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グロキャンゼミナール（第 3 回） 
 

屋号に関する研究の可能性 
 

2019/7/21 
発表者 五味壮平 

 
 
 

【前回の議論から】 

素朴な疑問 
・屋号とは？ 
・屋号には、人名系、職業系、場所系がある 
・屋号はどのようにして生まれるか？ 
・屋号がつけられるというのは地域になじむプロセスといえるのではないか？ 
・新しい屋号をつくるプロジェクトはあり得るか？ 
・公営住宅に屋号をつけることに意味はあるか？ 
・屋号が継承される仕組み 
・震災によりどのような影響があるか？ 
・屋号マップをつくるプロジェクトはおもしろそう 

 
 

【先行研究】（先行研究、かなりいい感じで存在します。） 
 
１．楠瀬慶太, 「土佐山村の屋号研究試論―香美市物部地域の屋号に探る―」, 『高知大  國文』,Vol.49, 

pp.1-23，2018. （一部紹介） 
 
２．村中亮夫, 谷端郷, 塚本章宏, 花岡和聖, 磯田弦, 「明治三陸地震津波時の景観・地名復原に関する

基礎的研究―山名宗真の津波調査資料を活用して―」,『公益財団法人国土地理協会 平成 27 年度

学術研究助成報告書』, 2017 年 1 月 25 日. 
←齊藤春貴くんに紹介を受けました。 

 
３．山口彌一郎,「屋號に依る聚落の一考察―岩手県九戸郡宇部村久喜―」,『地理學評論』,Vol.13, No.6, 

pp.467-477, 1937. 
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[1] 楠瀬慶太「土佐山村の屋号研究試論―香美市物部地域の屋号に探る―」より 

 
楠瀬圭太氏：九州大学人文学部 2009 年卒業 高知新聞社学芸部記者 

 
 
１．屋号とは 

・「姓」（苗字）がなかった前近代、「家」の呼び名が必須となった。 
・「屋号」は、本来家屋敷を示すのに使われる呼称 
・「姓」の他に他家を区別するために用いる「家称」 
・「姓」の代わりになるものとして使われた 
  
 その後 
・「姓」は集落外への公称 
・「屋号」は集落内での「姓」の代わりになる呼び名 
 

２．屋号の語るもの 

・屋号のない家は集落の新入者（赤星 1921） 
・家屋敷のある場所の「地名」をつけた屋号が、明治期にその家の居住者の苗字に採用されるケ

ース（柳田 1929、山口 1943） 
・本家・分家関係などある種の家の格式や階級的なものを示すものがあり、庶民の家意識が投影

され、地域差よりも社会差を濃く映す（岡野 2003） 
 

３．屋号研究の 3視点 

１．歴史民俗学的アプローチ 
・農村屋号を中心に屋号資料を収集 

  ・家屋敷の歴史や村人の家屋敷観を理解する材料として屋号をとらえる（ただし、そういう 
視点の分析研究は実は少ない。） 

  ・柿本は、明治～昭和期の屋号の生成過程を明らかにする研究を行っている。（柿本 2012） 
 

２．社会言語学的アプローチ 
・屋号を語彙として認識 
・その由来や生成過程、語彙構造により分類する作業を繰り返す 
・分類止まりの印象も受ける 

 
３．歴史地理学的アプローチ・・・楠瀬氏はこの立場 
・屋号を歴史資料として用いた実証的な歴史研究の存在 
・屋号を語彙としてだけでなく、空間的標示物として認識し、景観復元・集落構造分析の材料と

して捉える 
 

  



