
民家の変容と多様性

―浮羽町新川田篭地区における茅葺き民家の構法・普請の分析を通して―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　翔悟

はじめに

　本研究は，福岡県うきは市の山間部に分布する伝統

的木造民家の中で，主に近世から近代にかけて建設さ

れた茅葺民家の形態の多様性に注目し，それらを構法・

技術的視点から分析することで，対象地区の民家の実

態を明らかにしようとするものである。

　研究対象地区である福岡県うきは市浮羽町新
にいかわ

川・

田
たごもり

篭地区は，福岡県の民家で最初に重要文化財に指定

された平川家住宅をはじめ，茅葺きの民家及び茅葺き

の構造を継承する民家が多数現存する地区である。そ

の数は 100 棟を超え，全住戸に対する割合は 6 割近く

に及ぶ注 1。そして注目されるのは，その形態の多様性

である ( 図 1)。一つの地域内にこうした多種多様な民

家が混在する状況はどのようにして生まれてきたのだ

ろうか。　

1. 民家の普請とその背景

　1 章では，対象地区における茅葺き民家の普請形態，

屋根葺き材の変容，民家の増改築に注目し，主に近代

以降の普請とその背景に関する考察を通して，時代と

ともに変容してきた民家の姿を追う。

1-1. 茅葺き民家の普請形態

　この地区の茅葺き民家の普請は，軸部は大工，屋根

は茅葺き職人という分業形態のもとで行われていた。

大工が軸組を組み上げた後，茅葺き職人が小屋組を組

み，屋根を葺いていたのである。対象地区では昭和初

期まで茅葺き民家の新築が行われていた。建設された

茅葺き民家は，その後，時代とともに様々な変容を遂

げることとなる。

　なお，瓦葺民家の新築普請は明治中ごろから行われ
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直屋，杉皮葺き

Ｌ字型鍵屋 ,茅上トタン葺き

コの字型鍵屋，茅葺き

直屋，ツウガエ瓦葺き

直屋二階建て，茅上トタン葺き

Ｔ字型鍵屋二階建て，茅上トタン葺き

図 1　民家の外観例 図 2　屋根の変容

始め，大正から昭和にかけて一般的に普及するように

なる。

1-2. 屋根葺き材とその変容

　茅葺き民家の屋根は，共同茅場において採集される

ススキ，及び二毛作による麦生産の副産物である麦藁

を用いて葺かれていた。また，新川・田篭地区におけ

る林業の隆盛とともに，大正頃から杉皮を葺き材とし

て用いることが盛んになった。杉皮は，採集時期によ

る性質の違いを巧みに生かして用いられていた。すな

わち，冬に採れた，細く耐久性に優れた削り皮は主屋

の屋根に，また夏に採れた，面積は大きいが耐久性に

やや欠ける丸剥ぎ皮は，付属屋の屋根や主屋の下屋の

葺き材として用いられた。このように，生業の副産物

が葺き材として合理的に活用されていたことが分かる。

　その後，対象地区における茅の再生産の仕組みの衰

退，農林業の衰退，及びそれらに伴う職人の減少により，

屋根の維持が困難な状況となる。そうした中，葺き材

として新たに台頭したのがトタンである。対象地区で

は，1960 年頃から現在まで継続して，茅葺き屋根のト

タン被せが行われてきた。現在地区内で見られる茅葺

き民家の大半は，このトタン被せの民家である。

　以上のように，茅葺き民家の屋根は，時代の流れの

中で，それぞれの時点で最も合理的に入手できる葺き

材を用いることで維持されてきた (図 2)。

1-3. 増改築と屋根替え

　対象地区の民家の多くは，度重なる増改築によりそ

の姿を変容させてきた。住人の生活要求の変化に対応

して新たな室を付加し，既存の室を拡張し，それに伴っ

て四方八方に下屋を出し，場合によっては屋根形状を
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2. 架構・間取りからみる民家の多様性

　次に，茅葺民家の上屋形態の多様性に注目し，それ

らを構法・技術的視点から分析する。

2-1. 基本平面の増築・拡張が行われた事例

　まず，架構・痕跡の分析より，対象地区の民家の基

本平面注2に加えられた増改築の傾向について考察する。

図 4に架構調査を行った 21 例の架構図を示す注3。

2-1-1. 上屋形態の改変

　21 例中に見られる様々な増改築の中で，最もダイナ

ミックな「上屋形態の改変」が確認されたのは表 1 に

示した 8 例である。「上屋形態の改変」は，新たな室の

付加，または既存の室の拡張の際に行われる。その内

容は事例によって異なり，改変の結果生まれた形態は

それぞれ独自の個性を持つ。つまり，この地区の民家

に見られる「上屋形態の改変」は，各家において生じ

た空間要求と，その家を取り巻く様々な環境の下で行

われた個別解であったと考えられる。それを外観に最

も明快に示す事例が，茅葺き主流の時代から瓦葺き主

図 4　架構調査を行った 21 事例の軸組架構図　※□枠は基本平面の増築・拡張が行われた事例を示す
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分田 09 カミ・ウラへの拡張

