建築に学ぶ先人の知恵

世界の伝統的建築構法

第 2 回 ブータンの伝統住居
芝浦工業大学 教授

南 一誠

1．ブータンの伝統住居
第 1 回はブータンの城塞建築ゾンについて紹介したが，第
2 回は伝統的な民家について，筆者の経験に基づき述べたい。
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

写真 1

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，

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。

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 1）
（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 5）
。絵を施して初めて木に魂が入ると
信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

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。

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
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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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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

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

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

ている鋸，銫，鑿 などの大工道具は日本の古い道具に似か

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

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

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

れ，かつては手斧が使用されていたことが窺える。

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 7 ）
。地元の人の話では屋根が強風で

かんな

2．ロンテル

のみ

板葺き屋根の民家

写真 4 〜 11 の民家はブータン中央部のプナカからペレラ

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

写真 5
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ロンテル

写真 4

 ナカからトンサに向かう途中のロンテルに所在する
プ
板葺屋根の民家

板葺屋根の民家の建具回り
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写真 6

ロンテル

板葺屋根の民家，石置き屋根の詳細

写真 8

ロンテル

写真 7

ロンテル

板葺屋根の民家，小屋裏

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。

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

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

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，

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

ガイドさんに見学させてもらえないか交渉してもらった。突

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

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

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

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

ら 2 階に上がると，広いホールがある（写真 8）
。ホールの内

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

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

祖母が孫のために昼食を作っている姿が見えてきた。最近

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
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写真 9

ロンテル

写真 10
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板葺屋根の民家，2 階。扉の向こうは仏間。

ロンテル

板葺屋根の民家，2 階。仏間。
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写真 11

ロンテル

板葺屋根の民家

2 階。仏間の仏壇。

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

ある。国是としている国民総幸福量（ GNH：Gross National

の鍵を，一つ，また一つと開けてくれた（写真 9）
。ホールに

Happiness）という価値観は，経済成長が飽和点に達した先

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

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

た。そこは豪華に装飾された仏間であった（写真 10，11 ）
。

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

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

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

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

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

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

する問題も多い。

ものは経典である（写真 10 ）
。経典は高価なもので，ガイド

慶應義塾大学の前野隆司教授は，日本人成人 1500 人への

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

アンケート結果を因子分析し，幸福な人の特徴に関する因子

地方では裕福な家族のようである。

として，①自己実現と成長（目的を達成するための自己成長

この家の屋根は，伝統的な板葺き石置き構法であるが，近

と自身に向かう特徴のある因子）
，②つながりと感謝（感謝傾

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

向と他者に向かう特徴のある因子）
，③楽観性（楽観的で精

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

神的に安定している因子）
，④人の目を気にしない傾向（自己

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

を確立し他者と比較しない性質）
が存在しているとしている 2）。

が失われつつある。

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，

3．幸せの国・ブータンの今

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

今や，ブータンの山深い地方でも，携帯電話やインター

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

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

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
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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
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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

そのほか，本誌 5 月号第 1 回ブータンの城塞建築ゾンに掲
載の参考文献を参照ください。

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 12）
。ブータンの城塞建築ゾンと伝統住居は，ブー

プロフィール

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。

南

一誠（みなみ・かずのぶ）

芝浦工業大学 工学部 建築学科 教授
最近の研究テーマ：建築構法，
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写真 12
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首都ティンプー遠景 （ 2014 年 10 月撮影）
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