
103しなやかな建築

ブータン王国はヒマラヤの南麓に位置する東西約 300km、南北

約 160km の九州ほどの面積の内陸国である。北の中国チベット

との国境には 7000m 級の山がそびえ、南はインドの熱帯雨林に

接し、急峻な山と深い谷が国を形作っている。17 世紀にチベッ

トの高僧ガワン・ナムゲルが、各地に割拠する群雄を征服し、ほ

ぼ現在の国土を掌握したとされる。国が形作られた当時に建設

された城塞建築ゾンが、今も優美な姿を示して各地に残ってい

る。ゾンは、チベット仏教界の抗争の結果、ヒマラヤ山脈を超

えて南に移ってきた僧侶たちが、チベットからの攻撃に備えて

建造したものである。敵をいち早く発見できるように谷を一望

する場所に立地しているものや、河川や深い谷などの天然の要害

に囲まれたものなどがある。軍事拠点としての機能は失われた

が、今日でも僧侶たちの宗教活動の場として、また地方行政の

拠点として、周囲の地形や素晴らしい自然環境に調和して存在し

ている。農村部には、版築や石積みの分厚い壁の上に、勾配屋

根を載せた農家が散在している。山の上まで開墾された棚田と

点在する農家は、日本人にとっては親しみを感じる景観である。

ブータンの建築については、斎藤英俊氏らによる歴史的建造

物や集落保存に向けた研究、古市徹雄氏らがブータン建設省と

ともに行った伝統住居に関する調査研究、宮脇檀氏と猪野忍氏

による調査報告などがある。JICA（国際協力機構）はブータン

文化局文化財保護部に専門家を派遣し、文化財の保護支援を行っ

てきた。本章は 2014 年に現地を訪問した際に撮影した写真を

もとに、ブータンの城塞建築ゾンについて紹介するものである。

ブータンでは民家が集まって集落が形成されることは少な

く、棚田の周辺や傾斜地に農家が点在する散居村が多い。農家

は一般的に規模が大きく 2 〜 3 階建てである。以前は 1 階で

家畜を飼っていたが、現在は衛生上の理由で禁止されている。

一般的に 1 階部分の壁は、石が入手しづらいブータン西部で

は土を踏み固めた版築で、中部では自然石積みで構成されてい

る。上階は版築あるいは石積みの分厚い壁と木構造が併用され

ており開口部も多い。2 階、3 階部分が居住空間、屋根裏は穀

物の乾燥や倉庫として使われている。山岳地が多いブータンで

は、冬季や夜間に山から吹き下ろす風を避けるため、山側には

開口部を設けず、開口部は谷側に面して設けられることが多い

とされる 8）（写真 1）。

外部建具は太い木材に、チベット仏教に因んだ絵柄が豊かに

施されている（写真 2）。絵を施して初めて木に魂が入ると信
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図 1　ブータン地図
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じられていると聞く。外壁面から跳ねだした装飾が施された窓

