 

御釜神社の所在地ならびに周辺地域は、製塩発祥の地及び古代末期頃から始まる集落形

成の地とも伝えられ、社務所の位置は絵図などから近世以降の社家の位置とも重なってい

ると考えられた。そこで、文化財保護の観点から塩竈市教育委員会と鹽竈神社の協議の結果、

鹽竈神社宮司のご配慮により工事を延期し、短期間ではあるが社務所跡地の発掘調査を行

うことになった(第 1 図)。 

 調査では、凝灰岩切石(塩竈石)を土台とする建物跡と塀跡が検出され(第 2 図、第 4 図)、

遺物として建物跡の区画内から近世と思われる塀瓦片と丸瓦片が出土し、その下部から鉄

製洋釘などが出土した(第 5 図)。 

 筆者の知る限りこれまでの研究

では近世の軒平瓦と軒丸瓦に関す

る論考はあるものの塀瓦・丸瓦、

とりわけ塀瓦に関してはほとんど

見られない。また、御釜神社の変

遷に関する研究も認められない。 

そこで、本稿では御釜神社境内出

土の塀瓦や丸瓦を検討し、使用年

代と出自について明らかにすると

ともに、御釜神社に関する絵図・

写真史料の検討を通して御釜神社

の変遷と発見された建物跡・塀跡

の年代についても明らかにしたい。 

 

   一 発掘調査の概要 

 

 １ 基本層序と遺構・遺物の出土状況 

 御釜神社社務所跡地を調査区とし、5つのトレンチを設定して調査を実施した（第 2図）。 

 基本層序は、第 1表に示した（註 1）。A・Bトレンチにおいて 5層（第 1層～第 5層）に 

分けられ、第 5層上面まで確認した。Cトレンチでは第 6層から第 8層まで確認した。D・E 

トレンチでは遺構の上面である第 3層まで確認した。 

第 1図 御釜神社境内図（東日本大震災前） 
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 凝灰岩切石による建物遺構や塀跡遺構の上面は第 3

層を掘り下げている過程で検出された。塀瓦を中心とす

る瓦類は、建物内の掘り下げた範囲で第 4層上面に近い

この層からも出土している。第 4層はこの地域周辺では

存在の確認できない粘土層で、凝灰岩切石は人為的に整

地されたこの粘土層に据えられている。凝灰岩切石の外

側でも、上面が内側より約 8㎝低いが、ほぼ水平になる

ようにこの粘土層で整地されている。塀瓦を主体とする

瓦類は、建物跡内の第 4 層上面から出土したものが多

く、第 4層に瓦の一部が刺さった状態で出土したものも

あった。建物内北東隅において地層観察のため約 50 ㎝

四方を深掘りしたところ、第 5層の上面から鉄製の洋釘

と板状の材木片およびアサリ・シジミの貝殻片が出土し

た。Cトレンチで確認した第 6層は第 4層と同じ性格を

有する粘土層で、このトレンチの位置が明治時代初期の

絵図に記載された池の東端にあたるのではないかと推

測されることから池の底面の整地に用いられたのでは

ないかと考えられる（第 15図）。 

 

 ２ 発見した遺構 

（１）建物跡（第 4図） 

建物跡は神社参道入り口に近い境内の北西隅に当た 

る調査区の北端で検出された。その位置は江戸時代の宝

暦 5年(1755)以前の「神社仏閣諸寺院諸役所萬恩藏共建

替破損繕被成置候御修覆本帳」（東北大学蔵、註 2）（以

下「東北大学御修復帳」と表記、第 11図）や文政年間 第２図 調査区平面図 

第１表 基本層序 
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(1818-30)に描かれた

「奥州名所図会」の「神

竈社」（宮城県図書館蔵）

（以下「名所図会・神竈

社」と表記、第 3図）の

絵図に描かれた御釜大

夫の社家と向きは異な

るがおおむね符合する。

建物跡の西側はすぐに

神社の敷地外で、南北に

延びる暗渠の堀を挟ん

で通称白坂と呼ばれる

市道となっており、これ

らと建物跡西辺はほぼ 

平行になっている。 

 建物跡は第 4層の明褐色粘土の整地層の上に、塩竈石と

呼ばれる凝灰岩の切石で南北に長い長方形に区画してお

り、土台石を兼ねた地覆石ではないかと思われる。 

 切石は、基本的に長さ 90 ㎝、幅 30 ㎝、厚さ 30 の直方

体で、長さの短い切石を一部に用いて平行する辺の長さが

一致するように調整している。建物の規模は、芯々で梁行

3.5間(630cm)×桁行 2間(360cm)で、2間×2間と 1.5間×

2 間の二間であったと思われる。すべての切石上面の外縁

は、幅 3㎝で斜めの面取りが施されている。長辺である東

側の切石列と西側の切石列には、対象の位置に約 6 ㎝（2

寸）四方で深さ約 6㎝のほぞ穴が 2か所ずつ認められる。

短辺である北側の切石列と南側の切石列にも、長辺と同じ

大きさのほぞ穴が対象の位置に 1か所ずつ認められる。こ

れらのほぞ穴は柱を据えるためのものと思われる。 

建物跡の南西隅では、凝灰岩の切石が芯々で 90㎝（3尺）

四方に配置されている。その内側に 57㎝（1尺 9寸）×48

㎝（1 尺 6 寸）の井内石が東側に寄せて置かれている。こ

の石と西側の凝灰岩切石との間隙には、井内石の自然石が

2 個配されている。この南西隅は建物への出入口と考えら

れる。また、出入口の前（南側）にも、48㎝（1尺 6寸）

×33㎝（1尺 1寸）の井内石が置かれている。 

 建物跡の南東隅のすぐ外側には、4 個の凝灰岩の切石が

南側に 2列に並ぶように配されている。建物の受付窓口が

あった場所ではないかとも思われる。 

 なお、建物跡の北東隅において地層観察等のために第 4 

第３図 御釜社の社家と荷堀（奥州名所図会・神竈社） 

第５図 建物跡・塀跡平面図 

建
物
跡 

塀 

跡 

第４図 建物跡・塀跡平面図 
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層の整地層を約 50㎝四方にわたり深掘りした。第 5層上面に到達したところで鉄製の洋釘、

