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This study aims to clarify the traditional house type in

公共施設として活用する予定である。

Yamakoshi village, and to clarify space configigulation with
formality of Hoshino house in Yamakoshi.

I−2 既往研究

① Traditional house plan in Yamakoshi village belongs to

①新潟県の民家に関する既往研究には、宮澤智士の

"Uonuma type"

『越後の民家(4分冊)』がある *2。復原調査にもとづき民

② Space configuration with formality of Hoshino house is

家型を論じるが、前述した如く旧山古志村の民家型の

represented by various layer and rank element-----historical

記述はない。

layer and rank element, heudal risriction element, economical

② 建 築 規 制 に つ い て は 、 草 野 和 夫 （ 1 9 9 0 ）、 北 野 隆

element etc. Typical, it is represented by room configuration

（2001）、丸山敏明（2001、02）の研究がある*3。江戸期

pattern and columu length of "Johya-Basira"(inner frame

の農村部の古文書を用いた研究で、地域毎の規制内容

post).

が示されるものの、規制解除後の状況は不明である。
③規制対象とされた格式空間については、川島宙次が

Keywords: Traditional private house, Japanese typology of

江戸期上層階級の居住した民家について報告している

traditional house plan, Architectural Regulations,

が、内容は概説的で、具体性に乏しい*4。そのほか、玉

Architectural Traditional Space,Space configuration with

置伸吾（1983）、金木健（1984） *5などは明治期以後の

formality

座敷の格式空間について考察している。格式空間の定

伝統的民家、民家型、建築規制、村内の建築慣習、格

義については、確定的な定義はない。金木によれば、

式空間、

座敷などの格式的な空間の配置は4つの型があることを
述べている。明快であるが、格式空間として扱う範囲

I. はじめに
I−1

が狭い。座敷の配置と床の間・仏壇までは扱っている

背景

が、縁側は事例数の記述でとどめている。

昭和49年度に新潟県教育委員会は民家緊急調査を実

④屋敷内建物については大月敏雄の研究*6がある。規制

施した。調査対象とした民家は明治初期（19世紀中ご

解除後の長屋門の形態と建設状況を示すが、対象とす

ろ）以前に建設されたもので、『調査報告書』 には旧

る付属屋は限られている。

*1

古志郡旧山古志村の伝統的民家に関する記述はない。

本稿は、単に間取りレベルの定義にとどまらず、屋

平成16年10月23日に生じた新潟県中越地震により旧

敷地全体を含んだ建築規制から発生した格式空間の把

山古志村の多数の民家が半・倒壊し明治初期以前に建

握を試みるところが既往研究と異なる点である。

設された伝統的民家は僅かに残るのみであった。
Ⅰ−3 研究の目的と調査、用語の定義

本稿では明治初頭期に建設され、旧山古志村でも典
型的な民家で、かつ地震時にも壁面の一部が崩落した

調査後、筆者は以下のようにテーマを設定した。

のみの星野仙嗣邸（屋号：仙次郎、現住所：長岡市山

①星野仙嗣邸を民家型（宮澤によると3つの型がある）

古志竹沢−甲931番地）を中心に、調査で得た知見を報

の中に位置付けること。

告する。

②民家型の一部を構成する重要な要素である「格式空

なお、本住宅は長岡市が買収し、改修の上、地域の

間」について、旧山古志村の民家の格式空間の構成に
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焦点をあて、星野仙嗣邸を中心に考察する、の二点で
ある。
日本住宅史では近世の民家について詳細な研究はあ
るものの､考察対象から除外される地域も少なくない。
更に、近代化の過程の中で建築規制が住空間構成の中
で如何に変容し、伝承されたか不明な点も多く､本報告
は研究の空白を埋める点からも意義ある研究と考える。
調査は、平成17年9月9〜13日の間に聞取りを含む実
測調査を、平成18年1月16日に星野仙嗣氏ほかから聞取
り調査を実施した。

PROJECT 2

なお、民家型とは、人々の生活・生業・文化と結び
つつ地域の風土条件に対応し、庶民が年月をかけ築き
あげてきたもので、外観・間取り・構造・材料などに
顕著な特色を一定の地域で示す住居の型を云う。
また、江戸期、身分階層によって住まいに対し建築
規制が下達された。中でも上位階級（武家や名主）と

図2

旧山古志村（現長岡市山古志地区）

一般階級（無役の能・工・商等）間では居住（所有）
した住まいの外部形態・内部空間の構成・仕上げなど

地域の風土条件を記すと、旧山古志村は平年で３ｍ

に差があり、一般階級は上位階級風に住宅を構築する

前後も積雪する豪雪地帯であると共に、集中豪雨の生

ことができなかった。一般階級は上位階級に築かれた

じ易い地である。豪雪は傾斜地で底雪崩の原因となり、

特異な建築・空間構成、仕上げなどを「格」を示すも

集中豪雨は地滑りを起こす要因でもある。江戸期以来、

のと捉えていた。本稿ではそのような過程の中で認知

屋敷地の移動を伴う著名な地滑りはこの地域で９回ほ

された空間を「格式空間（形態）」と呼んだ。

ど確認されている*7。また、雪質は湿り気があり、重く、
屋根や樹木に着雪現象を起こし、建物の崩壊に繋がる

Ⅱ.

