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1. 研究の背景と目的 

 近年、古民家を再利用した活動が各地で行われて

いるが、その活用方法や内容は多様である。福井県

おおい町名田庄に所在し｢集楽庵｣1)と名付けられた

茅葺き民家では、NPO 法人｢森林楽校・森んこ」(以

下｢森んこ｣とする)が 2008 年に空き家を再生し、現

在活動拠点として利用している。ここでは村内外居

住者を対象に、自然体験活動や旧暦講座等の地域文

化活動を積極的におこなっており、高齢過疎集落の

新たな活動として期待されている。｢集楽庵｣は、名

田庄でも数少ない昔の風情を残した民家の一つであ

るが、現代社会において、この類の建築物を個人で

維持することは非常に難しく、現存の茅葺き民家を

実測記録等に留めることは意義がある。また、｢森ん

こ｣も｢集楽庵｣の建築的意味を理解し、今後の活動に

活かしたい意向がある。そこで、本調査研究では、｢集

楽庵｣を対象とした風土建築の継承可能性研究の一

環として、まず実測資料等を整理しながらその建築

的特徴を明らかにすることを目的とする。 

 

2. 名田庄の概要 

 調査対象地である福井県おおい町名田庄は、福井

県の最西南端に位置し、京都府南丹市に隣接してい

る。小浜から京都に向かう鯖街道沿いに集落があっ

たことから、古来より京都の文化的影響を受けてき

た地域である。1955 年（昭和 30 年）に知三村と奥

名田村が合併し名田庄村が誕生した後、2006 年、平

成の大合併による大飯町との統合でおおい町名田庄

となった。東西に約 17km、南北に約 2.4km で東西

に長く南北に狭い長方形の形をしており、総面積の

約 90％が山林で、河川沿いの山間狭小地に集落が散

在する。住民の生活も古くから山林と深くかかわっ

ており、化石燃料が普及するまでは炭焼きを主生業

とする世帯が多かった 2)。1950 年代までは集落の大

半が茅葺き屋根であったが、現在名田庄に残る茅葺

き屋根は｢集楽庵｣以外に薬師堂、加茂神社舞堂、流

星館別館、及び個人住宅の 4 軒のみである 3)。日本の

他地域と同じく、名田庄における茅葺き民家の減少

は、高度成長期の生産人口流出による相互扶助制度

の崩壊と茅葺き共同作業の困難、化石燃料の普及に

よる囲炉裏の消滅と茅葺き屋根の耐久性低下を主た

る要因とする。多くの茅葺き民家にはトタン被覆が

されていったが、特に名田庄では 1953 年（昭和 28

年）に多くの集落を襲った台風 13 号による洪水被害

を契機に瓦葺き住宅の建て替えが加速した。 

 

 

3. ｢集楽庵｣の概要 

 ｢集楽庵｣は、納田終地区老左近集落にあり、名田

庄の中でも最山間地に位置する。かつては 5 軒の民

家が存在したが、高齢世帯となり親族宅に居を移す

など現在は無人集落となっており、時折親族の墓参

が見られる程度である。｢集楽庵｣の築年数は 100 年

を超えていると伝えられており、1998 年まで唯一の

集落世帯として高齢者夫婦が居住していたが、以降

10 年程空き家状態であった。その後、2008 年に「森

福井県おおい町名田庄に残る茅葺き民家‘集楽庵’の建築的特徴 
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図 1 名田庄の位置 
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んこ」が家主から｢集楽庵｣を借り受け、写真 1，2 4)

のように建設当時の状態に再生する改修工事をおこ

ない、新たな民家活用が始まった。 

  

 

  

 

 

4. 改修内容 

2008 年の改修では、建設当時の原型に戻すよう、

別棟にあった浴室、便所は解体撤去され、ザシキ、

シモノマ、ダイドコ、ナンドにおいては、ジャッキ

アップを行い、水平調整後に基礎やり替え、柱の交

換・根継ぎ、土台・根太・大引の交換などが行われ

た。ナンドを二分割していた建具は取り除かれ、ナ

ンドとダイドコに敷いてあった畳は杉板張りに変更

された。その際に、畳の下から囲炉裏が元の状態に

あるのが発見され利用できるようにした。ダイドコ

に張られた天井材も取り除かれ、囲炉裏の直上にあ

る煙出しが現れた（図 2‐a, b）。茅葺き屋根は、腐

朽が著しい北面・東面・西側の三面を葺き替えた（写

真 2）4)。改修費用の大部分は、おおい町より都市農

村交流モデル集落育成事業の認定を受けた補助金に

より賄われている。 

 

