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 本稿は、高知県香美市を流れる物部川流域圏中流部における屋敷構えの空間特性に関す

る論考である。物部川流域圏中流部の農家の屋敷構えを対象とし、その空間特性を明らか

にすることを目的としている。空間特性とは、分布や方位の特性、立地や配置の特性など

から伺える空間の特徴である。 

屋敷構えに関する研究は全国的に行われている。集落の構成には、地形や方位、土地利

用などが関係し、これは屋敷構えにも影響を与える。屋敷構えの研究では集落の構成と屋

敷構えの対応関係、ひいては人々の自然環境への適応、生業とのかかわり方といった地域

的特色が明らかとなりえるのである。 

 高知県の一級河川物部川の中流部では、農家の屋敷構えの形態が様々に確認される。集落

は河岸段丘の開発により発達し、起伏に富んだ地形に棚田や屋敷がある集落風景を見るこ

とができる。中流部の集落は河川流域圏のなかでも日照や水利といった地形的制約が様々

である。平坦な地形の下流部と比べるとある程度の地形的制約を受ける一方、谷尾根の激し

い上流部と比べると地形的制約に対する拘束は軽い。地形的拘束の影響を受けつつも、そこ

に従属しきらないのが中流部の特色が言える。物部川流域圏において、集落構成要素である

屋敷の屋敷構えを知ることは流域の特質と集落に住む人々の文化を把握する上で重要であ

る。しかし、物部川において屋敷構えに注目した研究はいまだ行われていない。現在、家屋

の建て替えが進みつつあり、現時点における屋敷構えを把握する意味は大きい。 

本研究は、以下のプロセスで研究を行う。まず、各集落を集落形態、立地地形により類型

化を行う。次に、屋敷構えを立地地形、正面方位性、屋敷地形状、主要素である主屋、納屋、

蔵の配列形式により分析する。次に、屋敷構えと地形の関係を分析する。最後に、屋敷構え

の決定に関わる人為的要因について分析を行う。以上の分析結果を既往の研究より把握し

た他地域の屋敷構えと比較することで、物部川流域圏中流部における屋敷構えの特殊性や

他の地域との共通性を明らかにする。 
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This study is to consider the spatial characterization of building layout inside rural 

house compounds in the middle class region in Monobe river basin. The spatial 

characterization includes characterization of the distribution and direction, or 

characterization of the location and arrangement.  

 

In the middle class region in Monobe river basin, building layout inside rural house 

compounds are confirmed variously. In this area, there are various topographical 

constraints such as sunshine and irrigation. Compared with in the down class region 

area of the flat terrain, villages of middle class region is subject to some topographical 

restrictions. But the restraint against topographical constraints villages of middle class 

region is lighter than the up class region. Villages is under the influence of the 

geographical restraint, but it is not be subordinated there completely. This is a 

characterization of the middle class region. 

 

First, this study categorized villages as form, site topography. Second, analyzed the site 

topography, the frontal orientation of the main building in the mansion building, the 

form of building site. And categorized building layout as the main building, the barn, 

and the warehouse. Third analyzed the relation between building layout and site 

topography. Finally, analyzed the artificial factor of building layout. 

By comparing the results of the analysis with those of the other local area that I have 

grasped from the previous studies, this study clarified the commonality with the 

special characteristics of the building layout in the middle class region in Monobe river 

basin area and the nature of the building layout in the whole country. 