3 
 

[2] 村中ほか「明治三陸地震津波時の景観・地名復原に関する基礎的研究―山名宗真の津波調査資

料を活用して―」の紹介 

 
村中亮夫氏： 北海学園大学人文学部（論文刊行時） 

現在 立命館大学文学部准教授 人文地理学・環境学・地理情報学 
 

それ以外の執筆者： 谷端郷氏（立命館大学）, 塚本章宏氏（徳島大学）,  
花岡和聖氏（立命館大学）, 磯田弦氏（東北大学大学院理学研究科） 

          （いずれも論文刊行時） 
 
 
第1章 序論 

 
〇目的：  

「山奈宗真による津波調査資料を通して, 明治三陸地震津波発生当時の景観・地名を復元すること」 
 
〇山奈宗真  

南部藩出身の起業家。明治期の遠野地方を代表する実業家。明治三陸地震津波(1896＝明治 29 年)
の発生後、三陸沿岸被災地をいち早く踏査。各種の資料を残す。 

 
〇『岩手沿岸古地名考』 
  上記の調査によって残された資料。40 件の「津波地名」を収集。 
 
〇災害地名・・・近年被災の歴史を現代に伝える一つの媒体として注目され始めた。 

→『岩手沿岸古地名考』について検討することの価値 
 
第 2章 研究の方法 

 
〇Step1 「翻刻, 史料批判」 
  国会図書館に所蔵されている『岩手沿岸古地名考』と、遠野市立博物館に所蔵されているその稿本

を比較することで、書誌学的特徴を明確にする。 
序文：編纂の動機 
本文：各「津波地名」の示す場所や由来 

 
〇Step2 「津波地名の現状調査」 
  『岩手沿岸古地名考』に記載されている 40 件の津波地名が、現在まで継承されている田舎を、現地

における聞き取り調査により検討。（2015 年 11 月から 2016 年 11 月にかけて実施。） 
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第 3章 結果  

 
第 3.1節 翻刻,資料批判 

 
（１） 書誌学的検討 

 
a. 山奈による被災地調査，資料群 

〇「日誌」  
・『岩手県海岸巡回古文書収集録』の中の一片。  

 ・1896 年 7 月 25 日より開始。 
  ・岩手県から嘱託を受け、24 円 90 銭の旅費が支給された。 
  ・7 月 28 日、盛岡出発。盛に 30 日に着。 

その後、一旦南下して高田に。後、北上。 
   ・9 月 9 日に八戸着。調査機関 44 日。八戸から盛岡は汽車で移動。 
   ・この間、群長、町村長、他の調査者、地域有力者と会いつつ、聞きとり、 
       地図や古文書の写しなどを行う。 
   
 〇山奈によって編纂された資料 
  ・以下の 7 点が帝国図書館に寄贈された。 
  「三陸題解消岩手県沿岸見分氏誌一班」・・・調査結果のダイジェスト版 

   「岩手県沿岸大海嘯取調書」・・・調査報告の中心。村ごとに調査結果が箇条書きされている。 
   「岩手県沿岸大海嘯部落見取絵図」・・・地図入り。字レベルで被害数値や津波遡上高が記載。 
   「大海嘯各町村別見取図」・・・未完 
   「三陸大海嘯岩手県沿岸被害取調表」・・・付表 
   「岩手沿岸古地名考」 

・・・地名に特化したテーマ性の強い報告（それ以外の資料が総合報告なのに対して） 
   「旧南部領岩手県地価沿革誌」 
   →（北原,2014）による検討・分析  
   
b.『岩手沿岸古地名考』の遠野博物館本と国会図書館本 

〇遠野博物館本・・・・国会図書館本の稿本（1903 年に寄贈）。朱書きで修正あり。 
〇両者の違い 
 １．遠野：漢字カナ交じり文  国会：漢字かな交じり文 
 ２．地名の修正・・・遠野本の間違いが修正されている。 
 ３．地名の読み（あるいは表記）の変更。 
 ４．文末表現（聞き取りによることなのか、自分の推察なのかを慎重に表現） 

  

現在の価値でいうと、50
万円くらい？  
https://manabow.com/za
tsugaku/column06/） 

 

https://manabow.com/zatsugaku/column06/
https://manabow.com/zatsugaku/column06/
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（２）内容の分析 

 
a.序文 

〇調査立案の契機・・・あまりの被害の大きさに衝撃を受け、三陸調査を立案した経緯 
〇現地調査で得られた情報 
・・・現地の住民の言い伝えを収集して本書が編纂されていること 