旧山古志村

Ⅱ−1

事も多い。

旧山古志村の概要

旧山古志村は中越地区のほぼ中央部で、長岡市の中

Ⅱ−2 村の形成と歴史

心部から南方20kmほどの中山間丘陵部に位置する（図

村の成立は南北朝時代に製作された石塔が村内の南

1）。村内の主要道は南から西に国道291号線が、東から

の広瀬谷に残ることから、江戸時代以前に形成された

北に国道352号線が走るほかは、2本の県道（柏崎高浜

と推察されている*8。村の草分け（踏立）で、かつ江戸

堀之内線、栃尾山古志線）と集落内を繋ぐ村道のみで

期は村の総名主であった星野富右衛門（屋号：大家事）

あった（図2）。

の直系である星野貫三が27代目*9に当たり、一世代25〜
30年とすれば室町時代ころ入植したと考えられる。
支配者の変遷を記すと*10、①慶長三年(1598)、秀吉よ
り上杉景勝に会津転封の命が下り、越前北の庄から堀
秀治が山古志を支配下においた。その後、②堀秀治・
直俊親子が慶長十五年(1610)まで、③家康の6男松平忠
照が元和二年(1616)まで、⑤堀直寄が元和四年(1618)ま
で、ついで⑥長岡藩を創設した牧野忠成が元禄十六年
(1703)までの85年間、その後⑦元禄十六年〜慶応四年
(1868)の165年間、幕府領であった。
近代になると*11、村は柏崎県の直轄地となり、明治5
年（1872）の新しい行政制度（大区小区制）のもと、
戸長および統括責任者に星野貫三、戸長副に各村の庄
屋6名が選ばれた。ついで、新潟県が明治6年に柏崎県
を併合し、明治10年に民生局が設置されると、旧山古
志村は第15大区小壱区壱番組〜9番組に分割された。

図1 中越地区の旧山古志村
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頭期の星野家は行政面でも村内の上級階層の一員と呼
べた。また、明治17年の聨合戸長役場が戸長宅を役所
としていたことから、明治10年の戸長宅も役所とした
のか、当家に戸長所の看板（図4）*16があるほか、戸長
印を押した分村願の書類が保存されていた。
なお、本稿で述べる星野仙嗣家と、江戸期当村の総
名主であった星野富右衛門（星野貫三の祖先）家には
縁戚関係は無い。

図3

旧山古志村：竹澤地区

Ⅱ−3 旧山古志村と星野家
星野仙嗣家の初代：馬之介が竹澤下村字村下に入植
したのは、現当主が過去帳より9代目に当たり、一世代
30年前後とすれば江戸中期頃である。その後、竹澤下
村の地滑り（由夫川の地滑りか）を原因に、現住地
（竹澤二丁野字焼山下、図3）に移住したとのことだが、

図４

戸長所の看板

移住時期は不明であった*12。
当主や分家の星野哲男（大工）によれば、茅葺き主
屋が明治16年ごろ現屋敷地に建っていたと聞取ってい
たこと、更に5代目星野仙次郎が明治22･3年ころ当地に
居住していたことは土地台帳（表1） ＊13より明白で､明
治初期ころ住んでいたことは確かである。
表１

星野仙次郎所有の郡村宅地

国道291号線

←至：小千谷
図５

Ⅲ.

