建築に学ぶ先人の知恵

世界の伝統的建築構法

第 5 回 中国安徽省の古民家群 宏村・呈坎
芝浦工業大学 教授

1．安徽省黄山の集落
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と呼ばれる。水が出ていく下水口は集落への玄関口となる重

ごう ひ

中国安徽省は上海の西部にあり，州都の合肥市がある長江
の北側は平原の穀倉地帯であるが，南側は山岳地帯となって

要な場所になるため，東屋などを建て，公園のような空間と
して構成されている（写真 1,2,9）
。

いる（図 1）
。安徽省南部の主要都市，黄山市の周辺には明清
時代に形成された集落が，山に囲まれて数多く点在している。
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黄山の伝統文化は徽 州 文化と呼ばれ，敦煌文化，チベット
文化と並ぶ中国三大地方文化の一つとされている。徽州文
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化は，宋の時代に始まり，歙 県，黟県，休 寧県，祁门県，績溪
けん

ぶ げんけん

県，婺源県の 6 県から成り立つ徽州府において発達した文化

安徽省

である。墨，硯，紙，筆からなる文房四宝が代表的なもので

長江

合肥

あるが，徽州建築もこの地域の文化を特徴づけている。

黄山

集落は千年近く前に形成されたものもあり，古くは戦乱を
逃れて人々が移り住んできたと伝承されている。風水思想に
より形作られており，
「依山傍水」すなわち背後に山を持ち，
水に面して配置されている。集落に川の水が引き込まれる場

図 1 中国安徽省，合肥市，黄山市の位置

所は上水口，集落に引き込まれた水が出ていく場所は下水口
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2．古民居の建築的特徴
この地方は「七分山」と言われ，山が多く
平地が少ないため，農業には適さず，男は
家を出て徽州商人として中国各地で材木や
茶，米，塩などを交易する仕事を生業とし
た。商売で成功した徽州商人は，晩年，故
郷に居を構える習慣があり，贅をつくした
徽州建築が残されることになった。民家は
細い街路に面して密集して建てられてい
る。男が不在の住宅の防犯性や，防火性を
高めるため，街路に面しては出入口以外の

レッドポプラ

開口部はほとんどなく，閉鎖的に作られて

イチョウの木

いる。戸境壁は石や煉瓦を積んだ組積造で
あるが，建物は木造で，その多くは二階建
う だつ

てである。日本の卯建に似た防火壁を隣地
との間に設けており，それが集落の景観を
特徴あるものにしている。防火壁は，その
上端部の形が馬の頭に似ていることから馬
頭壁と呼ばれている（写真 6）
。
馬頭壁は「金印式」
（士官の印章の形に似

図2

写真 2

宏村

南湖

宏村地図 （胡天行

作図）

橋を渡って集落に入る
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写真 3

宏村

承志堂

玄関廻りの中庭

たもの）と「朝笏式」
（古代の君子が持っている板の形に似た
もの）の 2 つの形式がある。住宅は中庭に面して居室が配置
されており，採光や通風は，この中庭から確保している。こ
の地方の人々は雨水を富の象徴としており，天から降りそそ
ぐ雨を中庭に受け止めて外に流さない中庭式住宅の空間構
成は，蓄財に繋がるものと信じられていた（写真 3,4,5）
。
徽州建築の特徴の一つは，雪のような白漆喰の壁と，外壁
の上部を縁取る黒瓦である。白と黒のモノトーンの集落は水
墨画に例えられる。もう一つの特徴は，民家の随所に見られ

写真 4

宏村

承志堂

玄関廻りの中庭

見上げ

る石彫，木彫，磚彫からなる精緻な彫刻「三彫」である。石彫
は建物の床など比較的低い箇所に，木彫は中庭廻りの建具や
手摺，腰壁，欄間などの室内装飾に用いられている。磚彫は
瓦に施された彫刻であり，出入口の上部や軒，屋根などの比
較的高い箇所に見ることが出来る。中庭形式の空間構成，白
壁と黒瓦，精緻な彫刻が形作る古民居群は，実に多様で，一
つとして同じ建物は存在していない。
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承志堂