〇津波地名の成立に関する考察 
・・・（昔の）津波で集落の全員が流されてしまったために、被災後の視察者が、地名の把握に難

儀し、流された物品をもとにして簡便な地名がつけられたのも当然であろうという想定 
〇「『岩手沿岸古地名考』編纂の動機」 
・・・後世の学者の参考に資するよう、津波地名について聞き取った内容を書き留めて         

おいたということ 
 

b. 地名の分布, 空間スケール, 由来 

〇地名の分布（次頁 図 1） 
・・・本吉郡 1 件 気仙郡 15 件 上閉伊郡 6 件 下閉伊郡 12 件 九戸郡 6 件 
・・・気仙郡のうち、広田村 4 件 気仙村 2 件 小友村 1 件、 

越喜来村 3 件 日頃市村 2 件 唐丹村 2 件、末崎村 1 件 
  〇空間スケール 
  ・・・大字スケール 2 件。 

他 38 件はより小さなスケール 山の名前、石の名称（鯨石）なども含む。 
  〇名称のカテゴリ 
  ・・・・「山・峠系」（台、山、長根、など） 「谷系」（沢、淵など） 
  〇由来 
  何らかの物体が津波によって打ち上げられたり、流れ着いたりした結果、その物体の名称を 

もって場所を呼びならわすようになったという種類の話が 40 件中 36 件 
 
    打ちあがった物体・・・魚介類、海藻、家畜、道具類など 
 
c. 注記 

〇山奈は各津波地名が、過去のどの津波の際につけられたものかを推察し、注記を付している。  
・・・ただし、根拠に乏しく、「大胆な推察」。 
・・・山奈が地名に、古い時代の津波の教訓を見出そうとしたことの現れかも。 
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図 1  津波地名の分布（出典：村中論文） 

 
 

表 1 推察に用いられた過去の津波（村中論文をもとに作成） 
西暦（年） 和暦（年） 「古地名考」 

登場回数 
備考 

 
662 白鳳 12or 白雉 12 1  

749-757 天平勝宝 1  

821 弘仁 11 6 三陸に被害なし？ 

869 貞観 11 13 被害大 

1185 文治元年 1  

1498 明応 7 11 三陸に被害なし？ 

1611 慶長 16 17 被害大 

1628 寛永 5 1  

1681-1683 天和 1  
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 第 3.2節 現地調査 

 
2015 年~2016 年の時点で、40 件の津波地名が現在に引き継がれているかを村中氏らが調査。 

 
（１） 地形図上での位置特定 

  〇「岩手沿岸古地名考」で記載された 40 件の津波地名の位置を推定する必要がある。 
   →大正初期の旧班地図上で 11 件特定。 
   →記述により推定 
    例：  

「陸前国気仙郡気仙村字長部港の山澤に」・・・かなり特定できる 
    「陸中国下閉伊郡重茂村に十二神山在りこの山に鯨石と云ふ石あり」・・山全体が候補地 
 
  〇こうしてある程度位置を推定したうえで、その周辺の地区を訪問し、地域住民に訪問面接調査を

実施。 
   「地名・由来を知っているか否か」 
   「その他の津波地名とその由来, 津波に関する伝承などを知っているか」 
 
（２） 地名の残存状況 
 〇存在が確認できた地名：22 件／40 件 ただし、そのうち 1 件や屋号として。 
   そのうち、津波由来であることを確認できた地名 11 件。 
 
a. 事例１：広田半島（別配布資料参照） 

①舟荒：「往古海嘯の節激浪に打上けられ船の破壊せしより名称せしと云ふ」 

―大正 2 年の地図に現在の長船崎の付近での記載あり。 
―小友町獺沢の古老によると、蒲生家の屋号であるとのこと。 
―現在の矢の浦線のバス停の名称は「船荒」・・・地名としても機能 
―慈恩寺の資料では、蒲生家は「船荒の上」と呼ばれている 
―「フナレ」「フナリ」と読むらしい。 

