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This thesis is concerning the location and characteristics of a “CHA-DOU” located in Taisho, Shimanto town, 

Kochi prefecture. 

“CHA-DOU” are found in the mountain areas of Western and Southern Kochi.  They are generally a square, four 

sided, wooden, one story structure, spanning from 1.8m-5.4m. 

The rear wall is enclosed, and has various statues and an alter on the inner side.  This is to allow people 

to show reverence to the Buddhist monk “KOBO DAISHI”.  In the era when “CHA-DOU’s” were built walking 

was the main form of transportation.  Therefore they are located on roads or intersections which were passed 

by many people.  This allowed them to be used by villagers, travelers and HENRO as both a rest place and a 

place to sleep.  Also it enabled local villagers to be able to watch for strangers from other areas. 

 

The purpose of this thesis is to consider the report of “CHA-DOU” in Taisho area, and the location and space 

composition of “CHA-DOU” in the area. 

 

-In the foreword, I state the background, purpose, the past study and content of this work. 

 

-In chapter 1, I write about what I understand about “CHA-DOU” from talking with local people, literature 

research and my own basic knowledge.  I state a definition of “CHA-DOU”, history of “CHA-DOU” and a local 

expanse of “CHA-DOU”. 

 

-In chapter 2, I analyze the map from my field study, and consider the location and change in appearance of 

“CHA-DOU”.  I state about the relation between the village, streets, topography and “CHA-DOU”. 

 

-In chapter 3, I consider from what I have learned from my field study and survey about both the space composition 

of “CHA-DOU” and the way in which they were arranged.  

 

-In the last chapter, I revise about what I have written, mainly focusing on chapter 2.  Also considering 

what possible uses and benefits there may be for “CHA-DOU” in the future. 

 

-As an appendix, I attach “a distribution map of CHA-DOU in the Taisho area and a complete map of “CHA-DOU” 

in the Taisho area. 
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修士設計要旨 

四万十町大正地区における茶堂の立地特性とその空間構成に関する考察  
 

社会システム工学コース 1125113 

片岡佑介 

 
本稿は高知県四万十町大正地区の集落に存在する茶堂の立地特性と空間構成について

の論考である。 
茶堂とは高知県西部の山間部、愛媛県南部の山間部にある集落に存在し、一般的に三方

吹き抜け、木造平屋建て、一~三間（1,8ｍ～5,4ｍ）四方の建物で、正面奥の壁面には祭
壇が設けられ、弘法大師を主として様々な木像・石像が祀られている。主に歩行を交通手

段とする時代に使われていた旧道のそば、且つ集落の出入口や辻など人通りの多い場所に

設けられている。機能としては集落の人々や旅人、遍路のための休憩所や時には宿として、

また部外者の出入りを監視する役割を担った。茶堂は集落ごとに共同で建設・維持・管理

され、集落にとっては日常的な交流や他郷の人々との文化交流が行われる「交流施設」、

また様々な信仰や祭事を執り行う「宗教施設」としての側面も持ち、共同生活を送る上で

重要な役割を果たす施設として存在した。 
本稿では「大正地区」の茶堂の記録および、集落内での茶堂の立地と空間構成（茶堂建

築の空間構成＋集落内における茶堂という全体空間構成）およびその変容を考察すること

で、茶堂の存在様態を解明することを目的とする。 
 
・序章では背景・目的・既往の研究・研究の内容と方法について述べる。 
 
・一章ではヒアリングおよび文献調査により、茶堂の定義・茶堂の歴史・茶堂の地域分布

について述べる。 
 
・二章では地図の分析および臨地調査を行なうことで、集落と茶堂・道と茶堂・地形と茶

堂の関係を明らかにし、立地の変容について述べる。 
 
・三章では実測調査およびヒアリングを主として、茶堂の空間構成について考察をおこな

った。なお、ここでいう空間構成とは配置構成、平面構成、立面および断面構成である。 
 
・終章では主に二章・三章について考察をおこない、今後の可能性についてまとめる。茶

堂の立地特性・茶堂の空間的特質・茶堂の立地と空間構成・茶堂の可能性について述べる。 
 
・付録として「大正地区の茶堂の分布図」「大正地区の茶堂全図」を添付する。 