薄い木製の板材片、貝殻片が近い場所から出土した。これらの遺物は単に以前の建物の解体

や粘土層の整地・土台石の設置にともなって落下してそのまま放置されたものなのか、これ

らの遺物の出土した場所が建物の鬼門の位置に当たることから、建築工事の安全等を祈願

した地鎮祭のような祭祀的な痕跡を示すものではないかとも推測されるが、明らかではな

い。 

（２）塀 跡（第 4図） 

塀跡の基礎には、建物跡と同じ長さ 90㎝×幅 30㎝×厚さ 30 ㎝の直方体の凝灰岩の切石

が使用されている。建物跡の西辺をそのまま南に一直線に延長したかたちで、切石が 8個確

認された。確認された塀の長さは 720㎝（4間）であるが、その南側では過去に取り除かれ

ていたのか検出されなかった。塀跡の切石列の上面の高さと建物跡の切石の上面の高さは

一致するように設置されていることからも、建物跡と一体の計画の下で建築されたものと

考えられ、これらは境内西辺の一部ともなっている。 

 

 ３ 発見した遺物 

発掘調査で発見した遺物には、塀瓦片、丸瓦片、鉄製洋釘、板材木片、貝殻片などがある。 

本稿では、塀瓦・丸瓦・鉄製洋釘の代表的なものを図示した。 

（１）塀 瓦（第 5図 1～10） 

 塀瓦はほとんどが破片で、合計で 33 点出土している。22 点は建物内の整地層（第 4 層）

上面およびその面に近い第 3 層からの出土で、10 点は震災処理や更地化作業と考えられる

攪乱層からの出土である。厚さなどの異なる 2点を除いて特徴はすべて同じである。 

全体の法量が分かる資料において計測すると、長さ 38.5～42.5㎝、幅 29.5～34.0㎝、厚

さ 2.2～2.5cmであり、左側に幅約 6㎝、厚さ約 2㎝の桟を有している。桟は本体と同じ長

さで、尻側の厚みを削いでその隅を斜めに切るものと切らないものとがある。桟全体が残存

していない資料もあるため断定はできないが、桟が本体より短く作られるものは発見され

ていない。桟の取り付けに当たっては、本体の側辺に櫛状の工具で平行線のキズを付けて付

着させている。桟の反対側の側辺に沿って V に近い U 字状の水切り溝が切られているもの

もある。また、径 1.2～1.5cm の釘穴を有するものが多く、１孔のものもあるが、大部分の

ものは２孔である。瓦の表面には丁寧なナデ調整、裏面にはヘラ状工具によるケズリ、ナデ

調整が見られる。色調は黄灰色、焼成は堅緻である。胎土には石英・長石・黒色粒が多く含

まれている。 

（２）丸 瓦（第 5図 11） 

2 点出土している。ほぼ完形ものは第 4 層の整地層に埋め込まれたような状態での出土

で、頭部右側の小破片は第４層の上面に近い第 3層からの出土である。図示した丸瓦は玉縁

などの一部に欠損部分はあるが、凸面では玉縁全体から尻部にかけてと頭部に丁寧なヨコ

ナデ調整、背の中央部分では縦位のヘラ成型ののちヨコナデ調整、左右の側縁に近い部分に

はヨコナデ調整が認められる。凹面では玉縁の先端付近と頭部に丁寧なヨコナデ調整、中央

部分には縄状の圧痕が認められる。 

（３）洋 釘（第 5図 12） 

鉄製の洋釘で、板材片・貝殻片とともに建物跡北東隅の深掘りした箇所の第 5層上面から 
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第５図 塀瓦・丸瓦・洋釘実測図 
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出土している。全長が 10.4㎝で、釘のほぼ中央でくの字形に屈曲している。頭は平坦な円

形で径が 10mm、釘の断面は円形で径が 4mm である。一般にいう 4 寸釘に相当するものと考

えられる。 

（４）板材片 

 木製の板材片である。樹木の特定はできなかったが、杉材のような縦の木目が明瞭に認め

られる。残存する長さは 7.5㎝、最大幅 2.2㎝、厚さ 3㎜である。 

（５）貝 殻 

 アサリ片 2点、シジミ片 2点の 4点が出土した。いずれも小破片である。 

 

   二 考 察 

 

