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・人類は，周囲の「自然」から資源を取り出
して利用し，生活や生業を営んできた。

・その基本条件は「衣食住」の確保。

・「自然」の様相が異なる地域地域地域地域ごとに，特色
ある「衣食住」の様式＝生活様式，生活文
化が育まれてきた。

・しかしそれは，地域性が「なくなった」の
でなく，「気づかれにくく」なっただけ。

・確かに，経済活動や情報伝達の広域化
は，地域色を均一化させる効果をもつ。

⇒第12〜15回は，「衣食住」からみた
「地域と自然」のあり様を紹介し，「自然」
を地域の生活･生業の様式＝「地域性」
と結び付けてとらえる視点を身に着ける。

・しかし工業化と社会的分業が進んだ現代
では，「衣食住」の物資の多くが「工場」や
「農地」などの人為的環境下で作られ，メー
カーブランドの「商品」として，国境さえ越え
て広域流通するようになった。

・そのため，「衣食住」の「地域性」や「自然」
との関連性は，普段は意識されない。

・自然から遠い都市の生活者は特にそう。

「衣食住衣食住衣食住衣食住」から紐解く「地域地域地域地域と自然自然自然自然」」」」

⇒現代は，私たちの「衣食住」に「地域性」
や「風土性」が不鮮明な時代といえる。

・他方，均一化の時代は，「地域性」がブラ
ンドや付加価値になる時代でもある。

・「地域性」の源泉の多くは，その「自然」
にあり，そこから得た「地域資源」にある。

・それらの多くは，伝統的な「衣食住」の様
式と無関係でない。

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0f/70/2c875af5c33eb0c393803f9d96494934.jpg

「住居住居住居住居」をめぐる自然自然自然自然・人為人為人為人為連関

◇住居の原型

・人類は，周囲の自然環境そのものや
採取した素材を住居に利用してきた。

・自然環境そのもの … 洞窟，樹木etc

・素材…石，土，泥，草，木，布，毛皮，氷etc

・安全確保，生命維持

…風雨，寒冷・熱暑を凌ぐ，
野獣から逃れる，

◇住居の役割

http://www.dtac.jp/caucasus/georgia/entry_97.php

ジョージア，ウプリスツィヘ洞窟住居
カッパドキア，ウチヒサル

http://www.tabi-eco.com/totyu/turkey/kappa.htm

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/
ce/Great_Mosque_of_Djenn%C3%A9_1.jpg

マリ・ジェンネ，泥のモスク

http://usaginikatutakame.txt-nifty.com/
photos/titikakako/resize0442.html

チチカカ湖，葦の家

トラジャ，ヤシの家
http://pds.exblog.jp/pds/1/200801/05/79/f0094079_651633.jpg

イヌイット，氷の家
モンゴル，フェルトのゲル

パプア，樹上住居

世界の住居文化百科

世界の住居文化百科

ユネスコ世界遺産

・原広司,1987, 『集落への旅』, 岩波新書

・原広司,1998, 『集落の教え100』, 彰国社

・オリバー，2004，『世界の住文化図鑑』，東洋書林

・布野修司,2005，『世界住居誌』，昭和堂

・東京芸大益子研究室，2006，『湖上の家,土中の
家 : 世界の住まい環境を測る』,

農山漁村文化協会 (百の知恵双書 012) 

・陣内秀信，2007，『地中海世界の都市と住居』,
山川出版

・メイ, 2010, 『世界の居住文化百科』, 柊風舎

世界の住居や集落を紹介した図書
（本学図書館の検索から）

… 「文化遺産」，「複合遺産」に登録され
たものには，「住居」や「居住景観」が多数。
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https://worldheritagesite.xyz/europe/

・原型 … 縄文以来の竪穴住居
・地面を円状に1m程度掘り下げ，柱と梁で
骨組を作り，周囲に垂木を円錐形に結わえ
て草で葺く … 「寄棟」の原型，あずまや

・これに「煙出し」を付けて大型化
させたのが「入母屋」の原型↓↓↓↓

・屋根を「柱」で上げて高床式にした建物は
弥生遺跡から復元され，家型の埴輪も出土。

日本の住居

・一般に，庶民の家は寄棟
のあずまや
・直線的で簡素な「切妻」
屋根は格の高い神社に好
まれた⇒大社造

・入母屋はさらに，瓦で葺いて寺院建築，
そして近世の城郭へと取り入れられる。

梁川町史1, 日本史辞典（岩波），住環境の計画1，図解住居学1（彰国社）

・入母屋は宮殿建築に
採用され，さらに多くの
神社に取り入れられる。

★各地の庶民は，これら先進様式を，経済力に
あわせて模倣しつつ，土地条件や生業形態に
適した地域様式＝「風土建築」を育む。
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合掌造
中門造 南部曲家