日森園 24 二階座敷の付加に伴う総二階化

日森園 22 ザシキ・ナンドの付加に伴う角屋増築と床上部分の大屋根被せ

小塩 01 ザシキ・ナンドの付加に伴う角屋増築と既存部分の大屋根被せ

注連原 07 カミへの拡張と下屋の取り込み

内ヶ原 37 ザシキ部分の拡張による角屋の付加

日森園 20 ツウガエによる屋根の架け替えと下屋部分の取り込み

馬場 06 旧土間部の居室化と ,新たな土間部の設置に伴う瓦葺き屋根の付加

表 1　上屋形態の改変内容

も変えて家屋を持続させてきたのである。この地区の

民家は，その形態だけでなく，変容プロセスもまた多

様なのである。中でも特徴的なものが，軸組を残して

屋根のみを茅葺きから瓦葺きに架け替える「屋根替え

( ツウガエ )」である ( 図 3)。「屋根替え」が行われる

契機は事例によって様々であるが，その多くは，1950

年代から 1960 年代にかけて行われた。そこには，「屋

根替え」に含まれる，地区内の流行現象としての側面

が窺える。この「屋根替え」によって，近世から近代

にかけて建設された多くの茅葺き民家が，瓦葺に姿を

変えて現代に継承されるのである。茅葺屋根の維持の

問題に直面した人々にとって「屋根替え」は，家屋を

存続させるための一つの選択肢であったといえる。(前

頁図 2)

　ここまで，民家の普請とその背景について述べた。

特に，営みの反映物としての屋根に注目することで，

時代とともに様々な変容を遂げる民家と，その集積に

よって生み出される多様性の一側面を示した。　

図 3　ツウガエによる架構の変化（日森園 20）

ツウガエ前
(推測図）

ツウガエ後
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流の時代にまたがって新築と改変が行われた，[ 馬場

06] である (図 5）。

2-1-2. 基本平面の拡張

　「基本平面の拡張」が行われたのは表 2 に示す 11 例

である。拡張はダイドコロ、ナンドなどウラの諸室，

つまりウチの空間において，ウラ・カミに向かって行

われることが多いことが分かる。また，拡張は上屋改

変によって行われることもあるが，大半は下屋の付加

による。したがって，この地区の民家における室の拡

張には，拡張が行われる室，拡張する方向，拡張の手

法に，ある程度共通性が認められるといえる。

　ここで注意しなければならないのは，基本平面にお

ける下屋部分が必ずしも増改築によって付加されたも

のではないということである。例えば[内ヶ原37]，[栗

木野 36] は上屋とウラの下屋が構造的に一体化してい

る ( 図 6)。また [ 内ヶ原 07] や [ 馬場 06] はその痕跡

から、ナンド・ダイドコロのウラの下屋部分が当初か

ら組み込まれていたと推測される。こうした上屋と下

屋を当初より組み合わせて建設する手法が見られるこ

とも，この地区の家屋構造に見出される一つの特徴と

して挙げられる。

3. 事例検討 [日森園 24 ] Ｈ邸

　3 章ではこれまでの考察を踏まえた事例検討を行う。

ここでは大正期に主屋の大改変が行われた事例 [ 日森

園 24 ] Ｈ邸を取り上げる (図 7 )。

図 7　[日森園 24] Ｈ邸の現状　

上屋部分 (写真右側 )から下屋部分に架かる梁

N

屋敷図　S=1/800

平面図　S=1/500

東側外観

西側外観

二階ザシキ下通路

室内 (ゴゼンより撮影 )

屋根裏に残る旧小屋組

断面図①　S=1/500

断面図②　S=1/500

分田 17 ダイドコロ・ナンドのウラへの拡張

馬場 07 ダイドコロ・ナンドのウラへの拡張

栗木野 28 ナンドのウラへの拡張

小塩 01 ナンドのカミへの拡張

注連原 07 ニワ・ダイドコロのウラへの拡張とゴゼン (?) のカミへの拡張

内ヶ原 07 ザシキ部分のカミへの拡張

内ヶ原 37 ザシキ・ナンド部分のカミへの拡張

日森園 20 ナンドのカミへの拡張

注連原 05 ダイドコロ・ナンドのウラへの拡張

日森園 12 ニワ・ダイドコロ・ナンドのウラへの拡張

馬場 06 ナンドのカミへの拡張

表 2　基本平面拡張の内容

図 6　上屋下屋一体化構造の事例 [栗木野 36]
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図 5　上屋形態の改変事例 [馬場 06]

1913 年新築
(※平面図は現状のもの )

1953 年増築

2-2. 基本平面の増築・拡張が行われていない事例

　次に，基本平面の増築・拡張が行われていない 7 事

例について考察する ( 図 4)。7 つの事例をみると，間

取りは各々で異なり，それに対応する架構もまたそれ

ぞれで異なることが分かる。そこには「型」と呼ぶべ

き共通性が見出されない。注目すべきは，いずれも建

設当初の上屋形態が維持されてきた事例であるにも関

わらず，その形態が多様なことである。つまりこの地

区に見られる茅葺き民家の多様性は，必ずしも増改築

によってのみ生み出されたものではないといえる。そ

こには，地域的特性としての，「型」に捉われない家屋

構造の臨機応変性が見出される。
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階ザシキを新築時点で設けた例や，当事例のように増