5. 建築的特徴 

 ｢集楽庵｣の建築的特徴を把握するため、実測調査

を行い図面作成後、平面形式・軸組形式・屋根形式

について、周辺民家や隣接する京都府美山町の民家

との比較をおこなった。 

5.1 平面形式 

基本的な平面構成として、棟位置（図 2‐a の①）

によって左右に分割され、片側は入口から土間、囲

図 2 各家平面図 

図 3 「集楽庵」小屋組と各家断面図 

写真 1 改修前後の｢集楽庵｣ 

写真 2 改修中の「集楽庵」 
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炉裏のある食事場兼居間、寝間の順序で、もう片側

は厩の奥に下座敷と上座敷をとる。名田庄における

其々の名称は、ニワ（土間）、ダイドコまたはオマ(食

地場兼居間)、ナンド（寝間）、マヤ（厩）、シモノマ

（下座敷）、ザシキ（上座敷）である（図 2‐b）2)。

また、居室の田の字配置にずれがあり（図2‐aの②）、

ダイドコとザシキが直接通じるようになっている。

同時に、ナンドとシモノマは離れた位置関係にある。 

ここで、同じく名田庄納田終にあった民家、岩佐

家住宅と比較する。岩佐家は 1968 年（昭和 43 年）

の福井県緊急民家調査 5)によって調査された茅葺き

民家で、現存はしておらず調査時の資料をもとに分

析する。建設年代は、祈祷札とこの時の調査から 1712

年（正徳 2 年）と推定されている 6)。平面形式（図 2

‐c）6)をみると、ザシキとシモノマの間にナカノマ

が存在し、また田の字平面にずれのない点が、｢集楽

庵｣との大きな相違点である。｢集楽庵｣にナカノマが

ないのは、岩佐家が梁行 4 間、桁行 6 間（1 間＝約 6

尺 6 寸）に対し、集楽庵は梁行 3 間、桁行 4.75 間（1

間＝約 6 尺 5 寸）7)で桁行寸法が短いためである。こ

のような棟下線によって二分割され、田の字に喰い

違いが生じている平面は、京都の北山型民家に形式

を同じくするとされている。北山型の分布は、京都

北部を中心とするが、若狭南部、滋賀県高島郡の朽

木村周辺まで広がるとされている 8)。名田庄は京都府

南丹市美山町に接しており、その影響を強く受けた

と思われる。集楽庵と北山型民家を比較してみると

そのことがよく分かる。 

 図 2‐d 8)は、京都府緊急民家調査 9)によって調べ

られた京都府美山町の石田家平面である。北山型民

家には 3 間梁、4 間梁、5 間梁のパターンがあるが石

田家は 4 間梁に属する。北山型平面の特徴は「平面

の基本的分割線は、梁間を2分する棟下通りにある。

入口は妻に設ける」、「居室は、オモテ、ダイドコ、

ヘヤの 3 室を基本に構成され、3 者の配置はそれぞれ

喰違うようになされる」の 2 点である 8)。この特徴は、

｢集楽庵｣にも当てはまる。オモテ、ダイドコ、ヘヤ

は名田庄においては其々ザシキ、ダイドコまたはオ

マ、ナンドと呼ばれている 2)。｢集楽庵｣は、石田家と

比べてシモノマとマヤの間に土間が進出し平入りの

勝手口ができていること、左右反転していることが

違いに挙げられる。平入りの勝手口は、建設年代が

関係しているとみられる。北山型民家では 18 世紀後

半から 19 世紀初めにかけて、妻入から平入への転換

がなされたとされているからである 8)。左右反転につ

いては、名田庄でのヒアリング調査によると間取り

の左右配置は立地によって異なるものだという。 

5.2 軸組形式 

名田庄の民家の特徴として、軸組手法を工夫して

ダイドコとニワの境の柱を除去している点がある 2)。

ダイドコに下屋を足して空間拡張をするための所作

である。｢集楽庵｣を例にすると、通常上屋柱のある

位置（図 2‐a の③）に柱がないため、桁材の受けと

して 220×280 ㎜の大梁を渡している（図 4‐i）。こ

の点については、岩佐家住宅も全く同じ軸組形式で

あることが図 4‐j 6)から分かる。これは北山型民家

にも見られる軸組形式であり、美山町の石田家にも

元々は柱があったような跡が記録されている（図 2

‐d の④）8)。 

 