 １ 瓦の検討 

桟瓦は従来の平瓦と丸瓦を一枚に組み合わせたもので、近江国三井寺の瓦師である西村

半兵衛によって延宝 2年(1674)に発明された。ここでいう塀瓦も、方形の平坦な板状の平瓦

に板状の桟を組み合わせたものであり、板塀瓦と称されることもある（坪井利弘 1977）。 

 御釜神社境内遺跡から出土した塀瓦の特徴を要約すると、下記のとおりである。厚さなど

の異なる 2 点を除く塀瓦のうち、全体が分かる資料で計測すると、法量は長さ 38.5～42.5

㎝、幅 29.5～34.0㎝、厚さ 2.2～2.5cmであり、左側に幅約 6㎝、厚さ約 2㎝の桟を有して

いる。色調は黄灰色、焼成は堅緻であり、胎土には石英・長石・黒色粒が多く含んでいる。

桟は本体と同じ長さで、尻側の厚みを削いでその隅を斜めに切るものと切らないものとが

ある。桟全体が残存していない資料もあるため断定はできないが、桟が本体より短く作られ

るものは発見されていない。桟の取り付けに当たっては、本体の側辺に櫛状の工具で平行線

のキズを付けて付着させている。桟の反対側の側辺に沿って V に近い U 字状の水切り溝が

切られているものもある。また、釘穴を有するものが多く、１孔のものもあるが、大部分の

ものは２孔である。 

 宮城県内で塀瓦の出土している主な遺跡をあげると、仙台城本丸跡、仙台城二の丸跡、仙

台城三の丸跡、白石城三階櫓跡、瑞巌寺境内遺跡などがある。これらの遺跡出土の塀瓦には

全体の形が分かる資料はほとんどないが、報告書の実測図・写真・観察表などを参照すると、

本遺跡の塀瓦に長さ・幅・厚さ、桟の幅などが類似しているものがある。仙台城二の丸跡出

土の塀瓦の分類でいう③長 38 ㎝・幅 33 ㎝前後のもの（東北大学埋蔵文化財調査研究セン

ター1998）が該当し、仙台城三の丸跡出土の全体が分かる資料である長 36.8 ㎝・幅 32.2

㎝・厚 2.2 ㎝のもの（仙台市教育委員会 1985）もほぼ同じと考えられる。その使用年代に

ついては各報告書において不明と記載されているか、触れられていないのがほとんどであ

るが、仙台城二の丸跡第 5 次調査の報告書（東北大学埋蔵文化財調査委員会 1993）におい

て、出土した層位及び遺構（明治 21年(1888)設置の陸軍第二師団に関係する土坑）などか

ら塀瓦の年代をすべて幕末から明治の可能性が高いとされた。 

 瑞巌寺には、参道から庫裡や宝物館に向かうときに通る常住門があり、それに取り付く一

本柱塀が現存している（第 6図）。観察したところ、葺かれていた塀瓦が御釜神社出土の塀

瓦に形態・法量・色調などが極めて類似していた。そのうちの 1 枚を計測したところ、長さ

は棟瓦として使用された丸瓦に覆われた部分を除いて 36 ㎝(推測 40 ㎝程度)、幅 33.5 ㎝、
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厚さ 2.2㎝、桟の幅 6㎝、桟の厚さ 2.2㎝であった。瑞巌寺宝物館所蔵の塀瓦についても観

察・計測したところ、焼成はやや悪く色調は灰色気味であったが、胎土や器面調整は極めて

類似し、法量は長さ 38.5㎝、幅 31.9㎝、厚さ 2.2㎝、桟の幅 6 ㎝、桟の厚さ 2.2㎝であっ

た。このことから、御釜神社と瑞巌寺一本柱塀の塀瓦は同じ時期に同じ工人によって製作さ

れ、同一の窯（群）で焼成された可能性が認められた。 

瑞巌寺の平成の大修理に関する報告書（宗教法人瑞巌寺 2018）によると、「御修復帳」に

は「（貞享期）書き起し」(1684-88）、「（元禄期）書き起し」(1688-1704）、「（文政期）書き

起し」(1818-30)があり、これらにも常住門とそれに取り付く塀が描かれている。「御修復帳

（文政期）書き起し」をみると、常住門の場所に「此門文化八年瓦屋根ニ相成候事」との追

記の書入れがあり、文化 8 年(1811)に常住門を瓦葺きにしたことが分かる。断定はできない

が、この門の瓦葺きと同時に一本柱塀も瓦葺きされたと考えるのが妥当であろう。仮に常住

門の瓦葺きから遅れたとしても、天保 6 年(1835)の藩祖伊達政宗の二百回忌法要に向けて

天保元年から天保 5年(1830-34)にかけて本堂屋根の全面葺替や障壁画修理（部分）などの

大規模修理が行われており（天保修理）、この時には塀が瓦葺きになったと考えられる。い

ずれにしても 19世紀前葉には御釜神社の塀瓦と同じ特徴を有する塀瓦が製作され、使用さ

れたと考えられる。 

塩竈の中心部は、慶応 3 年(1867)に出火した大規模な火災に見舞われ、村内の 70％強が

焼き尽くされ、御釜神社含む一帯も例外ではなく被災した（野田耕平 1986）。しかし、御釜

神社境内遺跡から出土した塀瓦には火熱を受けた痕跡が全く認められない。文政年間

(1818-30)に描かれた「奥州名所図会・神竈社」の絵画（第 3図、第 14図）には、釜之前町

通に面する門の東西に塀があり、その西隅には社家宅と思われる東西に長い建物、そこから

折れる白坂道や荷堀と接するように境内の西辺には数棟の建物が見られる。仮に門の東西

の塀が瓦葺きであったとしても、強い火熱を受けた瓦は火災後には再利用できず、撤去され

たものと思われる。したがって、今回の調査で出土した塀瓦は、慶応 3年(1867)以降に新規

に製作された瓦か、他の施設等から搬入されてきた瓦かのどちらかであると考えることが

できる。 

 この時期は仙台藩では戊辰戦争を含む明治維新の激動の中であり、塩竈港入り口への常

夜燈建設計画も台座のみの完成で中止になってしまったこと（註 3）からも伺えるように、

新規に製作した塀瓦で葺いた塀の再建も含めて御釜神社を再建させる状況ではなかったと 

 第６図 瑞巌寺一本柱塀・塀瓦と常住門 
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思われる。そこで考えられるのは、神仏分離・廃仏毀釈の嵐の中で明治 4年(1871)に廃寺と