   ②駒込メ：「気仙郡廣田村字長洞の内に在り」 
        「むかし海嘯の当時駒激浪に打けられ助りたるより駒込めと名称す 
        昨明治廿九年六月十五日午后八時の大海嘯にも牡馬壺頭激浪に押上られ本村蒲生辰

之助取押へ助けたりといふ」 
        ―広田町御城林 85 歳男性によると屋号であるらしい。 

―小友町獺沢の古老によると、やはり蒲生家（舟荒の蒲生家の親戚）の 
屋号であるとのこと→24 代当主蒲生哲氏（現在、市議会議員）に面会し確認。 

   ③集リ（アツマリ）：「気仙郡廣田村字集り」 
       「往古大海嘯在りしとき漁民集合大漁の祝宴中大海嘯あり此地形海面より高き所は五拾

尺低き所は五尺年号不詳と雖ども五月五日の内此所に集りたる漁民命失はすと云ふ故

に集りと地名を唱え今に至る迄毎年五月五日は字集近辺漁民紀念祝儀を為しと云ふ」 
       ―現在も「広田町集」として存在。 
       ―由来を知っている人は見つからず。また 5 月 5 日の祝儀も行われていない。 

 誰？ 
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   ④岩鞍：「むかし海嘯の当時馬の荷鞍岩上に押上られあるより是をみて岩倉と名称せしと云ふ」 
       ―現在は「岩倉」として存在。 
       ―地元住民からはこの由来は確認できなかった。 
   ⑤淡朶：「廣田大字大野の内」 
       「大陽と大野との両方よりむかし海嘯に砂石押上け森と成りたるより名称せしといふ」 
       ―大正 2 年の地図で「大野」を確認可能。 
       ―また現在も大野湾、大野海岸として地名が残る。  
       ―小友町獺沢の古老によると、「大陽と大野の間に, 大野湾と広田湾双方から津波が合わ

さったことに由来する『アッタ』が存在する」らしい。 
       ―御城林 85 歳男性「大椀田（オワンダ）であれば前花貝に屋号として存在する」。 
       ―前花貝68歳女性「大椀田は大野湾と広田湾の双方からの潮が合ったことに由来する」

と「屋号「大椀田」の住民から聞いた」。 
 
  ※これ以外の事例（「蛸カラカイ」「鍬臺」「鯨山」など）については省略させていただきます。 
 
 第 4章 おわりに 

    

    本論文で行ってきたことを振り返り、「大半の地名では由来を確認できず, 時間が経過するに

ついて人々の記憶から消し去られている状況を確認できる」。 

 

■考察（五味） 

 

  〇おそらく山奈が収集した以外にも津波地名は存在している（いた）はず。 

   高田で過ごしたのはせいぜい数日だと思われるので。 

 

  〇そのうち、「屋号」として残っているものも存在している可能性もあり。 

 

  〇ただし、津波に関するエピソードを、直接的に「家」を呼ぶための屋号に採用したとは考えに

くい。まずは地名となり、その後、屋号に転化していったと考えられる。 

   屋号になるということは、その地名が震災の記憶と結びつかなくなってからではないか。 

 

  〇となると、屋号として残っている津波地名は相当に昔ものであろう。 

 

  〇現在まで残っている津波地名を網羅的に収集することは、（山奈には難しかったかもしれない

が）我々にはできるかもしれない。 

 

  〇東日本大震災の津波で地名や屋号が残る可能性はあるか？：「奇跡の一本松」？ 
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[3] 山口彌一郎,「屋號に依る聚落の一考察―岩手県九戸郡宇部村久喜―」の紹介 

 

 山口彌一郎（1902―2000）：新潟県出身の民俗学者。柳田國男門下。 

亜細亜大学、創価大学教授など。 

河北文化賞,福島県文化功労賞,文化庁長官賞,勲四等瑞宝章,SGI平和文化賞 

 

 