移住した地は、図3に示した如く旧村役場や旧村立小

星野仙嗣家配置図

星野家住宅

Ⅲ−1 屋敷地形態

学校など公共施設の集合した村内中心部から南方500m

星野仙嗣家の屋敷地（図5）は南北に細長く、敷地東

ほどの距離で、雪が遅くまで残る焼山北斜面である。
村内での役職を聞き取ると、江戸期は村役について

に国道291号線の公道が走る。主屋に至るアプローチは

いず、当家：5代目仙次郎が明治10年（1877）に旧山古

中央の東入の階段と主屋北側の車庫兼物置に通じる斜

志村の第15大区小壱区壱番組（竹沢村の一部、外6ヶ村

路のほか、裏の公道に通じる路が宅地北に築かれてい

を含む）の戸長であった*14。更に、明治12年（1879）に

た。

は５代目仙次郎が村会の初代議長に選出され 、明治初

昭和初期の敷地形態*17は公道に接した東側の一部（約

*15
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規模な住宅であった。

12坪）を道路に提供したためか、不等形なオカリナ状

現主屋間取りは１階（図6）に居室11室と2ヶ所の玄

であった。
屋敷地状況を記すと、規模は最大短辺が20間、最大

関（貴人用の出入口、家族・一般客用の出入口）、上便

長辺が23間、面積が393坪ほどで、屋敷地としては村内

所や水場空間などのほか、昭和34年に北側に増築した

でも巨大であった。また、敷地高さは敷地南端部が前

農耕用倉庫（車庫兼物置）と、旧下便所・旧厩の土間

面道路から約1ｍ、北端部が2ｍほど高かった。主屋は

から構成されていた。
中2階（図7）は茶の間（広間）上部の板間（物置1）

PROJECT 2

敷地内中央より北側に築かれ、四周は前面(東)が草地化
した庭で、南の一隅に低い築山や畑、コンクリート製

のほか、表の下屋上部の小屋裏を活用した板間2室（物

養鯉用枡の工作物、宅地西の敷地境界沿いに50〜100年

置3･4）、および主屋北側に増築した農耕用倉庫、下手

前後経過した防雪・防風の屋敷林、北東の一部はかつ

一列に精米空間の板間と物置2が構築されていた。なお、

て畑地と推察しうる草地であった。状況を概観すると、

茶の間上部の物置1は後の増築である。
2階（図8）は居室6室と物置2室だが、表側の3室の改

主屋四囲はほとんど畑や草地・空地で、当家にとって

造年は不明ながら、裏の3室は昭和40年代の改造であっ

重要な屋根雪の堆積スペースであった。

た。

移住したことから理想的な屋敷地条件を聞取ると*18、
①井戸水が確保でき、②周辺地盤より一段高く、③平

概観すると、農家特有の土間空間は昭和34年に増築

坦な地で、④陽当たりのよい地が、適地だとのことで

した北側の下屋の倉庫と旧厩・玄関脇の物置（旧：便

ある。現屋敷地と比較すると、①宅地南に養鯉用の湧

所）のみで、未利用な居室や物置空間が周辺農家より

水が、②敷地は前面道路より平均1.5ｍほど小高く、③

格段に多かった。

主屋を含む周辺地盤は平坦で、④陽光を遮る高木は南
Ⅲ-3-1

や東になく、上記条件をすべて叶えた好適地と云えた。

明治期の星野家の住宅

痕跡（図12・13・14）、及び聞取り＊23を含め主屋復元
Ⅲｰ2

星野家の建設

図を作成すると、1階（図9）は上屋柱で囲まれた主空

星野家は5代目仙次郎が明治14〜16年の間に建設し*19、

間と、主空間に付置する北を除く三方の下屋空間、及

その際の大工･棟梁は分家の星野八百蔵であった 。し

び後中門（延床面積：約33.25坪）から構成されていた。

かし、実証する棟札や普請帳・合力帳などの記録は見

主空間の上手一列目は床の間と仏壇を備えた奥座敷

出せず、建設年は不明であった。だが、①小屋組の梁

（仏間は後の改造）と前座敷、上手二列目は27畳の板間

上に施された手斧削り痕、および②１階座敷廻りの長

の茶の間（広間）、下手二列目は作業空間の土間と囲炉

押の和釘などから判断しても、明治中期までに完成し

裏を備えた板間、下手一列目は薪置場と主屋北側に出

た住宅と考えられた（なお、解体前であることから墨

入りできた背戸口と台所からなっていた。

*20

それら主空間に接する形で下屋空間が取りつき､奥座

書等の調査は行っていない）。
住宅の建設は1年目に材の伐採と運搬、2年目に手斧

敷と前座敷の南に縁側と貴人用の出入口､南東隅に上便

で用材を削り、3年目に住宅を建設したとのことである