なった鹽竈神社の別当寺であった法蓮寺の塀瓦である。法蓮寺について江戸後期に描かれ

た代表的な絵画には次のものがある。①前述の文政年間(1818-30)に描かれた「奥州名所図

会」の「裏坂別当金光明山法蓮寺」の絵画（以下「名所図会・法蓮寺」と表記、第 7 図）、

②塩竈在住の仙台藩四大画家の一人と称される小池曲江が天保 8 年(1837)に描いた「奥州

一宮鹽竈神社図」（鹽竈神社博物館蔵）（以下「小池・鹽竈神社図」と表記、第 8図）である。

両者の絵画をみると、法蓮寺には、勝画楼の懸造りの箇所を除き門(黒門)のある南側から東

側・北側にかけて塀が巡らされており、①の絵や現地の状況から一本柱塀と推察される。そ

れが明治になると、時期的には少し下るが、明治 11年(1878)に作成された「陸前國宮城郡

塩竈村一森山鎮座鹽竈神社」《版画》（塩竈市図書館蔵）（以下「明治 11年・市図書館版画」

と表記、第 9図）や明治 13年(1880)の作成かと推測されている「鹽竈神社案内図」（鹽竈神

社博物館蔵）（以下「神社博物館絵図」と表記）には、簡易な木製の門が描かれているのみ

で塀は描かれていない。このことから、明治 4年以降にかつての門や塀は撤去され、簡易な

門が設置されたことが分かる。

なお、法蓮寺は天保 10年(1839)

の火災で伽藍の大半が焼失（本

殿・護摩堂・観音堂・鐘楼など）

したが、類焼を免れた建物のう

ち書院と客殿の一部は改修さ

れて勝画楼として現存してい

ることから、それより低位置で

離れている門を含む南側及び

東側の塀は火災を免れたと考

えられる。 

 「明治 11年・市図書館版画」 

や明治 10年(1877)頃の作成か 

とされる「陸前国宮城郡塩竈村

御釜社平面之図」（鹽竈神社博

物館蔵、以下「明治 10 年頃・

御釜社図」と表記、第 15 図）

に記載された御釜神社の塀を

みると、境内を区画するように

塀が巡り、釜之前通に面した北

辺の門に取り付く塀と白坂道

に沿った西辺は板塀で、釜之前

通に面する北辺にはさらに瑞

垣を加えている。北辺と西辺の

板塀は絵図から推測すると一

本柱塀であり、廃寺となって取 

り壊された法蓮寺から搬入され 第８図 小池曲江・鹽竈神社図 

第７図 奥州名所図会・法蓮寺 
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た堀瓦で瓦葺きされたものと考えて矛盾がな

い。 

丸瓦も全体の形がわかる資料について、法量

や製作技法等を瑞巌寺の丸瓦と比較してみた。

瑞巌寺では、本堂の瓦は廊下等の瓦に比して法 

量が一回り大きい。そこで、報告書（宗教法人

瑞巌寺 2018）の観察表から葺替えの時期別表を

作成した（第 2表）。資料の丸瓦は慶安期の修理

瓦に法量等が近似していると思われる。天保期

の修理瓦とは長さ・幅・厚さはほぼ一致するが、

玉縁の長さが天保期のものよりも長いので、こ

の時期のものではないと思われる。慶安期の葺

替えは正保 3 年(1646)の地震の被害の復興とし

て行われたもので、瓦の製作年代は慶安 3 年

(1650)頃と考えられている（宮城県教育委員会・

宮城県道路公社 1987)。しかしながら 1点のみ 

で年代を確定することは難しいが、少なくとも 

天保期葺替えの丸瓦の年代よりは古い瓦と考えられる。御釜神社の調査では年代の異なる

塀瓦と丸瓦が、同じ建物跡内の同じ整地層のところから出土していることも、法蓮寺からの

搬入品であることを裏付けているのではないかと思われる。ちなみに御釜神社と法蓮寺跡

との距離は 180mほどである。 

 

 

第９図 明治 11年・市図書館版画 

第２表 御釜神社と瑞巌寺の丸瓦比較表 
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 ２ 遺構（建物跡・塀跡）の検討 