 

 

5.3 屋根形式 

 ｢集楽庵｣の屋根形式として、棟木両端は真束組（図

3‐e の A）と叉首組（図 3‐e の B）の併用型で、棟

木中央部は平叉首のみで支えられている。叉首の頂

部は、斜めに交差させその交点に棟木をのせる。こ

の部分の結合部は長枘差し鼻栓打ちで、南側から左

勝手、右勝手、左勝手の順である。叉首組の弱点で

ある桁方向の横倒れを防ぐための工夫として、追い

叉首（図 3‐e の C）による支持形式が見られる。 

また、同じ名田庄の岩佐家を見る（図 3‐g）6)。

平面や軸組は｢集楽庵｣と一致しているのだが、小屋

組は異なっている。上屋梁の中央に真束を立て、そ

の両脇に母屋梁を其々立てる。真束と母屋梁は「と

りい」と呼ばれるつなぎ材で結ばれている。民家緊

図 4 集楽庵と岩佐家の元上屋柱位置 
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急調査報告書ではこのような形式を「おだち・とり

い組」と呼んでいる。この「おだち・とりい組」は

東丹後の民家によく見られ、北山型民家においても

古い民家に残るとされている。美山町の石田家断面

図（図 3‐h）10)を見ると、「おだち・とりい組」であ

ることが分かる。 

北山地域では、4 間梁の民家において「おだち・と

りい組」が標準的な小屋組として用いられてきた。

18 世紀中頃から 3 間梁の民家が現れるが、3 間梁で

鳥居組にすると小屋裏が狭くなるという欠点があっ

た。しかし、19 世紀から 3 間梁の民家に叉首組の導

入が始まった。美山町では叉首組単独で用いること

は少なく、真束と組み合わせることが普通であった

という 8)。近畿地方において、叉首組の導入期に叉首

と真束の併用型が見られるのは北山型に限らず各地

に見られ、紀和山地や大阪南部山地のものも記録さ

れている 11)。 

 

6. まとめ  

｢集楽庵｣の平面形式は、棟位置にて 2 分割される

平面と、軸組を工夫してダイドコを拡張している構

造において、北山型民家と形式を同じにする。屋根

形式においては、同じ名田庄においても岩佐家と｢集

楽庵｣では形式が異なるが、他地域においては｢集楽

庵｣と似た小屋組が存在する。叉首組は近畿地方にお

いて真束組より後に導入された小屋組のため、真束

から叉首への移行期に建てられた民家に叉首と真束

の併用式が用いられているものと思われる。 

今回の調査研究によって、｢集楽庵｣の建築的特徴

を明らかにした。今後は、これらの資料を活かしな

がら、風土建築としての｢集楽庵｣がいかに維持継承 

可能かその方策を継続的に考察する。 
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注 

1) ｢集楽庵｣は、｢森んこ｣の活動拠点として皆が｢集｣

まり｢楽｣しく過ごせる場所を目指して名付けら

れた。 

2）名田庄村：わかさ名田庄村誌，名田庄村，1968

年 

3）薬師堂は福井県指定有形文化財、加茂神社はおお

い町指定有形文化財、流星館別館は村内にあった

茅葺き民家を移築し第3セクターが管理する町営

宿泊施設、個人住宅は茅葺きの禅寺院を住宅に転

用したもの。 

4) 写真 1 左、写真 2 左右は上中住建・上中氏提供 

5) 全国的な民家調査の実施に伴い、福井県教育委員

会により 1968 年に行われた調査。 

6）富山県教育委員会・他：日本の民家 調査報告書

集 8 中部地方の民家２富山 石川 福井，東洋

書林，1997 年 

7） 注6の文献によると若狭間の1間は6.5～6.6尺。 

8）京都府教育委員会：日本の民家 調査報告書集成

11 近畿地方の民家１京都，東洋書林，1997 年 

9）京都府教育委員会により 1967 年に北桑田郡美山

町にて行われた調査。 

10) 工藤 圭章・編：日本の民家 第 3 巻 農家Ⅲ，

学習研究社，1981 年 

11)川島宙次：滅びゆく民家―間取り・構造・内部，

主婦と生活社，1976 年 
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