築によって設けた例が数例確認されている。いずれに

おいても二階ザシキが設けられたのは近代以降のこと

である。つまり当家の主屋改変は，近代以降，一般的

な階層において生じた新たな要求に対して，高度な普

請技術を用いて行われた先駆的改築事例と見ることが

できる。また，二階建て鍵屋の躍動的な家屋形態の背

後には，当時の家主，及び大工らの個人的な意向が窺

える。そして，それらの要求に応えることを可能にし

たのが，地域的特性としての家屋構造の臨機応変性，

とりわけその屋根の自由な扱いにあるといえる。

4. まとめ

　本研究では，まず民家普請とその背景に関する分析

を通して，時代とともに移り変わる民家の姿を示した。

次に，構法・技術的視点から民家の実態を探ることで，

増改築による民家の変容の傾向を示した。またその中

で，対象地区の民家の地域的特性として，「型」に捉わ

れない家屋構造を挙げた。そしてそれらの考察をもと

に，具体的な事例についての検討を行った。

　以上をまとめると，対象地区の民家の多様性は，各

時代の社会的背景の中で起こる様々な要求と，それに

柔軟に対応できる臨機応変性を持った家屋構造，及び

それらの組み合わせの多彩さの中で生み出されてきた

といえる。そうした様々な民家が時代とともに積層し

ていき，群として形を成したものが，現在の新川・田

篭地区において見ることのできる民家の多様な姿であ

る。

注 1: 屋根葺き材によらず，茅葺き民家の小屋組構造を持つものを，本研究では一括し

　　 て「茅葺き民家」と呼ぶことにする。そのため，ここでは杉皮葺き・茅上トタン     

     葺きの民家も「茅葺き民家」としている。

注 2: 民家を構成する基本的な諸室であるゴゼン，ザシキ，ダイドコロ，ナンド、 

     ニワ（土間）を本梗概では「基本平面」と呼ぶことにする。

注 3: 分析対象の 21 事例の中には、新川・田篭地区に隣接する小塩地区の事例が一例

     含まれている。

3-1. 主屋の現状

　Ｈ邸は，対象地区において唯一の，二階建て鍵屋の

事例である。建設年代は 19 世紀中ごろと推測される。

屋根は杉皮で葺かれていたが，1990 年代半ばにトタン

が被せられた。一階は，ゴゼン 10 畳・ザシキ 8 畳・ナ

カノマ 7 畳・ブツマ 6 畳の整形四つ間取りに後補のナ

ンドを加えた部分と，その裏側のダイドコロ・イマ・

玄関・洋間などを含む部分からなる。二階は二つの物

置と続き間座敷からなる。物置には竹を斜めに敷き詰

めた，切妻の屋根裏のような天井仕上げが施されてい

る。二階座敷は，大正期に行われた主屋大改築の際に

設けられたものである。次にこの大改築による主屋の

変容過程を検討する。

3-2. 主屋の変容過程

　Ｈ邸の現状主屋形態は，二階建て一部平屋のＴ字型

鍵屋である ( 図 8)。しかし架構調査を行った結果，古

い小屋組の残存状況等から，かつての主屋は平屋のＬ

字型鍵屋であったことが分かった ( 図 9)。また，その

後の聞き取りによって，二階ザシキの増築及び主屋総

二階化の大改築が行われたのは 1920 年頃と判明した。

改築は，「普請道楽」とよばれていた当時の家主が大工

を一年間住まわせて行ったといわれる。二階ザシキの

普請を手掛けた職人は，田篭地区出身の大工，大力勝

造である。

　その架構から，改築ではまず大工らによって二階座

敷部分から作られ始め，それから図の左手に向かっ

て順に二階部分の軸組が組まれていったことが分かる

( 図 7 断面図① )。二階ザシキ下部のナンドはおそらく

この改築時に設けられた。二階軸組は，一階梁組の上

に長さ 1600mm 前後の束を立て，その上に直径 200mm 弱

の比較的細い梁を用いて組まれている。梁行は 4.0 間

で，一階よりもウラに 0.5 間分大きい。

　軸組ができると，次は茅葺き職人によって二階梁組

の上に梁行 4.0 間桁行 6.5 間の大屋根の小屋組が架け

られた。扠首の径は 150mm 前後と，梁間 4 間規模の小

屋組の扠首としては細い。旧小屋組の大部分が既存の

状態で残されているのは，大屋根の荷重を旧小屋組に

も負担させることで，貧弱な二階大屋根構造の補強が

図られたためではないかと思われる。

　以上の過程を経て現状の特異な主屋形態が生まれた。

3-3. Ｈ邸の変容に関する考察

　Ｈ邸の変容からまず読み取れるのは，二階ザシキの

付加という，立体的な改変を伴う新たな空間要求の台

頭である。対象地区における伝統的民家の中には，二
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図 8　Ｈ邸の現状架構　 図 9　Ｈ邸改築前の架構現存部分
(※平面図は現状のもの )


