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中国貴州省苗族住居の空間構成に関する研究

―雷山地区烏堯集落を事例として―

王　煒

1  はじめに

1-1 研究の背景と目的

  中国の西南部には多くの少数民族が居住しており、

様々な少数民族集落が分布している。中国は改革開放

以来、急速な経済発展を遂げ、2000年より「西部大開

発」という政策を推進し、これらの集落に対して都市

化を伴う新農村建設と大規模な観光産業を行ってい

る。中国貴州省の東南部にある雷山地区内には、たく

さんの苗族集落が残っている。それらの集落はかつて

の構造を維持し、伝統的な苗族住居が数多く残されて

いるため、少数民族文化を観光資源として開発が進ん

でいる。現在、そのような集落で展開される住居空間

はどのような構成をしているのだろうか。

　本研究では、貴州省の雷山県にあるかつての風景が

見られる烏堯という苗族の集落の住居について、空間

構成を明らかにすることを目的としている。また、観

光開発が進み、集落は急激に変化しているので、記録

する目的も持ちあわせている。

1-2  対象地域の概要

　本研究では中国貴州省黔東南自治州雷山地区烏堯集

落を対象とする。

　雷山地区は中国苗族最大の居住地であり、14世紀か

ら1729年まで「管外苗族地区」と称され、いわゆる

「国家無き社会」であった。さらに近代は交通の不便

さもあり、外部からの影響をほとんど受けなかったた

め、伝統的な苗族集落が多く残存している。現在の雷

山地区は雷山県、台江県、剣河県で構成されている。

  対象集落がある雷山県は雷公山という山が面積の大

部分を占めている。1987年時点で、全県の人口は約

１２万人、その内約82.6％は苗族である。県の北部に

ある丹江河は雷公山から源を発して、多くの苗族集落

がその川の周辺、或いは支流に点在している。その中

の幾つかの集落で観光開発が行われた。

　烏堯は中規模な集落で、人口1424人、世帯は372世

帯である。雷山県の東北側の山間部に位置する。東か

ら西へ烏堯川が流れ、その両側にある山には、急斜面

に築かれた広大な棚田が谷に沿って展開している。中

央に塊状の集落が形成している。

2  集落の空間構成

　 図２は集落の土地利用、空間構成を示す図である。

　集落は標高860-934ｍの場所に位置し、中央を走る

烏堯川によって、南北二つの部分に分かれており、

「北高南低」な地勢を形成している。北側は谷川によ

ってさらに大寨と北堯に分かれる。大寨は緩やかな斜

面上に屋敷が展開し、北堯は急斜面地に地形に沿って

展開している。川の南側は平寨と呼ばれる。屋敷は中

心部の平地から周りの斜面まで拡張している。

　各集落に行く際には路を通って行き来をする。集落

の小路は四方に延び、山地や河谷などの地形に沿った

幅の狭い道となっている。また、それらの路は住宅を

巡る生活道と繋がり、ネットワークのように形成され

ている。

図1　対象集落の位置と範囲

図2　対象集落の土地利用

写真1　烏堯集落（東南から俯瞰）
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3  住居の類型

　集落内の住居は構造によって、「地居式」、「半干欄」、

「全干欄」三種類に分けることができる（図３）。この三つ類

型はすべて「穿闘式」という骨組形式の木造建築であ

る。地居式は二層建てであり、柱は同じ平面から立ち上

がっている。半干欄は斜面に建てられる三層の住宅であ

り、地階のある部分が地面まで柱が通っている。全干欄も

三層建てで、すべての柱は地階まで通っている。

　ヒアリングによって、住居の建設年代は地居式が最も古

く、約150年前から存在し、半干欄は100年頃前から、全干

欄は最も新しく10年程前から作られていることが分かった。