1. 屋號の考察 

〇農・山・漁村では家の名を呼ぶに屋号で呼ぶ習俗が多く残されている。 

〇商店における屋号と異なる点は、多分に揶揄した綽名の意味を含み、村人が自然と呼び慣し 

て完成させたものが多い事。 

〇屋號の意味や起源の研究は民俗学の仕事だが、まだこれに関する資料や文献は少ない。 

〇各地の屋号の例 

  石見：神主の家→ヨコヤ 

  肥後菊池郡中島附近：オモテ→屋敷のそばに年の神の神霊を祀る 

  日向・椎葉：オモテ家の座敷→厳島神社祭礼の神楽が行われる 

  福岡県筑紫郡岩戸村：ウラオモテは一家（オモテが本家＆ウラが分家） 

  青森県下北地方：村の創設者の本家をプイタス （プイ草を掘り取る意のアイヌ語） 

  岩手県下閉伊郡安家村：シマーアキ、ウエ、ナカトナリ、タテクルビ、マナシカワラ 

             ・・・主に位置を示す 

〇屋号は位置や人が変わっても保たれ続け、別家に「かまど」を付けて系統を明示する場合 

など、村の発達や移動、分散等を調査する場合に見逃してはならない。 

 

2. 久喜の概説と屋號 

〇地理的特徴 

・付近の小袖とともに、海女が存在する純漁村（現在の久慈市宇部町久喜）。 

・野田とは 4km。 

・道路改修前は、多集落と隔絶されていた。 

・世帯数と人口 

 明治初年ごろまで 50戸→明治 34年 68戸 499人 →明治 45年 72戸 521人 

→大正 4年 105戸 621人 →昭和 10年 129戸 839人 

 ・現在（昭和 12年頃）でも他からの入移は近似されている。 

・部落婚が維持されている。 

   

〇産業と生活 

・３つの網組(「漁船・漁網や労働力などを出し合ってつくる網漁業の組織」(goo 辞書))。 

  ・イワシ漁が盛ん。獲物は組合員が平等に分配・〆粕（魚肥）釜場で製造後共同出荷。 

  ・海女のことを「かつぎ」と言う（17歳以上）。 

昆布、わかめ、つのまた（海藻）・ウニなどを採取。 

・女性が家計一切を切りまわす。前掛けの紐に財布「ダラー」。・・・嚊天下（かかあてんか） 
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〇屋号の収集（別配布資料参照） 

「村人はそれ等につき他人に語るを嫌ふし,撥音も不明瞭なので小學校の好意に依り先ず補修科

の女生徒から聴取し, さらに古老数人につき吟味補正した」。 

  

 ・本家は 54家（明治初期の世帯数に近い）＆分家には「かまど」が付く。 

  

 ・カテゴリ 

氏名によるもの 10             上中下の位置を示すもの 8 

    道路に関するの  3             飲料水に関するもの 1 

    川端・海岸の位置を示すもの 2        その他 4 

  

 ・もっとも古い家 

    104 えんげや（人名）             65 ほとけや（佛家←その他）   

 19 よこそうじ（横小路←道路） 16 なかあつぼ（中坪←上中下）  

 

  ・その他の特徴的な屋号 

    47 おうかみ（大上） ・・・・以前、村の最も上の家であった 沢の水を求めて占居 

     95 ゐど（飲料水）・・・・・・古くから井戸を持つ家 

 

・まちの発達（別配布資料参照） 

    もともとは「大道路筋」周辺が発達（本家はこの周辺に多い）。 

   →西小路、やしん小路沿いが発展。 

   →徐々に西、および南の高地に延びる（山腹に階段状で家が密集）。 

   →かみかわ通、ほとけや通り、かじゃあな方面。 

   →個数の制限統制廃止でかまどが急激に増加。 

   →山の上の方、沢以北の発展は最近(112～129のあたり)。 
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図２ 津波による家屋の移動 

（出典：山口論文 本文で言及されている津波で移動があった家の屋号とその位置を付記した。） 

 

３．津浪に依る家屋の移動 

  