まわりは、ブータンの民家の特徴である。地元の人によると木

造部分の建材としては松（ブルーパイン）が使用されているが、

一部、高地に育成するスプルースも使用されていることのこと

である。杉は線香の材料にされることから、熱心な仏教徒が多

いブータンでは建材として使用されることはないと言う。

ブータンは山奥の国だが、古くから周辺国に繋がる街道があ

り、交易もされていた。塩が取れない地域ゆえ、周辺国と良好

な関係を持つことが必須であったのであろう。中国とインドと

いう大国に挟まれた難しい地政学的条件のなか、絶妙なバラン

スで現代世界を生き抜いている現代のブータン人の国際感覚に

は長い歴史がある。

ヒマラヤを超えてチベットから渡来した先祖も多く、ブータ

ンの伝統的な住居は、チベットの乾燥地帯に見られる陸屋根形

式の住居の上に、木造の屋根を載せたように見える。ヒマラヤ

南部の降雨量が多い地域であるため、軒は壁面より大きく跳ね

出し、外壁を保護している。山岳地帯を吹き抜ける風に対する

配慮からか、屋根勾配は低い。シャープに見える軒のラインは

ブータン建築の特徴である。屋根裏はよく風が通り抜けるた

め、穀物の乾燥や干し肉づくり、農具庫として使用されている

（写真 3）。地元の人の話では屋根が強風で飛ばされたことも

あるとのことだが、下の構造とは縁が切れ、置かれただけの小

屋組みが飛ぶという話も信じられなくはない。上部の板葺き屋

根とその下の屋根裏空間の床になる土間の屋根からなる二重の

屋根の構成は、それぞれの部位に求められる防水性と断熱性を

担っており、建築構法としても興味深い構成である。このよう

な二重屋根の構成は、たとえば日本の戸建住宅や共同住宅の上

部に設ける太陽光発電パネルや将来の水素生成パネルと屋根ス

ラブの構成に応用することも出来るだろう。

地元の大工によると、大工は民家の 2 階部分より上部の、

屋根を含む木工事を主体として担っており、一階部分の版築や

石工事は施主から直接、それらの工事を担う職種に分離発注さ

れるのが一般的とのことである。ブータンの大工が用いている

鋸、銫、鑿などの大工道具は日本の古い道具に似かよっている。

伝統建築の柱には手斧による加工の跡が見られ、かつては手斧

が使用されていたことが窺える。

今や、ブータンの山深い地方でも、携帯電話やインター

ネットが使えるようになり、人々の生活は大きく変化しつつ

ある。国是としている国民総幸福量（GNH：Gross National 

Happiness）という価値観は、経済成長が飽和点に達した先進

国の人々から、心の豊かさを大切にするものとして共感を得て

いる。しかし、ブータンでは若者に職がない、重病になった時

は隣国インドの病院に行く必要がある、地方から都会に出る若

者が多く地方の衰退が進みつつあるなど、生活に直結する問題

も多い。

ブータンでは自身を幸福と感じている人が多いとされるが、

それは仏教徒のブータン人は輪廻転生を信じ、災いも自分の運

命と受け止めていることが、高い幸福感に影響しているのかも

しれない。あるいは発展しつつあるブータンでは、社会の発展

が自分の人生における将来の希望と重なり、そのことが幸福感

に繋がっているのかもしれない。

急速に変化するブータンには、これからも大切に失わないで

いて欲しい美しい自然や景観、伝統文化が数多く存在してい

る。若い人達が都会に出て働くようになり、地域の土、石、木

を使い、地元の職人や住民が協力して建設してきた民家は存続

が危ぶまれている。首都ティンプーでは鉄筋コンクリートの中

層アパートが林立し、景観が大きく変化している（写真 4）。

写真 1　ブータン中部ブムタン県ウラ地区のシンカル村の集落。標高約 3400 メートルの高地にあり，斜面に住居が点在する。

幸せの国 ブータンの今
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写真 4　首都ティンプー遠景　（ 2014 年 10 月撮影）

写真 2
シンカル村の集落。冬に備えて
薪が石塀の上に積まれている。

写真 3
シンカル村の農家 2 階の台所。
ストーブの周りで収穫したトウ
ガラシを乾燥させている。
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写真 1　プナカゾン外観 写真 2　プナカゾン中庭