 今回の調査で第 4 層の整地層に据えられて発見された建物跡と塀跡は、基礎が塩竈石と

一般に称される凝灰岩の切石で、白坂道に面する境内西辺において建物の西壁に塀が取り

付いて直線的に伸びている。建物跡は梁行 3.5間×桁行 2間で南北に長い建物である。 

この建物跡と塀跡は、第 4 層の整地層下から出土した鉄製洋釘の年代より新しい。そこ

で、鉄製の洋釘について検討する。鉄製の洋釘は明治 5 年頃(1872)に輸入が始まり、その

後、明治 20年代(1887-1896)までにすべてが輸入品の洋釘に変わり、日本で初めて洋釘が製

造販売されたのは明治 30 年(1897)とされている（註 4）。明治 21 年(1888)に貞山運河の一

つである御舟入堀に架設された大代村浮動橋(現多賀城市)の設置工事の材料として、西洋

釘・ボルト・コールタールなどが使用されており、当地においても明治 20年頃には輸入品

が普及していたものと考えられる（髙橋守克 2017）。今回発見された洋釘が 4寸釘と想定さ

れることから、国産の可能性が高い。したがって、建物跡と塀跡は明治 30年以降のものと

考えられる。 

 続いて建物や塀の基礎として使用された凝灰岩の切石(塩竈石)について検討してみたい。

塩竈石の採掘は江戸時代後期に始まり、明治時代中期になると建築資材として急速に普及

し多用され、同後期には海運業の活性化により貨物保管用の倉庫群などに使用されたとい

う（三浦一泰 2019）。現在のところ、塩竈市内で最古と考えられているのは、旧南新町（現

海岸通り）に所在する仲忠鈴木家（海産物問屋）の建物の土台石に使用された例である。こ

の地区は慶応 3年の大火の被害を免れたところで、2階床の間の梁の裏側に「己巳 初夏 富

峰○印塗之」とあり、己巳の年号から文化 6年(1809)か明治 2年(1869)が想定されるが、平成

23 年(2011)に調査に当たった高橋恒夫氏（当時東北工業大学教授）は当主の話も総合して

文化 6 年の可能性が高いとした（高橋恒夫 2012）。文政年間(1818-30)の「名所図会・神竈

社」や「名所図会・御水替神事」の絵図（第 14図）にも、塩竈石の切石を用いたと思われ

る参道や神釜・社殿を祀る基壇が描かれていることからも妥当な見解であると思われる。 

また、江尻と呼ばれる地域で、泉ケ岡(塩釜高校)方面から坂を下って来て旧仁井町を横切

る道と旧祓川との交差する地点（御臺の橋の南袂）の調査では、江戸時代に積まれた自然石

の祓川護岸の上に慶応 3 年の大火後に積まれた凝灰岩の切石列と旧仁井町を横切る道に沿

って屋敷との境界を画するような凝灰岩の切石列が発見されている（高橋守克 2000）。さら

には、釜之前通を挟んで御釜神社の真向かいに所在する旧ゑびや旅館(旧海老藤蔵宅)の建

物の床下を実見したところ建物内には荷堀が暗渠として祓川に注ぐように南から北に流れ、

床下の土台石として凝灰岩の切石が使用されていることを確認できた。他にも、土台用の石

材として利用されている例がいくつか確認されている。このように、凝灰岩の切石(塩竈石)

は建物の土台用の石材、屋敷と屋敷や屋敷と道との境界を区画する石材、祓川護岸の嵩上げ

用の石材などとして、江戸時代末から明治時代初期にかけて慶応 3 年の大火後の塩竈の復

興に大きく寄与し、明治時代中期以降の建築資材等としての多用されていったことが伺わ

れる。 

 これらのことから、幕末から明治初期にかけて慶応の大火被災からの塩竈復興の時期に、

「明治 10年頃・御釜社図」や「明治 11年・市図書館版画」にあるような、御釜神社の再建

がなされた。境内の北西隅には塀の内側に配置された南北に長い建物が建築され、境内北辺

と西辺の塀には板塀で明治 4 年に廃寺となった法蓮寺から搬入された塀瓦が使用されたと
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考えられる。したがって、御釜神社の再建は明治 4・5年(1871-72)頃と推測される。また、

調査で発見された建物跡や塀跡は、国産の鉄製洋釘の普及年代や塩竈石の多用された年代

などから明治 30年以降と考えられる。 

 

３ 御釜神社の変遷と遺構の検討 

 ここでは御釜神社に関する江戸時代と明治時代の主な絵図や写真等から四口の神釜や社

殿の鎮座する位置や配置などについて、発掘調査で発見された遺構である建物跡や塀と関

連させながら検討し、御釜神社の変遷について考えてみたい。 

この時期の御釜神社の様子を把握できると思われる資料を第 3 表に示した。方角につい

ては、本書では釜之前通に面し門の存在する方角を北として執筆してきており、そのため、

図に記載された方角と異なることもある。 

 

 