所、前座敷の東に小間と住居内で唯一の押入､上手二列

。その際、建設工事は「トウド（相互扶助）」を活用

目の茶の間東に村民や一般客の出入口、下手二列目の

しただろうとのことであった 。トウドの構成員は同一

土間前面（東）に家族や使用人の出入口と下便所、下

部落やマキ（縁戚関係で結ばれた集団のことで、本家

手一列目の薪置場前面（東）に牛を飼育した厩が構築

をマキ頭、分家をマキと呼ぶ）の成員であったが、今

されていた。そのほか､西側の下屋空間には奥座敷と取

日ではマキの成員のみで行うことが多いとのことであ

壊した蔵に至る廊下や家族用の上便所、及び北東に水

る。「トウド」は昭和30年ごろまでよく実施されたが、

場空間（湯殿等）があった。また、聞取りより主屋背

建設工事の機械化が進んだ昨今、行う内容や回数も少

後の後中門は2階建ての家族用居住空間（1階床面積：

なくなった。しかし、今日でも①壁塗り、②地均し、

約22.75坪、3部屋と便所等）であった。

*21

*22

概観すると、下屋空間は主空間に対すサービス空間

③雪の残る春先を利用した材料の収集と運搬、④上棟

としての性格がきわめて強かった。

時の手伝いなどを行っているとのことである。

中2階（図10）は１階の土間空間に逆Ｌ字形に面する
Ⅲ−3

星野家住宅

板間群と後中門（床面積：10.5坪、2部屋）からなって
いた。逆Ｌ字形の板間群は3室で、下手1列目の土間側

星野家は東を表とする東入りで、寄棟造・2階建・金
属板(ﾄﾀﾝ)葺き・平入りであった。主屋規模は表間口：

に一間強の開口部を有す物置の板間1室（昭和35年前後、

13間、奥行：7間半、延床面積171.06坪（1階： 81.06坪、

精米空間に改造した）、下手一・二列目は階下に臭気を

中2階：47.75坪、2階：42.25坪）と、村内でも突出し大

発する厩や下便所を築き、その上部に下屋裏を利用し
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←至：（元蔵）

貴児人用出入口

△元：村民
一般客出入口

図6

図7

星野仙嗣家中２階平面図

図９

星野仙嗣家中１階復元図

現：村民・一般客・家族用出入口

星野仙嗣家１階平面図

図８

図10
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上手表に座敷、裏に寝間を配し、下手を土間とする広
間型（または、広間型から発展した間取り）である。
魚沼地方を中心として、古くは刈羽郡西山町地方にも
広く分布した民家型である。
②頚城型は変形田の字型で、茶の間または土間背後
に台所をとる間取りで、上手に座敷と寝間を有し、頚
城地方から刈羽・三島郡の一部に分布する民家型であ
る。
図11

③蒲原型は中央列の茶の間背後に小さな寝室（小間）

星野仙嗣家２階復元図

をとる間取りで、上手に座敷と寝間があり、蒲原地方
やそれに隣接する平野部に分布する民家型である。
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た板間2室から構成されていた。その板間２室の間仕切

図15で示した3タイプは何れも前中門を備えた形式

は一部を壁、残る一部を金網とする簡易な仕切だが、
両空間とも居室内に採光用の窓を附置するほか、出入

で、星野家は前中門がない。比較のため、上屋空間で

口に建具を建込め、床仕上げも鉋をかけた拭板仕上げ

検討すると、上手一列目の表に前座敷、裏に奥座敷、

であった。特に、土間に面す下手二列目の居室は架け

上手二列目に1室空間の板敷き茶の間（広間）、下手二

替え可能な梯子段のみで到達でき、空間構成やアプロ

列目に作業用の土間空間と囲炉裏を備えた板間、下手

ーチの仕組から小作人の女衆の部屋の可能性が高かっ

一列目に水場空間（流しや台所など）と薪置場等の土

た。

間がある。星野家の囲炉裏のある板間を土間空間の延

上屋柱で囲まれた空間が２階（図11）である。下手

長と考えると、下手一・二列目は土間空間と考えて良

１列目の西側は吹抜けで、１階土間や炉のある板間か

い。更に、茶の間・奥座敷背後に後中門があることか

ら小屋裏まで暖気が上昇するなど、養蚕に対す配慮が

ら奥座敷を部屋と勘案すると、１階間取りは広間型の

施されていた。その上、２階居室は114.5畳の巨大な1室

プランと考えられ、魚沼型の民家型とほぼ一致した。

空間と、荒板の板間が2階床より40cmほど高い下手1列

Ⅳ.