ブータンの城塞建築ゾンと伝統住居は、ブータンの自然と人々

の生活が結実したものである。発展するブータンの将来におい

ても、これまで以上に、その輝きが増していることを祈りたい。

ブータン中西部のプナカは、標高 1300m 程度であり、ブー

プナカゾン タンとしては比較的に高度が低く、暖かい地域のため、1955

年にティンプーが通年の首都になるまで、300 年近くに渡っ

て冬の首都として栄えた。1907 年には初代国王の戴冠式が、

1953 年には第 1 回国会が開催された歴史ある土地である。ゾ

ンはポ・チュ川とモ・チュ川の合流点に立地し、1637 年に建

造が開始されたとされる。何度か火災や洪水を経験しながら、

現在は県庁や僧院として使用されている。キャンチレバー構造

の木造の橋を渡って、見上げるような階段を登り、ゾンの内部

に入る。内部に入るとすぐに広い中庭に出る。そこは木造建築

が取り囲む静謐な空間であり、別世界に入ったことを感じさせ

る。中庭では仏塔チョルテンと菩提樹の向こうに、塔ウツェが

聳える。ウツェの向こうには別の中庭が展開し、さらにその奥

にも中庭があり、最奥部の仏殿に行き着く。ブータンでは宗教

建築の外壁の上部に、濃い赤色の帯ケマーを塗る習わしがあ

り、中庭に建つ建物にも帯が見られる。特筆すべきは、木造の

建具等に施された仏教の教えを示す極彩色の装飾である。開口

部には細かな細工の格子が入れられ、室内に適度な通風と中庭

を望む視線を提供している。（写真 1 〜４）
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写真 3　プナカゾン　奥に続く中庭 写真４　プナカゾン　竹を網んだ開口部
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トンサゾン

写真５　トンサゾン外観

中央ブータンのトンサはブータン東西を結ぶ幹線道と南部シェ

ムガンからの街道が合流する交通の要所である。プナカから標高

3360m のペレラ峠を越え、幾度も谷を超えて、車で丸 1 日の行程

である。深い谷奥の急傾斜地に、トンサゾンは遠方からの敵を見

張るように建っている。1543 年建造の寺ラカンがあった場所を使

い、1647 年以降、何度か増築が繰り返され、現在の姿に至っている。

トンサゾンには 300 年以上に渡ってブータンの東半分を統治した

トンサ・ペンロップ（領主）の座が置かれており、ウゲン・ワンチュッ

クはトンサ・ペンロップの座から初代国王に選出されている。ゾンの中

に、旧街道が引き込まれており、関所としての機能を有したとされる。

尾根の上に建つため、全長は 200m を超えるが、幅は 50m ほどしかなく、

レベルの異なる 4 つの中庭が設けられている。（写真 5 〜 8）

写真 6　トンサゾン外観
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写真８　トンサゾン中庭写真 7　トンサゾン中庭
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写真 10　パロゾン外観

パロゾン

写真 9　パロゾン外観

ブータン西部のパロはチベットからインドに南下するルート

上にあり、チベットの侵攻を経験している。1646 年、古いゾ

ンを拡張する形で建設されたとされ、1905 年に焼失、修復さ

れている。尾根の上に東西方向に建つゾンは、山側（東側）に

正面出入口を有する。階段を登ると中庭に出て、塔ウツェが正

面に見える。ゾンの外観からは、建物は高く聳え立った印象を

受けるが、中庭のレベルが尾根の峰の位置にあるため、中庭を

囲む回廊は低く、落ち着いた空間である。ウツェの西側には、

一段下がったレベルの中庭がもう一つある。その中庭の西側に

建つ仏殿のテラスからは、眼下にパ・チュ川とブータンには珍

しい平坦な農地が見える。パ・チュ川にはゾンへの西側からの

入口となる屋根付きの木造橋が架かっている。（写真 9 〜 12）
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写真 12　パロゾン中庭

写真 11　パロゾン中庭
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ティンプー   タシチョゾン

写真 14　ティンプー  タシチョゾン中庭写真 13　ティンプー タシチョゾン外観

タシチョゾンは首都ティンプーに所在し、ブータン行政の中

心としての、また宗教界の中枢としての機能を持っている。タ

シチョとは偉大なる宗教という意味である。1641 年に建造さ

れたゾンが 1772 年に火災により焼失したため、ティム川沿い

の現在の場所に移転し 1773 年頃に建造されている。1969 年に

大規模な改修工事が行われており、真新しく見える。通年首都

になる 1955 年までは、夏の都として使われていた。中庭の中

央にウツェが建ち、その南北の空間を俗と聖に区画している。

中庭の最北に位置するのは旧国会議事堂で、それに面する中庭

で秋にはツェチュ祭が開催され、街中の人が男性はゴ、女性は

キラの伝統衣装を着飾って集まってくる。（写真 13、14）
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ブータン中部の東側、ブムタン地方チョコル谷に所在す

