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1. はじめに

北部九州で見られる民家の型の一つに「クド造り」

がある。クド造り民家の特徴はコの字型の棟を持つ屋

根形状であるが，一口にクド造りと言っても，屋根の

谷の方向や平面，架構などにはいくつかのタイプが見

られる。福岡県内では，昭和 43，44 年度にかけて行わ

れた「民家緊急調査」の報告書 (1) において太田が，オ

モテに谷を持つ前谷型クド造りが福岡県のクド造りの

基本形であるとし，一方で，後谷型クド造りは佐賀県

に多く見られ，福岡県には少ないと述べている。しか

し，福岡県内にも後谷型は散見され，実状は異なると

考えられる。

そこで本研究では，筑後川中流域，福岡県朝倉市旧

杷木町の山間部から，うきは市浮羽町の山間部にかけ

ての地域を対象として，1972 年と 1978 年の空中写真

で確認できる茅葺き民家を屋根の形状（直屋・鍵屋・

クド造り）ごとにプロットすることで，クド造りの分

布の傾向を把握したのち，それぞれのクド造り民家の

谷の方向と周辺環境を分析した。また，現存している

前谷型と後谷型 2 棟ずつについて，平面と架構に注目

して事例検討を行った。これらをもとに当地域のクド

造り民家の実態を捉え直すことを本研究の目的とする。

2.鍵屋・クド造りの分布状況

対象範囲の 1970 年代の茅葺き民家の屋根形状ごとの

分布を図 2 に示す。この範囲内で確認できた茅葺き民

家は 1025 棟で，このうち，928 棟が直屋，88 棟がいず
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れかの方向に角屋を伸ばした鍵屋，9 棟がクド造りで

あった。当地域には国指定重要文化財であるクド造り

民家平川家住宅が建つが，クド造りが茅葺き民家全体

に占める割合は 1% にも満たず，広く普及した型ではな

かったと考えられる。標高ごとに見ると，クド造りは，

標高 0-50m に 3 棟，50-100m に 4 棟，150-200m に 1 棟，

250-300m に 1 棟が見られ，平野から山間部にかけて，

図 1 筑後川中流域の地形と分析の対象範囲
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図 2 茅葺き民家の屋根形状ごとの分布
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ゴゼン横の土間に設けたトイノマにかかる下屋で処理