目に築かれ、床規模・空間構成から養蚕用の作業空間

旧山古志村の慣習

と推察できた。なお、下屋屋根は金属(トタン)葺きの下

明治生まれの星野清一（星野仙嗣家の分家、星野清

地に、コバ材の仕上げが施されていた。また、聞き取

司の父）によれば、草分けである星野家（屋号：大家

りより主屋屋根はコバ葺きであったが、金属板に葺き

事）は、江戸期二十村の割元庄屋（大庄屋）であり、

変えた改造年は不明であった。

かつ総名主で、明治半ばまで村内で絶大な権力を有し
ていた。住いの一部は柏崎代官所の出張所に使われ、

以上から建設当初の主屋は、寄棟造・2階建・コバ葺
き・平入りで、後中門を附置していた。規模は間口11.5

幕令や藩令は総て当家を経由し村民に伝達された。格

間、奥行10間、延べ床面積163.5坪（1階：92.5坪、中2

式は苗字帯刀で、村民は門前を通過するとき被り物

階：28.75坪、2階：42.25坪）ほどの大規模住宅で、上

（山笠、鉢巻）を取り拝礼後往来するほか、婚礼支度も

層階級としての客人の接客・宿泊空間、人寄せ空間、

大家事の許可を要し、村民はそれぞれの家の格式に縛

家族・小作人の居住空間、土間内作業空間の確保、お

られた生活を余儀なくさせられていた*26と記され、住居

よび大規模経営の養蚕スペースの室内化などのため、

建設においても当家の指導（種々の規制）のもと構築

巨大に構築せざるを得なかったと考えられた。

したと推察された。

付属屋構成を聞取ると*24、主屋より8ｍほど南西に新

そのほか、本・分家間にも慣習はあった。本家は分

潟地震後<1965>、取壊した総２階建て3間×6間の土

家や小作の独立や要望を認める際、一切の面倒（家の

蔵：2棟（文庫蔵、及び米蔵と味噌蔵）、更に、公道際

新・改築等での金銭面、災害や飢饉時の補助、物入り

北東に昭和45年ころ撤去した平屋の物置と鶏舎が建設

の費用、土地・耕地の貸与や購入資金など）を見る代

されていた。しかし、長屋門など格式を示す付属屋は

わり、分家や小作はその代償に種々の労力を提供する

建てていなかった。

のが村の決まりであった（本家の規律に背くと分家に
圧力が加わったとのことである） ＊27。なお、江戸期の

Ⅲ-3-2

中越地区の民家型と星野家の民家型

村内の政治・行事等一切は庄屋と本家が協議し定め、
マキの一員である分家・小作に発言権はなかった。

宮澤智士によると、中越地区の民家型は図15の如く

以上の如く、旧山古志村においては縦系列（大家

三形態に分かれる。間取りからタイプ毎の特徴を記す

事−庄屋−本家<マキ頭>−分家・小作<マキ>）の指導

と*25、

形態が強く、大家事・名主・本家が住居面でも身分・

①魚沼型は中央に表から裏まで達する広い室を持ち、
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図12

図13

星野仙嗣家1階痕跡図

星野仙嗣家中2階痕跡図
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図14

図15

星野仙嗣家2階痕跡図

中越地区の民家型

格式に縛る建築規制を分家等に教示したと考えられた。

る書院造に似た中門造、ﾛ)身分に不似合いな家作（屋敷
構えの規制、家構えの制限<玄関構え>や軒廻りの制限<

Ⅴ.

身分格式と建築規制

セガイ等>）などを禁じた。①の内部空間の構成や仕上

江戸時代、経済力や文化的素養を身につけた一部町

げは、書院造の座敷構え（床の間、違棚、書院窓、続

人や農民が武士社会の身分格式を脅かす贅沢な住まい

きの間）、空間構成（廻り縁<縁側>や上便所）、細部仕

を造り始めた。幕府や藩はそれら奢侈な住まいを制限

上げ（欄間、釘隠の飾り金物、竿縁天井、畳や床仕上

するため、寛永9年(1632)から安政元年(1854)まで家作に

げ、欄間の透彫り、組障子等）などの規制である。②

対す建築規制（御法度）を下達した。

の建築規模等に関する規制は、税高（石高）により住

建築規制の内容は ＊28、①身分・格式を表す住宅の外

まいの間口・奥行規模､および梁行長さなどに差を強い

部形態を制限するとともに、室内空間の構成や仕上げ

たものである。

の規制、②身分に相応した住宅規模や梁間、及び建築
った。③は町場を対象とすることが多く、旧山古志村

Ⅵ. 星野家と分家、及び星野家以外の本・分家間
に見られる格式空間

では、特に①と②の建築規制が働いたと考えられるが、

Ⅵ−1 星野家住宅

規制を示す文書は発見されていない。

1）明治初期の星野仙次郎の社会的階層

用材の大きさの制限、③防災に関連する規制、等であ

前述したが、明治10年には５代目星野仙次郎が戸長

一般例を示すと、①の外部形態は、ｲ)武家住宅に連な
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に選出され、明治12年には村民より村会議長に選ばれ