くど造

大和棟

吾妻屋根，兜屋根

入母屋文化圏

中門造り地帯

※入母屋が関西で多いのは，
富裕層が寺社建築を模倣し

て取り入れたためとの説あり。

・寄棟，入母屋の大枠に，ローカル色が加わったのは，自然（気候）条件と，
近世後半以降の生業の展開による。

・南方要素 … 多棟，分棟，二棟造 … 釜屋の分離：暑さ対策

http://kansai-takumi.com/plus_takeuchi.html

http://blog.goo.ne.jp/pzm4366/e/a124cd39f11bde01714ef75ec5fbe708

奈良県山添村の大和棟の民家

大和棟は外見も美しく，機能性も高く，
今も新築住宅に導入されている。

近鉄の
駅舎にも

橿原駅↑

畝傍御陵
前駅→

・北方要素 … 曲がり家，突出部

… 耐雪，耐季節風：雪囲い

・その代表が「中門造り」

只見川流域の中門造り

http://livedoor.blogimg.jp/minami_aizu

/imgs/f/0/f0fd753e.JPG

・「中門」は，母屋から突出し
た部分。
・「中門」部分の用途は厩，
作業場，居室などいろいろ。

海老沢（1966）

中門造り民家の比率
と積雪深の関係
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・ 「切妻」部分の機能
… 落雪防止 ＋ 深雪時

の出入口確保

海老沢（1966）

http://www.tateiwa-tic.jp/maezawa/

舘岩の中門造り集落「前沢」

・1987  環境庁「住みよい村日本一」
・2000  建設省「手作り郷土賞」
・2011  文化庁「重要伝統的建造物群保存地区」

・1985  景観美化に着手。
・屋根を覆っていた赤いトタン
を撤去して，萱葺きに戻す。

「合掌造り」の特徴

・形態の特徴 … 急勾配
（45〜60度）の切妻屋根

★立地 … 庄川上流の豪雪地
※かつては中部・関東の山間にも。

・構造の特徴
①屋根がトラス構造（三角組み）で
建物を支える
⇒合掌の内部に垂直柱が不要。
※普通の家は，垂直柱で屋根を支持。

②多層 … 多くは3・4層
⇒広い作業空間

④急勾配屋根⇒雪下ろし不要

③日射量調整 … 冬は屋根面
の日射量多く，夏は少ない
⇒室内温度の平準化（右表）

（普通の家）

（白川郷）

・機能 … ①大家族， ②蚕飼育

白川郷
1976，伝建地区
1995，世界文化遺産

『伝統民家の生態学』

・春，外気温より室内
気温がかなり高い。

・夏は，日中の室内
気温の上昇が抑え
られる。

花岡利昌（1991）
『伝統民家の生態学』
海青社

北上川下流部の集落立地と防災景観

旧豊里町に残る水山と板倉（高橋照喜さん宅）

・100余棟が残存，うち豊里町に43棟。
・「水山」の上に井戸があるのが原型。
・蔵が建つのは明治以降。 ・1927奥羽大水害
・1950年代以降は大水害なし

河北新報（2004.5.02）

◇「居住環境」を読むもう２つの視点 ②「防災景観」：繰り返す自然の猛威に
対抗する「災害文化」としての居住景

①「集落」：立地環境を共有，共通の生業，
共助による生活資源と安全の確保
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北上・迫・江合川合流点付近

★

1

見分森↑

胆沢扇状地の散居景観 … 開発困難地の土地条件にあわせた快適居住の工夫

3 km

水利水利水利水利
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…中国の吉凶方位観に基づく居住最適
環境の伝統的認知システム

風水思想

←このような風水条件を
満たす場所は「蔵風得水」

の地と呼ばれる

・条坊制市街地の構造も
「風水」モデルに基づく。

平安京

東山

比叡山

北山

鞍馬山

大原

嵐山

松尾山

貴船

・四神＝白虎，青龍，玄武，朱雀
・相応する地勢（山や川）を四神の見立て。
・その「見立て」がそろう場所＝四神相応の地

玄武＝船岡山

白
虎
＝
山
陰
道

青
龍
＝
鴨
川

朱雀＝巨椋池

仙台は「風水」
の立地条件に

よく合致

住田町の「林業日本一」
の町づくり

・1978年，町の林業関係者で協議会を結成，
川上（素材生産）から川下（木材加工）まで
の事業者の統合と連携づくりに着手。

・1982年，住田住宅産業を設立。

・以後，プレカット，集成材，集成材用ラミナ
の工場を協同組合方式で次々設立。

・住田町は気仙川上流にある林業を基幹と
し，「気仙大工」の故郷としても知られる町。

・1970年代，林業の衰退に直面するが，林
業の振興にかけるしか道はなかった。

・人口減少と高齢化が進む中，
林業・林産の従事者は増加。

・2011年の震災においては，検討中
だった仮設住宅の独自モデルを県
に提案して採用される。

2013年2月，住田役場の資料。売上額は，
住田住宅が2009年度，他は2011年度。