〇明治 29年の津波 

・当時、久喜の戸数 59戸→流出戸数 36 死者 130余り。 

 ・やしんそうじ上側の家並みまで流出。 

 ・9戸は高地に移動。他はほぼ現地に復旧。 

  ・高地に移動した 9戸も約 10年後に 4戸が現地に復帰。残る 5戸の空屋敷にかまどが出た。 

 

〇昭和 8年の津波 

 ・被害は小さかった。 

 ・77 のしかばたのみ流失。52おうしも半壊で高地へ。 

  ・土地が狭く移動ができないということで海岸にコンクリートの大堤防を築造。 

 

〇家の移動（図２） 

・93 しかばた ＆  77 しかばた 

   もともと海岸沿い（93）→明治 29 年の津波で流失→高台へ移動（77）→ 

不便に耐えかねて旧屋敷(93)に戻る→昭和 8年の津波で再び流失→また高台(77)に帰る(77) 

 

93 しかばた 
77 しかばた 

52 おうしも 

2 おうしも 

101 ぎへいやかまど 

56 ぎへいや 

1 しない 
48 しないやかまど 
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・2 おうしも ＆ 52 おうしも 

   もともと大道路の坂の一番海側(2)→明治 29年の津波で流失・現地(2)で復旧。 

   昭和 8年の津波で半壊。高地（52）に移動。 

 

・56 ぎへいや 101 ぎへいやかまど 

   もともと 101の位置に「ぎへいや」。 

→高地（56）移動後に 101の位置に「ぎへいやかまど」を出す。 

 

・1 しない ＆ 48 しないかまど 

   もともと 1の位置にしない→明治 29年の津波で 48の位置に移動→まもなく元の 1に復帰  

   →48 の位置に「しないかまど」を出す。 

   （25 したみち ＆ 59 したみちかまど も同じかたち）          など 

 

４． 結語 

 

屋号は名字よりも前から存在していたため、民俗学・地理学的な研究の資料として用いることが

できるであろう。家ごとの草分け、かまどの系統、占居位置、職分等、また集落の発達 や変化の

在り方を知ることにもつながる。 

 

■考察（五味） 

  

  〇久慈市宇部町久喜の世帯数・人口 

            H22.7末 283 世帯 920 人 

      H23.2末 281 世帯 892 人 

      H23.3末 283 世帯 894 人 

R1.6末 273 世帯 734人 

（昭和 10年 129世帯 839人）  

  

〇現在の久喜の様子・・・Google Mapでかなり詳しく見ることができる（別配布資料参照）。 

    80年前の地形や町のかたち今もかなり保存されている。家にも高い連続性があるはず。 

 

  〇現在の屋号分布がどうなっているのかがとても気になる。 

   世帯数が倍増する中で、今も使われているか？ かまどのかまど、みたいになるのか。 

 

〇広田町では、平成 9年発行の電話帳があり、その電話帳には、原則すべての家の屋号が掲載さ

れている。（←齊藤家所有） 

   →なので広田屋号マップを作ることはすぐにでもできる。 

 

  〇家系図や聞き取りなどをベースにして変遷をおなじようにたどることもできるかもしれない。 

ちなみに山口彌一郎氏には、「北上山地の屋

號と聚落」『民俗學研究』,Vol.8(3), pp.365-

391, 1943 という論文もあり、現在の久慈市

山形村、奥州市江刺区玉里などの屋号が研

究されている。 
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第 1表 『岩手沿岸古地名考』の本文・注 

