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１．はじめに

　奄美大島は亜熱帯性海洋気候で降水量が多く、山間部に

はシイなどの照葉樹が多い。伝統的な民家とみると、大

きな梁を柱に井桁に落し込むヒキムン構法という特徴的

な民家が点在する。ヒキムン構法民家は梁間およそ２間、

桁行およそ３間（上屋規模）という大きさで解体が比較的

容易であるため、山間部の集落から平野部や離島の集落へ

移築される事例や材のみの移入も散見される。本稿は筆者

らの調査 1) に引き続き、山間部の住用町（図 1）において

ヒキムン構法民家の実測調査を行いその特徴を補足した

上で、住民への聞取り調査からその生産組織を記録するこ

とを通して構法の特徴を考察したい。

２．研究方法

　山間集落である住用町において２棟のヒキムン構法の

実測調査をし、調査を終えている２棟の民家との比較を行

う。また民家の生産組織について住民への聞取りを行う。

調査は 2018 年 8 月 28 日～ 9 月 1 日、12 月 24 日～ 28 日、

補足調査は 2019 年 3 月 2 日～ 5日に行った。

３．ヒキムン構法の実測調査事例

①民家（西仲間集落）（図 2）　

　昭和 23 年において建設から 150 年は経過しているとい

ういわれのある民家で江戸後期頃には存在していたと推

定される。オモテの間口は２間あり、床の間上のヒキムン

も床柱で留まっているため床の間は当初からあったもの

と考えられる。床の間が一般農家に導入される時期は明治

初期頃とされるため、江戸後期当時に床の間を持てる家柄

と考えられ藩から大切な役割を命じられた家と推察され

る。構法をみると、内法高さのヒキムンだけでなく天井高

さにもヒキムンがあり、上下二段にヒキムンがみられ、既

往研究でも僅かに報告があるが珍しい事例である。内法高

さのヒキムンは210×240Hmm程度であり柱に落し込まれて

いるのみでヒキムン相互の結合はみられない。また天井高

さのヒキムンは 220 × 190H、230 × 120Hmm 程度で梁間方向

と桁行方向のヒキムンは渡り腮にて結合される。足元は、

梁間方向と桁行方向に直行する 300 × 130mm 平角のネダに

140mm 角程度の柱が５mm 程度細められて貫通し楔で留め

る。また上屋柱と内法高さのヒキムンの多くに堅木である

黒ユスが使われていた。

②民家（市集落）（図 3）

　明治後期頃に造られたと考えられる 2) 民家であり、現

在は空家となっている。オモテの間口は２間あり、床の間

上のヒキムンは床柱で留まっている。桁行方向のヒキムン

がオモテの中央部にも見られることが特徴である。内法高

さのヒキムンは 240mm 角程度であり、ヒキムン相互の結合

は渡り腮で、足元は 300 × 135mm 程度のネダに 140mm 角程

度の柱が６mm 程度細められて貫通し楔で留められている。

天井高さのヒキムンは 210mm 角程度で床の間上部とオモテ

とネショの間のみにあり、ヒキムン相互の結合は相欠きで

ある。また梁間方向と桁行方向のネダの上下関係が①や④

の民家とは異なっていた。上屋柱や内法高さのヒキムンの

多くにユスが使われていた。

④民家（西仲間集落）（図 4）

　1950 年頃に建設されたという民家であり、オモテの間

口は 1.5 間であり一般的な大きさである。内法高さのヒキ

ムンは 210 × 225mm 程度であり、足元のネダは 270×150mm

程度である。内法高さのヒキムンは梁間方向に３本、桁

方向に２本あり、床の間上部にもヒキムンが通っている。

上屋柱や内法高さのヒキムンの多くはイジュである。

　明治初期頃に既にあったと考えられる③民家は、上屋規

模が梁間２間であり④民家より大きいが、内法高さのヒキ

ムンの構成は④民家と同様で床の間上にもヒキムンが通

る。上屋柱や内法高さのヒキムンの多くはユスである。

　①②の民家と比較すると、④の民家は床柱でヒキムン

が留まることはなく構造的に安定していると考えられる。

一方、①②の民家は内法高さのヒキムンが床柱で留まり床

の間上部に内法高さのヒキムンが通っていないが、それを

補う役割として①は天井高さにもヒキムンが設けられて

おり、②は床の間上部を含めた一部の天井高さにヒキムン

が設けられていると考えられる。さらに②のオモテ中央部

に床の間と平行に設けられた内法高さのヒキムンも同様

の役割を担っていると考えられる。天井高さのヒキムンは

天井高を確保し、一部には天井廻縁としての役割がある一

方、構造的にも重要な働きを担っていたと考えられる。
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図 1　奄美大島住用町調査対象地 写真 1　ハツリ

表 1　調査対象民家一覧（単位：mm）
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４．生産組織

　江戸末期（1850（嘉永 3）年から 1855（安政 2）年）の

名瀬の様子を記録した南島雑話 3) によると「島中の人民

何れも大工の意ありて、所持する所の細工道具を携出て、

互に加勢し造立するなり 3)」とある。西仲間集落での聞取

りにおいても昭和 40 年頃まで山で木を伐り、集落内の協

同作業で民家を造っていた。民家造りは、墨付けを棟梁１

人が行い、家主は棟梁にのみ賃金を支払う。民家造りを

手伝う集落の人はウバン（ご飯）のみが手当であり、ユ

イワク（労働力の貸し借り）により民家造りは行われた。

またヤマシャ（山師にあたる）という本州の杣のような役

割の人がおり、セックニン（細工人：大工にあたる）とは

異なる立場で仕事をしており、山でヒキムン等大事な材料

を見極めハツリ（写真１）を用いて原木から建設時に必要

図 2　①民家　住用町西仲間集落民家軸組図

図 4　④民家　住用町西仲間集落民家軸組図
1)

図 3　②民家　住用町市集落民家軸組図

とされる材寸の 1-2ｃｍ大きめの角材をつくる作業が主な

仕事で、中には棟梁のように民家造りを請負う人もいた。

このようなセックニン、ヤマシャは集落全体 200-250 人中

に 40 人程度おり、主な生業は農業であった。

５．まとめ

　本稿では奄美大島の山間部の集落においてヒキムン民

家の実測を行い構法の特徴を記録した。内法高さ、天井高

さの双方にヒキムンが用いられる事例を報告し、内法高さ

のみにヒキムンを用いる民家と比較した。内法高さのヒキ

ムンが床柱で留まる事例は構造上不完全であると考えら

れるが、天井高さのヒキムン等がそれを補っていると考え

られる。

　奄美大島山間部の民家造りは、本州の大工のような専門

的な技術者集団によって行われたのではなく、集落内のユ

イワクで行われたため柱に梁を落し込むという仕口の細

工が少ない比較的簡易な構法が選択されたと考えられる。

さらに白蟻からの被害を最小にするため、ユス等の堅木が

選択されたことも細工が少ない構法が選択された一因と

して捉えることができる。またヒキムン相互の結合等ヒキ

ムン細部の構法は全体の造りを指示する棟梁らの考えが

反映され、集落ごとに違いがでると推察される。
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