玄関廻りの中庭に面する居間

3．宏村の集落構造と古民居

せい

宏村は黟県に位置する徽州建築の代表となる村であり，西

てい

逓と共に 2000 年に世界遺産に登録されている（図 2）
。風水
らい らん さん

に則り計画されており，村の北側には雷嵐山，南側には南湖
がある（写真 1）
。村へは南湖の水面を貫く橋掛かりのような
道を通りアプローチする（写真 2 ）
。途中，太鼓橋を渡り，高
くなった視点から，池の周囲を見渡すことが出来る。南湖は
下水口であり，広々とした池は，生活用水が川に戻される前
の浄化機能も担っている。集落の中に引き入れられた川の水
は，迷路のような細街路の際を流れ，住民の炊事や洗濯など
の生活用水として，また防火用水として用いられている

写真 6

（写真 7）
。水は住宅の敷地の中に引き入れられ，閉鎖的な中

防火壁としての馬頭壁

庭形式の住宅に冷気をもたらしている。
集 落 の中心には「月沼 」と呼ば れる半円形の池がある
（写真 8）
。宏村は牛の形になぞらえて語られることがあるが，
その場合，月沼は牛の胃に，水路（水圳）は腸に，村の西側を
流れる川に面したところに立つ大きな 2 本の木は角に例えら
れている。民家が狭い街路に面して密集して建つ宏村にお
いて，月沼は南湖を除けば，唯一広がりを感じることが出来
る外部空間である。宏村の承志堂は，戦乱で混乱する 19 世
紀中頃，塩の取引で巨大な財を成した汪定貴により建設され
た。部屋数は 60 もあり，面積は 2 千 m2 を超えるとされてい
る（写真 3,4,5）
。

写真 7 水路
（水圳）

写真 8

宏村

月沼
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下水口

4．呈坎の集落構造と古民居
ちぇんかん

呈 坎は，安徽省黄山市徽州区にある 1000 年以上の歴史を
持つ古い集落である。この集落も風水の考え方に則り，北に
山を望み，集落の中に川の水を引き込んでいる。集落の中は
迷路のように 99 の小道が走り，外部の人間は一度，入ったら
出られない構造になっている（図 3）
。豪邸を除けば住戸内部
に専用の井戸はなく，飲料水は共同の井戸を使っていた。小
道の際を流れる水路で，村人は今でも洗濯をし，野菜を洗う。
水路には道より一段下がったところに小さな石が掛けられ
ており，水路の水を使いやすくすると同時に，細い道を通る
人の邪魔にならないように配慮されている（写真 13）
。
古民居は 1 階建てあるいは 2 階建てが多いが，裕福な商人
が住んだ豪華な家は 3 階建てである（写真 10,11,12）
。そのよ
うな大きな家では，1 階の奥に主人夫婦や祖父母の寝室があ
り，2 階には子供の，3 階には家政婦の寝室が配置されてい
た。居室の天井板の上部には砂が敷かれており，万一火事で
天井板が燃え落ちた時は，砂が上から降って消火する役目が
期待されていた。もっとも宏村が大火にみまわれたことはな
いとのことである。どの家も中庭に面した諸室の木彫が精緻
で手のこんだものであり，井戸の底のような閉鎖的な中庭
を，濃密な空間にしている。
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呈坎地図 （胡天行

作図）

写真 10

写真 11

呈坎
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易経館

呈坎
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燕翼堂

通りに面した玄関の中庭

中庭廻りの精緻な木彫

写真 13

水路
（水圳）
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最近の研究テーマ：建築ストック活用，建築構法
写真 12

呈坎

燕翼堂

上層階に上がる階段
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