る。ジャカル（白い鳥）が降りたった場所に建設されたと

いう伝承を持つ。1646 年に寺を増築して建造された。尾根

の上に東西方向に細長く計画されている。チベットからブー

ジャカルゾン

写真 15　ジャカルゾン外観

タンに至る古くからの交易路があるため、何度かチベットの

侵攻を受け、改修工事を繰り返している。ウツェを挟んで 2

つの中庭があり、西側の低い中庭は幅が狭く、現在は県庁施

設が取り囲んでいる。ウツェの 1 階を貫通する通路を抜け

ると、僧院に囲まれた上段の中庭に出る。（写真 15 〜 17）
写真 16
ジャカルゾン中庭

写真 17
ジャカルゾン中庭
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この民家はブータン中央部のプナカからペレラ峠を越えてトン

サに向かう街道沿いにあった。板葺き屋根が 3 段になっている立

派な構えが目に入り、急遽、車を止めて、ガイドさんに見学させ

ロンテル 板葺き屋根の民家

写真 18　プナカからトンサに向かう途中のロンテルに所在する板葺屋根の民家 

てもらえないか交渉してもらった。突然、訪問した外国人を拒絶

することなく見せていただいたブータンの方々の寛容さに感謝し

たい。一階中央にある玄関を入ると、その右側に真っ暗な台所が

あり、目を凝らすと祖母が孫のために昼食を作っている姿が見え

写真 19
ロンテル 板葺屋根の民家の建具回り

写真 20
ロンテル 板葺屋根の民家、
小屋裏
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てきた。最近の住まいは、2 階に台所があり、地方でも電化され

て電気炊飯器もそろっているが、この家では今でも竈を使って調

理をしていた。ブータンの住宅の階段は、内外とも梯子のように

急勾配であり、幅も狭い。頭をぶつけないように注意しながら 2

階に上がると、広いホールがある（写真 22）。ホールの内壁は美

しい色に塗られ、チベット仏教のものと思われる図案が描かれて

いる。おそらく奥の部屋の機能などを暗示しているのだろう。し

ばらくして、家の人がホールに面する部屋の鍵を、一つ、また一

つと開けてくれた（写真 23）。ホールに面する部屋の、さらにそ

の奥の部屋に入れていただき、驚いた。そこは豪華に装飾された

写真 21　ロンテル 板葺屋根の民家、石置き屋根の詳細 写真 22　ロンテル 板葺屋根の民家 2 階ホール。小屋裏に上がる階段が見える。

仏間であった（写真 24、25）。家の一番、重要な場所に仏壇が置

かれ、家族の祈りの空間となっていた。僧侶が座る場所の上には

天蓋が設けられている。仏壇の右手、窓の前に積み重ねられてい

るオレンジ色のものは経典である（写真 24）。経典は高価なもの

で、ガイドさんが冬虫夏草で儲けたのではないかと言うぐらい

に、この地方では裕福な家族のようである。

この家の屋根は、伝統的な板葺き石置き構法であるが、近年、

環境保護のため木材の伐採が制限され、多くの民家はトタン葺き

に改修が進んでいる。今では、地方でも伝統的な板葺き屋根の民

家を見ることは希であり、ブータンらしい景観が失われつつある。
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写真 23　ロンテル 板葺屋根の民家 2 階。扉の向こうは仏間。

写真 24
ロンテル 板葺屋根の民家 2 階。
仏間。

写真 25
ロンテル 板葺屋根の民家 2 階。
仏間の仏壇。