されている。

小屋組に注目すると，居室部分と土間上部の棟は，

両端に妻扠首を持ち，それぞれで独立した構造となっ

ており，この２棟を繋ぐような形でニワ - ダイドコ上

部の小屋が組まれている。また，このニワ - ダイドコ

上の小屋組には改築の痕跡が見られ，他と同じ高さの

棟木とそれを支える扠首が残されており，現状の棟木

を支える扠首の一方は，この旧い扠首から延長されて

標高に依らず分布していることが分かる。クド造りの

割合を筑後川の以北と以南で比較すると，筑後川以北

の朝倉市側では 2.4%，以南のうきは市側では 0.4% と，

朝倉市側でその割合は高くなる。近世期，この地域の

筑後川は北の福岡藩と南の久留米藩の藩境であり，福

岡藩側にクド造りの建てられやすい何らかの社会的背

景が存在したと考えられる。

3.クド造り民家の谷の方向と周辺環境

空中写真に見られたクド造り 9 事例について，クド

造り民家を中心とした 100m 四方の屋根伏と道，植栽，

農地を書き込み，接道と前庭から谷の方向を推測した

(図 3)。9 事例のうち，前谷型が 2棟，横谷型が 1棟，

後谷型が 6 棟存在し，福岡県下のクド造りは前谷型が

主流であるという言説とは異なり，当地域では後谷型

を中心に複数のタイプのクド造り民家が混在していた。

唯一の横谷型である事例 6 は街路沿いに位置し，短

冊状の屋敷割りの上に建っており，奥行きの長い長方

形平面に合わせて横谷型のクド造りが選ばれたと考え

られる。その他の事例では，クド造り民家の谷の方向

と集落の立地する標高や近隣の住宅との距離感に明確

な傾向は見られず，前谷 / 後谷は別の理由によって選

択されたものと考えられる。

4.前谷型くど造り

当地域で見られたクド造り民家のうち，前谷型と後

谷型それぞれ 2 事例ずつに関して，平面構成と小屋と

の関係から分析を行う。まずは，前谷型クド造りの事

例として，文化財として現代まで保存されている旧石

井家住宅と平川家住宅を挙げる。

4.1.旧石井家住宅

旧石井家住宅は，福岡県朝倉市宮野に建つ前谷型ク

ド造り民家である（図4）。対象範囲の外に立地するが，

1977 年に県指定有形文化財に指定されており，当地域

を代表する前谷型クド造り民家の事例として挙げた。

建設年代は明確ではないものの，記録によると，隣に

建っていた同型の民家に寛政ごろ（1800 年頃）の墨書

が残っていたことから，旧石井家も同時期かそれ以前

に建てられたと考えられている (1)。

上屋部分は間口 4.5 間，奥行 4.5 間の正方形の平面

を持ち，これが縦に 2 分割され，土間と居室に分かれ

る。居室部分は縦に長い 12 帖のゴゼンと 6 帖のダイド

コの 2室からなり，居室部分には露出した梁材の上に，

当地域で“ヤナカ天井”と呼ばれる細竹を並べた天井

がかかる。現状は，梁間 3 間の高い棟から梁間 2 間の

角屋が 2 本突き出したコの字型の屋根がかかり，谷は

[ 事例 1] [ 事例 2] [ 事例 3]

[ 事例 4] [ 事例 5]

[ 事例 7] [ 事例 8] [ 事例 9]
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いる。この改築による平面の拡張などは見られず，棟

を高くすることで，扠首の位置を移動させ，雨仕舞い

に不利な谷部分の下屋を短縮する効果を期待しての改

造と考えられる。

4.2.平川家住宅（事例9）

平川家住宅は，福岡県うきは市浮羽町田篭に位置す

る前谷型くど造り民家で，国の重要文化財に指定され

ている（図 5）。建設年代は 1800 年前後と考えられて

おり，その後の増改築を経て，現在は，高さの異なる

3つの棟が特徴的な外観を作り出している。

現状の上家部分は，間口 5 間・奥行 7.5 間とかなり

大型であるが，小屋組に残る痕跡から，居室のうち，

ザシキ・ナカナンド・カワナンドの東側 2 間分は後補

とされている。これらを除いた当初平面は，間口 5間・

奥行5.5間の正方形に近い平面となる。これを縦に割っ

て土間と居室が設けられており，旧石井家住宅と似た

平面構成をとる。

また，当初部分の小屋組に注目すると，居室上部の

小屋は両端に妻扠首を持ち，単独で成立する。土間上

部の小屋組はオモテ側には妻扠首を持つが，ウラ側に

は妻扠首がなく，ウチニワ - ダイドコロにかかる小屋

組の妻扠首に棟木が支持される。全体的な屋根の形状

は，旧石井家住宅に似るが，小屋組どうしの関係性は

若干異なっていることが分かる。ただし，ウチニワ -

ダイドコロにかかる小屋組の土間側の妻扠首が他と異

なる形状となっていることから，増築部分以外の小屋

組にも改築が施されており，当初は，土間側の小屋組

も単独で成立していた可能性も考えられる。

5.後谷型くど造り

次に，筑後川中流域に見られる後谷型クド造り 2 事

例を挙げる。

5-1.I氏邸（事例5）

I 氏邸は，福岡県朝倉市杷木大山に建つ後谷型クド

造り民家である（図 6）。

間口 4 間・奥行 7.5 間の整形四つ間取りの平面構成

をとる。土間の一部とナンドの上部には根太天井がか

かり，物置として使われている。ザシキに付属する半

間の縁は下屋ではなく上屋内に納まり，12.5 帖のゴゼ

ンと 8 帖のザシキとともに，天井高は 3 メートルを超

え，梁が露出した上部に“シャギ竹天井”がかけられ

ている。竹を用いた天井としては細竹を並べたヤナカ

天井が当地域のゴゼンによく用いられているが，当家

図 6 【事例 4】後谷を持つ I氏邸
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図 5 【事例 9】前谷を持つ平川家住宅※1
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ではシャギ竹を用いたシャギ竹天井がゴゼンのみなら