4  住居の配置

　地居式はほぼ「背山面水」という方向に向いている。村民

によると、それは風水を意識しているためだという。風水は

理想的な環境づくりための原則とされており、家が建つ前

に周辺環境を考慮し、配置と向きが定められる。半干欄も

基本的には風水に基づいた配置となっているが、それ以

上に地形から強く影響をうけていることが窺える（図7）。集

落の道から住居の入口までのアプローチは枝のような不規

則な形に伸びていることからも、住居の配置は地形に対す

る適応性が優先されていることが指摘できる（図4）。

5  住居の空間特性

　地居式はそのほとんどが平地や緩い斜面に石を積み

重ねて建てられる二階建ての住居であり、二階は貯蔵

室や子供室にし、一階を生活の拠点とする土間の生活

方式である。増改築によって間数が増加するが、基本

は三間である（図5）。空間構成要素は呑口、堂屋、寝

室、家畜屋、雑物間、台所、貯蔵室となっている。入

口の前にある内部へ凹んだ空間は呑口という。開放的

な外部空間から閉鎖的な堂屋へ入る半屋外の空間であ

る。正面に入口を設け、主人や客もその入口から入る。中

央の堂屋に入ったら、左右の寝室・雑物間・家畜屋など

へ行く。空間の使い方によって、貯蔵空間、生活空間

と生産空間に分かれる。貯蔵空間は二階にある。生活

空間は一階の堂屋、火塘、寝室、台所である。生産空間

も一階にあり、家畜屋と雑物間がそれにあたる。

 半干欄は三層の空間にわかれている（図6）。二階は貯

蔵室と子供室として使われ、一階は土間の部分から板

敷の床を出した生活空間となり、地階は家畜屋と農作

業の空間である。一階の入口は、妻面に設置する。そ

して、直接堂屋には入らず、縁廊を通って中央の堂屋

に入り、左右の室に行く。また、堂屋と縁廊の間には

地居式の呑口と類似した退堂という転換の空間がある。

退堂の正面には「美人靠」と呼ばれる腰掛けが設けら

れ、休憩や簡単な農作業の空間になっている。地階は

堂屋

堂屋は家の中心として、一番広い空間だ。日常生活の起居空間であり、また食事や接客、祭

礼などを行う重要な場所だ。堂屋の正面に先祖を祀る神棚を置き、祭壇に紙銭を貼ってい

る。家には中心となる柱に竹が二本ほど掛けられていることがよくみられ、それは「花竹」

と呼ばれる。地居式の堂屋では天井を設けておらず、真ん中が火塘である。

火塘

取暖、食事、祭るなどの場所であり、一つ家族に一つの火塘がある。地居式の火塘は堂屋の

真ん中である。半干欄と全干欄の火塘は脇間に設け独立した空間である。

呑口、縁廊、退堂

呑口は地居式の外部の開放空間から閉鎖な堂屋へ入るときに内部と外部との転換の中間空間

である。縁廊は入口から部屋までの通廊である。退堂は廊道と堂屋の渡りの空間である。呑

口ような内部と外部との転換の中間である。また、退堂の手前に美人靠を掛け、人々がよく

ここで休憩する。

家畜屋

家畜は各家の生産力と大事な財産である。地居式は住宅の脇間に囲まれていた。半干欄では

地階に粗木で各家畜を分けて飼養している。全干欄は地階、あるいは外の小屋で飼う。

貯蔵室

2階は主に物置、穀物保存と物干しの場所である。家族増員するときに、貯蔵室を寝室に改

造する。

図 4 大寨のアプローチ

図3  地居式、半干欄、全半干欄の構造　

図 5　地居式住居の使い方

　　　　（大寨-039の当時）

図 6　半干欄住居の使い方

　　　　　（大寨-050の当時）表1 室の特徴　
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表2  住宅詳細一覧
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　凡例 　生活用入口

二階一階地階

平面図

断面図

その他

    築年代      
   構造(建設時)
　　　