座敷間の欄間の透彫り、長押の釘隠しなど、夫々の細

るなど、村内でも人望の高い一員と考えられた。

部意匠は空間効果を際立たすもので、いずれも江戸期
は建築規制の対象に含まれていた。

時期は降るが明治22･3年頃の当家の土地所有は水田9

②は後述の村内の建築規制と関わるが、広間（茶の

町1反7畝、畑2町6反1畝（かつては大半が桑畑）、山林5
町1反7畝を所有するほか､4ヶ所の貸地（26坪から110坪、

間）天井高は12尺6寸強と高く、長押上部に6尺強の壁

平均72.5坪）を所有し *29､竹澤村でも屈指の大地主であ

が築かれていた（図17）。室内は簡素な仕上げだが、床

った。それを背景としたのか、当家の屋敷地は1反3畝

規模に相応した天井高で、来客者に格を閃らかす空間

15坪(405坪)で、竹澤村では大家事（839坪）に次ぐ規模

処置とも見受けられた。そのほか、広間前面の下屋空

であった。以上のことからも、星野仙次郎は村内でも

間は役所としての格を示すためか、天井高（9尺3寸）

人望、および経済力を備えた上位階層の住人と窺わせ

の高い玄関であった。

た。
5）村内の建築規制（慣習）
2）屋敷地付属施設と格式

戦前まで上屋柱の長さを「22尺−20尺−18尺」とす

村内で江戸期に禁じられた長屋門を屋敷地入口に構

る規制と、「屋根葺材」に対す規制が村内で働いていた

築した事例は見ぬが、経済力を誇示した防火建築の蔵

＊31。「22尺−20尺−18尺」とは本家は土台から2階桁

は所々で見受けた。前述したが当家の蔵の一棟は自家

まで22尺、分家は20尺、小作は18尺と村内で取り決め

用の味噌と米の収蔵蔵、いま一棟は家財を保管した文

た建築規制であり、住慣習であった。

庫蔵である。当村では文庫蔵に隣家の家財を預かる生

①当家上屋柱の長さは約22尺強（6690ｍｍ）、1階梁

活慣習（相互扶助）があり*30、保管力と経済力に裏打ち

上端まで13尺6寸強（4100ｍｍ）、下屋桁まで11尺5寸
（3450ｍｍ）で、当然ながら本家仕様の家であった（図

された「格」を屋敷地内の付属屋に代弁させていた。

16）。そのせいか、1階居室（座敷天井高は11尺5寸、広
3）外部形態に取り込んだ格式空間

間は前述した）や土間の天井高（14尺6寸強）はいずれ

多雪地の山間部では雪の落下から主屋を守るため軒

も高い。また、上屋柱の高さに準じるかの如く、縁側

の出を深くするセガイ（図16・17）を築くことが多く、

天井高は9尺3寸と高く、冬季の積雪に対応した高窓を

旧山古志村でも今日、切妻造の二面をセガイとする例

構築していた。更に、下手一列や前面の下屋空間に中2

が多い。しかし、当家は2階を寄棟造とし、1階の三面

階を建設しえたことは上屋柱長のルールのなせる技で

に下屋空間を築いていた。その際、軒廻りの仕上げだ

あった。

が、周辺住民に「格」を誇示したいためか、江戸期に

②茅葺き屋根を考慮しないせいか，小屋組の梁には

規制されたセガイを用い、2階は四面セガイを、1階は

叉首尻もなく、当初より和小屋組で、屋根葺材も本家

出入口にあたる南面と東面にＬ字状にセガイを廻して

筋が使用できる杉材のコバ板（分家・小作は茅葺）用

いた。そのほか、背後に武家住宅の趣を示す後中門を

いていた。コバ葺は雨水処理から切妻造が最適な屋根

築くなど、｢格｣を意識した意匠と住居形態を外部に表

のかけ方と考えられる。隅棟の処理を考慮すると寄棟

出していた。

造の屋根架構は不利と云えるが､当家は本家の「格」を
誇示するためか、あえて特殊な屋根構法を採用させた

4）室内に取り込んだ格式空間

とも考えられた。

室内で、格式性の高い空間は、①書院造の座敷とそ
6）新たに創出した格式空間

れに付随する茶の間（広間）空間、及び②役所として

当家は背戸口を除くと三つの玄関を築くが、いずれ

の用途を併せ持った広間空間とそれに関連する空間で

も下屋空間に設けていた。中でも客を迎える出入口を

ある（図9参照）。

二ヶ所も設け、一つは前座敷に通じる貴人用玄関*32、い

①は貴人のために構築した居室群で、広間（茶の間）
とは板戸を介し閉ざしていた。居室群は上手一列目に

ま一つは一般客や公的所用で訪れた村人の出入りした

奥座敷と次の間の前座敷、下屋空間に室内化した玄関

広間に通じる出入口で、客の格（貴賎）をも区別し、

や縁側、上便所など「格」を示す諸室で構成されてい

出入口を分離していた。また、上便所は空間構成から

た。中でも奥座敷と前座敷に特徴が表れ、1間の平床2