No.1 鮫ヶ渕（サメカフチ）岩手県は宮城県の境陸前国本吉

郡小原木村の山谷に在る此地鮫ヶ渕と称し小原木村海濱よ

り凡壹里拾丁許の山奥の澤に在り往古大海嘯の際激浪のた

め鮫魚うち上けられ居りたるより名称せしむといふ 

按するに弘仁十一年或は貞観十年の大海嘯の当時ならんか 

No.2 朽舟（クチフネ）陸前国気仙郡気仙村字長部港の山澤

に在り此地海岸より凡壹里半往古大海嘯の当時山上の谷合

に漁船激浪に打上られ海面に下る能はす故に船自然に朽れ

たるより朽舟と名称せしと云ふ 

考ふるに慶長十六年十月廿八日大海嘯の際ならんか 

No.3 鍋在リ（ナベアリ）陸前国気仙郡気仙村字長部港の奥

山字朽舟の入に鍋在りと名称せし地名在り往古大海嘯の際

鍋激浪に打上けられあるより名称せしなり 

考ふるに慶長十六年十月廿八日海嘯の当時ならん 

No.4 舟荒（フナアラシ）陸前国気仙郡小友村字矢の浦に舟

荒と唱る地名在り往古海嘯の節激浪に打上けられ船の破壊

せしより名称せしと云ふ 

考ふるに慶長十六年十月廿八日の海嘯或は明和年間の海嘯

ならむ 

No.5 駒込メ（コマコメ）陸前国気仙郡廣田村字長洞の内に

在りむかし海嘯の当時駒激浪に打あけられ助りたるより駒

込めと名称す昨明治廿九年六月十五日午后八時の大海嘯に

も牡馬壹頭激浪に押上られ本村蒲生辰之助取押へ助けたり

といふ 

考ふるに寛永五年正月七日の海嘯ならむ如何となれは慶長

年間の検地帳に右の地名見得す 

No.6 集リ（アツマリ）陸前国気仙郡廣田村字集りは往古大

漁ありしとき漁民集合大漁の祝宴中大海嘯あり此地形海面

より高き所は五拾尺低き所は五尺年号不詳と雖ども五月五

日の内此所に集りたる漁民のみ命を失はすと云ふ故に集り

と地名を唱へ今に至る迄毎年五月五日は字集近傍漁民紀念

祝儀を為しと云ふ 

考ふるに凡そ四百年前明和七年の海嘯当時乎慶長年間伊達

家の検地の際帳簿の字に集りと云ふあり明治廿九年六月十

五日海嘯にも十一戸の内十戸流亡人口八十六人中死亡六十

人其内二人高さ五十尺の所へ打上けられたり 

No.7 岩鞍（イハクラ）陸前国気仙郡廣田村字堂の前近傍に

岩倉といふ地名あり是もむかし海嘯の当時馬の荷鞍岩上に

押上けられあるより是をみて岩倉と名称せしと云ふ今に岩

倉と書したる地名あり 

考ふるに前仝断 

No.8 淡朶 陸前国気仙郡廣田大字大野の内にあり是は大陽

と大野との両方よりむかし海嘯に砂石押上け森と成りたる

より名称せしといふ 

考ふるに本村大陽と大野は表裏の海浜なり当時海嘯尤激烈

なるやの如し 

No.9 鮫田（サメタ）陸前国気仙郡末崎村に字鮫田といふ地

名あり明治廿九年を去る凡七百年前大海嘯の当時鮫魚田甫

に逆浪のため押上けられたるより名称せしといふ 

考ふるに文治元年七月大地震山崩れ河川埋む海面傾ふく陸

をひたせりと云ふことあり此地ならんか八十年前まて鮫魚

骨あり識者は此海岸に近来生育せさる大魚の骨と云ふ方今

尋るに之なき故に七百年前の海嘯ならんか 

No.10舟折ヶ崎（フネヲレカサキ）陸前国気仙郡盛町と仝郡

日頃市村の界に舟折れか崎といふ地名あり往古海嘯に舟激

浪に押上けられ岩に觸れて舟の折れたるより名称せし地名

といふ 

考ふるに明応七年の海嘯なるかのことし 

No.11舟野（フネノ）陸前国気仙郡日頃市村字舟野といふ地

名在り昔海嘯の当時激浪のため船数艘打上けられたるよ 

り名称せしならん 

考ふるに前仝断 

No.12 鍬臺（クワンタイ）陸前国気仙郡唐丹村より同郡

吉濱村に越る嶮阻なる峠あり大小二山なり一を大鍬臺