 第３表 御釜神社の絵図・写真等一覧表 
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【第Ⅰ期】 

1の資料「仙台藩封内神社仏閣等作事方役

所修繕ニスル場所調」の「塩竈御釜」図（宮

城県図書館蔵）（以下「封内神社修繕帳」と

表記、第 10 図）が該当する。境内北辺に門

があり、それに取り付く塀が境内を全周す

る。社家の建物(東西棟)が境内北西コーナー

に所在し、それに取り付く塀とともに境内北

辺(門の西側)と西辺の一部を構成する。神釜

は境内の南東の位置にあって特別に区画さ

れ「御釜」とだけ表記されているが、その区

画が L 字状を呈し北と南では奥行きに差が

あることから、そこには神釜と社殿が西向き

に並んで祀られていたと推測される。神釜と

社殿の区画が何でなされていたかについて

は不明である。この資料の「法蓮寺」図は勝

画楼調査（塩竈市教育委員会 2020）で寛文年

間(1661-73)頃のものと推定されていること

から、第Ⅰ期の御釜神社は 17 世紀後半の状

況を示しているものと思われる。 

【第Ⅱ期】 

2 と 3 の資料が該当する。2 は「東北大学御修復帳」（第 11 図）、3 は「御修復帳」（宮城

県図書館蔵）（以下「県図書館修復帳」と表記、第 12 図）である。2・3 とも基本的には北

辺の門、北西コーナーにある社家の建物、それらに取り付いて全周する塀のあり方、神釜と

社殿のあり方など、第Ⅰ期

と同様である。社家の建物

が 2 では東西棟、3 では南

北棟のように見える以外は

2・3の図は類似している。

ただ、御釜と社殿の区画が

ほぼ正方形になっている点

が第Ⅰ期と相違している。

この区画が何によってなさ

れていたかについては不明

である。2 の図は書入れか

ら宝暦 5 年(1755)以前のも

のであり、「法蓮寺」図の年

代が書入れより享保 13 年

(1728)以前と推定されてい

る（塩竈市教育委員会 2020）。 

第 10図 1.封内神社修繕帳（第Ⅰ期） 

第 11図 2.東北大学御修復帳（第Ⅱ期） 
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3 もそれに近い年代が想定され、

第Ⅱ期は 18 世紀前葉以前の状況を

示しているものと思われる。2・3の

社家の建物に相違があり改築がな

されたことが想定され、第Ⅰ期と同

じ東西棟の 2は南北棟の 3より古く

位置づけられよう。なお、佐久間洞

巌が享保 13年(1728)の「陸奥國塩竈

松島図」に御釜神社を描いている

が、北門と塀、社家、四口の神釜が

シンボライズに誇張されて描かれ

ている。 

【第Ⅲ期】 

 4と 5の資料が該当する。4は「神

社仏閣下座所絵図」（仙台市博物館 

蔵、旧斎藤報恩会）（以下「下座所 

絵図」と表記、第 13図）、5は「仙台所々神社絵図」（仙台市博物館蔵）（以下「所々神社絵

図」と表記、第 13 図）である。4 は寛保 2 年(1741)に作成された藩主参詣の際の御手傘の

位置を確認するためのメモ的な図で、5 は宝暦 11 年(1761)に作成された藩主参詣の際の乗

り物の下乗位置を確認するための図である。北門に取り付いて境内を全周する塀や北西コ

ーナーの社家のあり方は、基本的に第Ⅰ期・第Ⅱ期と同じである。第Ⅰ期・第Ⅱ期と異なる

大きな変化は、①神釜と社殿が基壇上に西向きに鎮座し、奥(東)が境内東辺の一部となって

いること、②祓所と思われる建物が境内西辺に接して設置されていること、③境内を神釜・

社殿・祓所エリア

（南側）と社家・下

乗エリア（北側）に

分離する柵のよう

なものが設置され

たことである。4 は

メモ的な図のため、

社家や境内西辺の

北側を省略し描い

ていない。4・5とも

作成年が明確であ

り、第Ⅲ期は 18 世

紀中葉の状況を示

しているものと思

われる。なお、5 の

資料には、嘉永元年

(1848)と安政 2年 第 13図 4.下座所絵図（左）と 5.所々神社絵図（第Ⅲ期） 

第 12図 3.県図書館修復帳（第Ⅱ期） 
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(1855)の書入れがあり、仙台藩ではこの図を幕末まで用いていたことが推測される。 

 この時期のものとされる絵図には、長久保赤水の「東奥紀行」（宝暦 10年(1760)、鹽竈

神社博物館蔵）、坂口員正の「陸奥紀行（千賀浦塩釜社）」（寛政 8年(1796)、東北大学附

属図書館蔵）、作者不詳の「塩竈松島図屏風」（福岡市美術館蔵）がある。長久保の絵図は

佐久間と同様に柵に囲われた神釜をシンボライズしたものである。坂口の絵図は境内の北

半を描いたものではあるが、門や瓦葺かと思われるような塀と柵で囲われた神釜や隣接す

る社殿か社家らしき建物が描かれている。作者不詳の絵図に描かれた御釜神社は河岸や法

蓮寺との位置関係及び神釜の位置なども不正確であるが、シンボライズした神釜を含む神

社全体が柵で囲まれ、沿道の周りに建物が並んでいることから、次の第Ⅳ期に相当するので

はないかとも考えられる。 

【第Ⅳ期】 

 ６の資料「奥州名所図会」の「神竈社」図及び「御水替神事」図（宮城県図書館蔵、第 14

図）が該当する。神釜・社殿の鎮座する基壇や境内を南北のエリアに分離する柵の存在など

も含めて、基本的には第Ⅲ期と同じである。参道や基壇に塩竈石と思われる切石が使用され

ていること、基壇が拡張され神釜と社殿の位置が少し離れて鎮座していること、境内西辺の

白坂道沿いには塀ではなく社家から続く建物が並んでいること、西辺と接していた祓所が

内側に設置されたことなど

が、第Ⅲ期と相違している。

参道は門から直線的に南に延

び、神釜・社殿の鎮座する基

壇に向かって左折している。

神釜・社殿の位置から推測す

ると、第Ⅰ期から第Ⅲ期まで

もこのような参道のあり方で

あると思われるが、石敷きで

ないため参道が表現されなか

ったものと思われる。第Ⅳ期

は、この絵図が文政年間

(1818-30)に描かれたと考え

られていることから 19 世紀

前葉の状況を示していると

思われる。これが現在のとこ

ろ御釜神社の様子を確認で

きる江戸時代最後の図であ

り、慶応 3年(1867)の大火で

焼失した御釜神社の姿か、そ

れに近い姿ではないかと推

測される。 

【第Ⅴ期】 

７から 10の資料が該当する。7・8は第Ⅴ-1期、9・10は第Ⅴ-2期と考えられる。 

第 14図 6.奥州名所図会の神竈社と御水替神事（第Ⅳ期） 



オンライン・ジャーナル『歴史資料学』第１巻第 2 号 発行・公開 2021 年 9 月 27 日 

43 

 