も貴人のみが使用しうる便所と考えられた。

ヶと仏壇置場が列状に並び、縁側と奥座敷間の書院窓、
7）特徴ある意匠

奥座敷と広間境の納戸構え風の板戸、長押上部の蟻壁
風の背の高い下がり壁などが格式をイメージさせる装

格を直接表すものでないが、意匠面でも特筆すべき

置であり、空間様相であった。そのほか、奥座敷と前

点がある。特に、貴人用出入口に面する南面部に特徴
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ある仕上げが施されていた。
イ)囲板：カコイタ（図18）：雪深い山間地では建物

上に築かれ、当初より石垣下の空間や主屋周辺を雪の

四囲の開口部に雪囲いを巡らす。当家では奥座敷の縁

堆積スペースとしていた。一方、Ｓ家は周辺地盤とほ

側部（南）と貴人用玄関の一部の下屋柱に溝を刻み、

ぼ同レベルで、主屋周辺のみが雪捨て空間で、屋敷地

囲板を落し込む雪囲いを用いていた（残る三面の開口

の高さ、雪捨て場などにも本家・分家間の格差が読み

部は単に柱外に落し板の枠を建て込む一般的手法であ

取れた。

る）。通常、この手法は吹き放しの庇下の空間である

両家とも床規模は不明ながら、概略図から類推する

「外とぼ」の柱間に採用される技法で、水の侵入に対し

と、Ｉ家は建築面積が80〜90坪前後、Ｓ家は25〜30坪

ては土間内で対処している。しかし、当家は雪水が住

前後で､規模面でも本・分家（小作）間に格段の差異が

宅内に浸入する危険を冒してまで、南立面の単純性を

認められた。時代は下るが、陸軍省が昭和10年に東北

追求させ、残る三面とは明らかに質的に異なる奢侈な

出身の現役兵（小学卒が多数を占める）を対象に住宅

立面形態を採用していた。

建坪を調査した資料（3515戸）によれば、30坪以下が

ロ)戸袋の鳥衾と破風（図19・20）：南面する2階戸袋

49.2％､80坪以上が0.8％ほどを占め*34、社会階層の異な

のみ明治後半期から大正期にかけて大工が造作を競っ

りが直接床規模に反映していたと推察できた。第2次大

た箱状戸袋の一種である。戸袋上部を板庇とし、棟に

戦後20年を経た昭和40年代においても、当村の本・分

用いる格の高い鳥衾の意匠を板庇上部に用いるほか、

家間（Ｉ家・Ｓ家）には住居規模に同様の傾向が認め

社寺建築の虹梁に施された若草模様を破風に刻んでい

られ、いまだ社会階層＝格式が連綿と住居形態の中に

た。それに反し、残る主屋正面の2階戸袋は簡易な皿板

投影していた。
１階平面を検討すると、Ｉ家は変形田の字型プラン

戸袋で、仕上げに格段の差が認められた。

で、後中門を構築していた（囲炉裏の板間や台所を土

以上の二点は何れも貴人に関る南面のみの意匠で、

間とすると、魚沼型民家の発展形と云える）。その一方、

残る三面とは「格」の表現が明らかに異なっていた。

居室（後中門、寝間、座敷など）に至る動線は中廊下
本家・分家間の格式空間

で処理するなど、各室のプライヴァシィーを考慮した

1）Ｉ家（本家）とＳ家（分家）

近代的な平面計画であった。また、名主であるＩ家は

Ⅵ−2

客人用と家族・小作用の出入口を区別していたが、接

図21・22は昭和40年代頃のＩ家とＳ家の1階間取り概
略図である*33。江戸期のＩ家は虫亀村の名主で、Ｓ家は

客用の上便所や家族用の下便所を構築していない反面、

Ｉ家の分家で、かつ戦前までＩ家の小作であった。Ｉ

後中門に家族専用と思わす便所を築くなど、客人に対

家住宅は昭和47年ごろ火事で消失したが、明治期に建

す空間意識（格意識）がきわめて曖昧であった。
一方、Ｓ家は土間を中心に鍵状に居住空間を配置し、

設されたものである。一方、Ｓ家住宅は昭和初期に建

部屋も莚敷き（畳は昭和41年に敷いた）の2室と板間1

設した住宅である。

図16

星野仙嗣家断面図
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図18

図17

カコイタ／図19

波風（右上）／図20

鳥衾（右下）

星野仙嗣家矩形図

図22

S 家１階間取り

定する重要な要素であることが分かった（なお、小作
が床の間を建設したのは、戦後である）。
2）星野仙嗣家（本家）と星野清司家（分家）
星野清司によれば、父の清一が世帯主であった昭和
初期、屋敷地が地滑りしたことで、仙嗣邸より南の焼
山高地へ移住したとのことである。その際、建設資金
は本家より一部借用したが、上屋柱は村内の建築慣習
に則り20尺（分家・自作）で建設した。当時、総2階建
図21