ず，ザシキと縁にもかけられているのが特徴的である。

屋根は梁間 3 間でコの字に回る。これは，土間の幅

とは一致するが，土間 -ザシキとナンド -ザシキでは，

部屋境ではない箇所に扠首を落とす。屋根の谷はイマ

の上部に位置し，扠首を受ける材の垂直荷重は，柱に

直接かからず，差物と束を活用して処理されている。

上屋の大きな増改築の痕跡は見つからず，現状の平面

と屋根の関係は当初のものと思われ，ザシキの縁の半

間を上屋内に取り込む空間構成や柱割と小屋組とのず

れは当初から計画されたものであると推測される。

5-2.Y氏邸（事例8）

Y 氏邸は，福岡県うきは市小塩前迫集落に位置する

後谷くど造り民家である（図 7）。当家の建設年代は，

正確なものは把握できていないが，ヒアリングによる

と，少なくとも築 150 年程度は経過しているとのこと

で，もとは集落内の有力者が建てた家を，現当主の先

祖が買いとって移り住んだという。規模が大きく，立

派な材が用いられ，ザシキの床などには丁寧な細工が

施されていることから，手をかけて建てられた家であ

ることが伺える。

平面は，間口 5 間・奥行 8 間と大型の食い違いの四

ツ間取となる。12.5 帖のゴゼンとイマは，現状では竿

縁天井がかかるが，イマの一部とゴゼンの天井裏には，

当初のものと思われる井桁の梁組を見せたヤナカ天井

が残る。土間上と，ナンド上に二階を持ち，土間上は，

下男部屋や物置として使われてきた。一方で，ナンド

上部の二階部分は現状の竿縁天井の上部に，ヤナカ天

井が残っており，また，屋根を切り上げて大きな開口

がとられていることから，居室として作られた空間で

あったと考えられる。

屋根は，土間からザシキにかかる梁間 3.5 間の屋根

と，梁間3間の角屋を2本突き出し，コの字を形成する。

イマの上部が谷となり，扠首はゴゼンとの部屋境から

約 1.5 間ずれた位置に落ちる。

6.まとめ
筑後川中流域のクド造り民家は，茅葺き民家全体に

おける割合は多くはないが，標高に依らず様々な地形

の元に，複数のタイプが見られるという特徴を持つ。

また，それらの谷の方向を見ると，福岡県では少ない

とされていた後谷型のものが多く建てられている。今

回，事例検討を行った後谷型クド造りは，大型で四ツ

間取りの長方形平面を持ち，縦割りの正方形平面を持

つ前谷型とは大きく異なる平面構成をとっていた。ま

た，これらには小屋組の扠首が落ちる位置と，部屋割

および柱割にずれが生じるという特徴が見られた。

当地域では，直屋をかけるには広すぎる大型の四ツ

間取り平面に屋根をかける手法としてクド造りが採用

され，その際，高い天井高を必要とするゴゼンを上屋

内に収め，下屋となる谷間を裏側で処理できる後谷型

が，四ツ間取の平面構成と相性の良い形として建てら

れたのではないかと考えられる。

注

※1: 平面図・断面図は，「平川家住宅保存修理工事報告書」(2)を基に作成し，架構モ

デル図は，「新川・田篭地区伝統的建造物群保存対策調査報告書」(3)より引用した。

※ 2: 天井や壁の張替えといった現代的な改修が丁寧に行われており，架構の採取には

至らず，部屋のボリュームと屋根の関係を表すモデルを作成した。
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