二を小鍬臺と云ふ大むかし海嘯の当時鍬臺打上けられ

在のみ人民皆流亡巡視の者此地の名称をしる能はす故

に流れある品鍬臺のみ故名称せしと云ふ 

考ふるに天平勝寶或は貞観十一年の頃の海嘯ならんか 

No.13 舟上場（フナアケバ）陸前国気仙郡越喜来村字甫

嶺乃山上に在り舟上場は海岸より壹里餘の所なり往古

大海嘯に逆浪の為め舟押上けられたる故に名称せしと

云ふ 

考ふるに弘仁貞観両度の海嘯の当時なるか 

No.14 大舟ヶ崎（オフネカサキ）陸前国気仙郡越喜来村

に字大舟ヶ崎と云ふ所あり海岸より三拾丁餘奥の山上

に在り往古海嘯の当時錯を引て大舟を山上に打上けら

れたる所なり考ふるに明応七年海嘯なるか 

No.15 大舟澤（オフネサハ）陸前国気仙郡越喜来村字崎

濱より宇洞に越へトロハイ峠の澤に在り往古大海嘯の

節船の激浪のため打上けられたる所故に名称せしなり

海岸より凡壹里餘当時の海嘯は激浪㟢濱より宇洞を越

えたりといふ 

考ふるに貞観十一年の海嘯なるやの如し 

No.16 牛轉（ウシコロビ）陸前国気仙郡唐丹村字荒川濱

の北に当り牛轉びと云ふ地名あり昔海嘯の際激浪に打

れ牛の落ちたる所なり故に名称す 

考ふるに慶長十六年の海嘯ならん荒川濱は慶長四年迄

は戸数百二十戸余の町にして町の内中の町と云ふ所在

り方今は謹々十三四戸のみ故に慶長十六年海嘯に流亡

せしもの如し 

No.17 蛸カラカイ（タコカラカイ）陸中国上閉伊郡鵜住

居村に蛸カラカイといふ地名あり是も昔海嘯の際逆浪

に蛸カラカイ打上られたるより名称せし場所と云ふ 

考ふるに近くは慶長十六年若くは明応七年の海嘯の際

なるへし慶長後明応前後数回の海嘯あれとも東北地方

記録に乏しきより充分考ふる能はす 

No.18 ホヤ拾ヒ長根（ホヤヒロヒナカネ）陸中国上閉伊

郡鵜住居村字白濱より大仮宿へる山坂にホヤ拾ヒ長根

と云在り往古津浪に打上けられたる所なり故に名称せ

しなりと云ふ 

考ふるにホヤ拾ヒ長根は海面より数百尺も高き地形な

り故に慶長十六年の海嘯よりも激浪高きか如し然れは

明応七年ならん 

No.19 槌（ツチ）陸中国上閉伊郡大槌小鎚の地名あるに

往古大海嘯に海濱の民屋人口悉く流亡残民来り視察す

るに地形陥落字地名知るに由なく槌の激浪に打上けら

れ在るのみなり故に槌と名称せしといふ大小鎚を分界

せしは慶長以来南部の領する所となり制度の整頓より

分区せしものなり大小槌元は槌村と唱へたりと云ふ 

考ふるに貞観十一年の海嘯なるやの如し又大小槌区分

して文字を木へんと金へんに区分したるは後世学者の

栄なり 

No.20 三枚戸（サンマイド）陸中国上閉伊郡大槌町に在

りむかし海嘯に戸三枚流亡ありしより名称せしと云ふ 

考ふるに前仝断 

No.21 臼澤（ウスサハ）陸中国上閉伊郡大槌町字臼澤往

古海嘯に臼激浪に打上られあるより名称せしと云ふ 

No.22 鯨山（クジラヤマ）陸中国上閉伊郡大槌町の北に

現在する山往古の大海嘯に鯨山の麓に激浪の為め打あ

けられたるより該山を鯨山と名称せしといふ同郡大槌 

別配布資料

（出典：村中論文）
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第 3図 広田半島 

基図：地理院地図 

a b c 

d e 

a 

b 

c 

d 

e 

（出典：村中論文）



（出典：山口論文　赤字は五味による注）
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