ての建物は村内（72戸）でも5 ˜ 6棟のみと極めて少なく、

I 家１階間取り

昭和初期の村内の本家・分家間でも「格」に対す意識
室と少ない。しかし、当時の典型的な農家の居室構成

が徐々に希薄化しつつあったと考えられた。

とのことであった。そこで、Ｓ家の空間構成を検討す
ると、前述した部屋以外、客と家族が共用する出入口、

3）仙次郎家（大地主、壱番組戸長）と大家事家（総名

台所、下便所、および飼育する厩を附置したのみで、

主、聨合戸長役場戸長）
聞取りによると*36、大家事の住居は建設時期が不詳な

魚沼型に至る以前の民家と考えられた（風呂は後の改

がら、もと茅葺き２階建民家であった（現在は取壊さ

造）。
座敷飾りを聞取ると*35、Ｉ家は床の間と仏壇置場を備

れて無い）。星野仙嗣家では大家事への配慮からか「床

えた宗教空間が座敷空間である。Ｓ家は床の間も無く、

の間奥行きは大家事の床の間奥行きより深く建設して

門徒衆で一般的な仏壇のみの座敷空間であった。旧山

はならない」との戒めが5代目仙次郎よりあったと伝承

古志村では床の間以外の宗教空間が座敷の「格」を決

*37
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*21：聞取り（星野哲男氏より）
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*23：同上
*24：聞取り（星野仙嗣氏より）
*25：前掲「日本の民家調査報告書集成 第7巻 中部地方の民
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家事に示した「格」の配慮は座敷飾りの一部のみで、
明治初期の社会階層上位間では江戸期の無役・村役の
階層差と無関係に「格式空間」を住宅内外に取込始め
ていたと考えられた。

Ⅶ、まとめ
本研究で明らかにした事を記すと、
1）星野仙嗣家は魚沼型の民家で、一方、Ｉ家は魚沼型
の発展形であり、旧山古志村の民家型は魚沼型と考え
られる。

PROJECT 2

2）建築規制解除後の星野家仙嗣家の格式空間を記すと、
①外部形態に現れた格式形態は「中門（後中門）」・
「屋根の軒廻り形態（セガイ）」・「上屋柱の長さ」・
「屋根葺材（コバ葺）」などで、②規模面では「床面積」、
③室内空間では「間取り」・「座敷（書院造）」・「座
敷飾り（床の間・付書院）」・「座敷仕上げ（欄間・釘
隠し）」・「仏間（仏壇置場）」・「客人用の便所と出
入口」・「床仕上げ（畳・拭板・荒板）」などであった。
その内、①の「中門」・「屋根の軒廻り形態」、②の
「床面積」、③の「座敷」・「座敷飾り」・「客人用便
所」・「客人用出入口」などは江戸期以来の「建築規
制」をベースとするものである。また、①の「上屋柱
の長さ」・「屋根葺材」は旧山古志村での生活慣習の
中で形成された「建築規制」を戦前まで継承したもの
である。更に、③の「仏間」は宗教が形成させた「格
式空間」である。なお、③の「床仕上」・「間取り」
などは一般民家との差異が生んだ広義な意味での「格
式空間」である。
そのほか、経済力の反映としての「付属屋（蔵）」も
格式空間を表す重要な要素である。また、山古志特有
の地域性として「屋敷地の地盤高さ」・「雪の投棄ス
ペースの広さ」も格式空間の一要素と考えられた。
本論では星野仙嗣家、および聞取りした他家データ
を用い、それぞれの要素（ex外部形態ほか）の差異に注
目しつつ「格」を示す実態を建築形態・空間構成の中
で明らかにした。今後、旧村内に残る伝統的住宅を調
査し、「格式空間」を構成する要素を時代毎に考察し、
明治以後「格式空間」が如何に庶民住宅に波及したか
研究する予定である。
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【注】
*1：「日本の民家調査報告書集成 第7巻 中部地方の民家
Ⅰ新潟」 編：新潟県教育委員会 東洋書林 1998.6.30
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