第Ⅴ-1 期の 7 は近代の作成と推測されている「御釜社平面図」（鹽竈神社博物館蔵）（第

15図）で、8は明治 10年頃の作成かと推測されている「明治 10 年頃・御釜神社図」（鹽竈

神社博物館蔵）（第 15図）である。第Ⅳ期の「名所図会・神竈社」と比較すると、明治時代

になって境内の面積が減少しているようにみえる。南北のエリアを分離する柵は石玉垣や

瑞垣に変わり、祓所がなくなり、新たに境内南西に池が造られる。大火後の防火用の池と推

測される。 

7・8 の図を見ると北辺の門はないが、石敷きの参道、門に近い位置の鳥居、石敷きの基

壇の上に並んで西向きに鎮座する神釜と社殿及び玉石敷き、境内の南西に新たに造られた

池などは共通している。相違点としては、北西コーナーの社家のあり方、参道から社家への

石敷きと参道西の手水石付近の石敷きの有無があげられる。7の社家が北側の釜之前通には

み出ている点

に不自然さも

あるが、前述

のように 7・8

図は慶応 3 年

の大火後の御

釜神社の暫定

的な再建の状

況を示してい

る と 思 わ れ

る。その年代

は法蓮寺の廃

寺や塀瓦の搬

入の年代など

から明治 4・5

年 (1871-72)

と考えられ、 

両者の相違点 

は復旧のプロセスを表している可能性もある。 

 第Ⅴ-2期の 9は「明治 11年・市図書館版画」（塩竈市図書館蔵）（第 16図）で、10は明 

 

第 15図 7.御釜社平面図と 8.明治 10年頃御釜社図（第Ⅴ-1期） 

第 16図 9.明治 11年・市図書館版画と 10.明治 13年頃・神社博物館絵図（第Ⅴ-2期） 
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治 13年(1880)頃かと伝えられる「神社博物館・絵図」（鹽竈神社博物館蔵）（第 16図）であ

る。9・10図には相違点がほとんどない。両図では第Ⅴ-1期と異なり、新たに北辺の門、南

北のエリアの境に鳥居と柵、南エリアには祓所が造られる。これらは慶応の大火による焼失

前の第Ⅳ期の 6 図との類似点が多く、第Ⅴ-1 期の暫定的な再建から本格的な再建として完

成した状況を示していると思われる。その年代は明治天皇の東北巡幸に間に合うように再

建されたものと推定でき、明治 9年(1876)以前と考えられる。なお、明治 27年(1894)に蜂

屋十馬が描いた銅版画「陸前國塩竈松嶋真景全図」（NPOみなとしほがま蔵、NPOみなとしほ

がま 2006）には、第Ⅴ-2期と同じく基壇の上に神釜と社殿が西向きに並んで鎮座している

様子がみられ、少なくともこの年代まではこの配置が続く。 

【第Ⅵ期】 

 11の資料「陸前國鹽竈神社境内図附松嶋及附近名所」（鹽竈神社社務所発行）（以下、「明

治 33年(1900)・神社境内図（銅版画）」と表記、個人蔵）（第 17図）が該当する。第Ⅴ-2期

とは大きく変化する。再び北辺の門がなくなり、北辺の塀は塩竈石の切石を低く積み上げた

ようになる。社殿は神釜から離れて境内の南西隅に遷宮し、北向きに鎮座する。そのため、

参道が屈折して社殿に至るとともに、南北のエリアを区画する柵もなくなる。祓所かと思わ

れる小さな建物は社務所の南に接するように設置され、それに取り付く一本柱塀が境内西

辺を構成する。この第Ⅵ期の開始年代は明治 27 年から明治 33 年の間に求められる。この

間の大きな変化の要因として、明治 29年(1896)6月 15日に発生した明治三陸地震津波が考

えられる。マグニチュード 8.2と想定され、死者・行方不明者約 22,000人、流失破壊家屋

13,000 戸の被害をもたらした大規模災害である。塩竈の被害は不明であるが、近年の調査

結果では塩竈には高さ 2.2m、塩竈市街地には高さ 2.0m の津波が押し寄せたとされている

（宮城県災害対策課 2012）。津

波によって第Ⅴ-2 期の社殿や

建物・塀などが大きな被災を受

けるとともに、運ばれてきた津

波堆積土によって境内も覆わ

れたものと推測される。その被

災からの大規模再建の姿を 11

の資料は示していると考えら

れる。したがって再建の年代

は、明治 29 年(1896)から明治

33年(1900)の間と推定される。 

【第Ⅶ期】 

12 の資料「明治 40 年(1907)から大正 7 年(1918)の期間に発行された絵はがき 4 枚」（以

下「明治の絵はがき」と表記、個人蔵）（第 18図）が該当する。4枚のうちの 1枚には、第

Ⅴ-2 期の社務所の建物の位置に凝灰岩の切石の土台に桟瓦葺の屋根と庇を有する建物及び

それに取り付く塀瓦葺の一本柱塀が写っている。神釜と社殿の基壇には塩竈石の切石が使

用されているが、参道や鳥居は井内石のようである。建物が境内北辺から少し離れているこ

と、建物の規模や建物と塀の取り付き方などから、今回調査で発見された遺構と同一である

と考えられる。第Ⅵ期の銅版画と写真を比べると、参道のあり方や神釜と社殿の位置やあり

第 17図 11.明治 33年・鹽竈神社境内図銅版画（第Ⅵ期） 
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方、社家の建物や一本柱塀のあり方などに共通点が認められるものの、建物の規模や庇の有