未調査
未調査

未調査
未調査

未調査

　生産用入口 　平面と断面に使い縮尺　

　※一世代25-30年

　
平
寨
297

台所

堂屋

露台

物置き

シャワー室

農作業

物置き

物置き

穀物置き

火塘

粗木で囲まれた家畜の飼育や農作業を行うための空間

である。その前面に入りを設け、集落の道と繋がる生

産の用道を作る。半干欄も地居式ような三つの空間に分か

れているが、貯蔵空間は二階、生活空間が一階、生産空

間が地階に分かれている点で、地居式と異なっている。

　表2の事例平寨297は全干欄である。10年前に田んぼを
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図 ８　住宅類型の分布

図 7 半干欄と全干欄の向き

宅地化して建てられた。住居は三層建てで、二階は貯蔵

室と客室である。一階は完全に床上での生活面になって

いる。地階は火塘と農作業の空間になっている。また、住

宅の横にコンクリートの三層の建物が付加され、階段室と

台所として使われている。一階の入口は妻面に設け階段

を通って上がる。そして脇間を通って、堂屋に入って各寝

室に行く。地階の壁材は煉瓦づくりで、地面はコンクリート

舗装され、清潔な広い空間になっている。家畜を外の小屋

で飼うことにより、地階は煉瓦で仕切られた幾つかの部屋

に分けられ、火塘間や物置きとして使われている。空間の

使い方は、全干欄も三つの空間に分かれる。貯蔵空間は

二階であり、生活空間は一階と地階の火塘間、生産空間

は地階の農作業間と外の家畜屋である。	

　住居の空間構成を見ると、地居式、半干欄、全干欄の生

産空間の位置付けは異なっている。地居式の生産空間は

生活空間と同じ平面で、半干欄の生産空間は生活空間と

分離しており、全干欄では生産空間として家畜屋が住宅と

分離した。その要因を検討してみる。既往研究では、半干

欄は地居式が地形に対応して変化したものだといわれて

いる。その視点に基づき、半干欄は地形に対応して地階の

新しい空間ができた。そして地階を家畜屋として使うように

なった。全干欄は最近現れた住居である。全干欄ができた

理由は田んぼの衰退と煉瓦造の導入である。煉瓦は基礎

として使うことで、安定してものをつくることができる。地階

は広くなり、有効に使うため、間仕切り壁を設け生活のため

の室に分けられた。

6  住居の分布

　図８を見ると、地居式は平らな平寨に配置されているだけ

ではなく、山の中腹の斜面地である大寨と北堯にも配置さ

れている。それから、半干欄は地形に対応して建てられて

きた。そして、全干欄が平らなところの水田を宅地化して、

分布していることが分かった。

　苗族集落は「聚族而居、自成一体」という特徴があり、血

縁集団により形成されている。それは集落の形態に影響を

与える重要な要素である。村民のヒアリングによると、集落

は兄弟三人によって作られた。兄弟の年齢の順に虎陽上

寨（大寨上部）、干陽下寨（大寨下部）、平寨に分布し、そ

の三つの部分から発足した。時代が下がると、他の血縁集

団が烏堯に移住してきて、北堯に住み着いたと言われてい

る。そのために、これらの集落では空間構造が宗族の社会

構造と対応するかたちで秩序づけられていた。そのため、

図8のような分布をしている。

　集落の住居は近代化に合わせ変化を受けて来た。現在

は地居式を建てた経験と半干欄の機能が定着した全干欄

が建設され続けていくとともに、農業は衰退していくという

のが現在の動きである。

7  まとめ

　対象地区に見られる住居は、その構造によって、地居

式、半干欄、全干欄に分けられる。地居式から半干欄への

住居の構造の変化は、集落のほとんどが斜面地という厳し

い地形条件への対応が大きな要因となって生まれたと考え

られる。

　半干欄への構造の変化に伴って新たな空間の使い方が

生じ、人々の暮らしの中に定着した。その結果近年になっ

て、水田を宅地化した平地に家を建てる際に、その生活を

反映した全干欄という新たな住宅の型が生まれている。
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