無・屋根瓦の有無、祓所と思われる小さな建物の有無、塀の横木の位置などにも違いが認め

られ、両者にみられる建物と塀は別の時期のものと判断される。 

他の絵はがきには明治 45 年(1912)に完成した境内の噴水も写っていることから、明治 45

年から大正 7 年の間に発行されたものと考えることができる（註 5）。したがって、第Ⅶ期

の始まりは大正 7 年以前の時期と考えられる。ここで参道や鳥居に使用された石が井内石

に変化していること、加えて調査で検出された建物跡の出入口にも井内石が敷かれている

ことを考慮に入れると、明治 41年(1908)に鹽竈神社参拝道の一つである裏坂における井内

石による石段の改修や暗渠水路の整地等

の大規模改修工事と関連して施工された

可能性が高いと思われる。この大工事は

皇太子殿下(のちの大正天皇)の東北巡幸

にともなう鹽竈神社参詣の記念事業とし

て竣工された。これらのことから第Ⅶ期

の御釜神社は明治 41 年(1908)の事業で

行われ、大正 7 年頃までは存続していた

と考えることができる。 

 御釜神社の塀に使用された塀瓦は、廃

寺となった法蓮寺から搬入され第Ⅴ-1

期から第Ⅶ期まで継続して使用された。

第Ⅶ期の始まりには塀が短くなり不要に

なった塀瓦は、建物跡の建築時に床下に

葺替えや地盤補強用として置かれたので

はないかと考えられる。そして、大正 7

年以降にこの建物と塀が基礎の凝灰岩切

石を残して解体された時点では、建物と

塀に用いられていた瓦は廃棄され、建物

内の瓦だけが残されたと考えられる。 

 

   まとめ 

 

 本稿では、御釜神社建物跡で発見した塀瓦の検討を行った。その結果、①瑞巌寺常住門に

取り付く一本柱塀の塀瓦と同じ窯(群)で 19世紀前葉に焼成され、法蓮寺の塀瓦として使用

されたこと、②その後、法蓮寺は明治 4年(1871)に廃仏毀釈によって廃寺となり、塀瓦の一

部は御釜神社の塀瓦として搬入され大正 7 年までは再使用されたことが考えられた。これ

によって、従来把握できていなかった江戸時代後期の塀瓦の使用年代が明らかになったと

いえる。また、新たな研究として 17世紀後葉から明治時代にかけての御釜神社関係の絵図

を中心に検討した結果、御釜神社には 7期にわたる変遷があったことが明らかになった。そ

して、発見した建物跡と塀跡は第Ⅶ期の明治 41 年(1908)の事業によるものと考えられた。 

 

第 18図 12.絵はがき（社務所と社殿）（第Ⅶ期） 
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【図版典拠一覧】 

 

【 註 】 

(註 1) 土色と粒形区分については、小川正忠・竹原英雄 1973『新版土色帖』農林水産省農林水産技術会

議・材残法人日本色彩研究所監修に依った。粒形区分では、0.02mm～0.002mmをシルト（土）、0.002mm

以下をクレイ（粘土）としている。 

(註 2) 「神社仏閣諸寺院諸役所萬恩藏共建替破損繕被成置候御修覆本帳」は、東北大学大学院工学研究科

都市・建築学専攻 空間文化史学分野 野村研究室の所蔵であるが、資料は仙台市博物館にて保管され

ている。 

(註 3) 東北大学災害科学国際研究所の佐藤大介准教授が大竹家（仙台市太白区）の古文書調査をした際に

「六角正面図」及び「諸事手控帳」（慶応元年：1865）を発見した。前者には一辺約 3.3m の六角形の

石の台座の上に高さ約 12m の常夜燈が描かれ、後者には常夜燈建設に必要な資材が記入されていたと

いう。塩竈港を見渡せる法蓮寺境内の南東端に当たる勝画楼のすぐ南側に六角形の石の台座が残って

いる。台座が完成したところで工事は中止され常夜燈建設は未完成となった。その理由として幕末の

情勢が影響を及ぼしたのではないかと推測されている。（2016年 11月 29日付け河北新報朝刊掲載） 

(註4)  安田工業株式会社の「釘物語」(http://www.ysd-kk.co.jp/kugihis.html）によれば、鉄製の洋釘 

は明治5年頃(1872)にフランスより輸入が始まり、その後、イギリス・ベルギー・ドイツ・オースト

ラリア・アメリカの順に輸入されていき、明治20年代(1887-1896)までにすべてが輸入品の洋釘に変

わったとされている。その後、明治30年(1897)に同社によって初めて国産の洋釘が製造販売されたと

いう。 

(註 5) 阿部光浩氏の研究（未公表）によれば、塩竈に関する絵はがきの宛名面の「郵便はがき」の表記が

「きかは便郵」となっていて、しかもその面の通信欄の仕切り線が下から１／３の位置にあるものは、

明治 40年 4月から大正 7年 3月にかけて発行されたものだという。 

http://www.ysd-kk.co.jp/kugihis.html）によれば、鉄製の洋釘
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