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重要文化財 木造観音菩薩坐像 ︵ 綾渡町平勝寺 ︶

豊田市の民家建築
一 民家研究のはじまり
最近の民家調査は、生活科学
（民俗学）
や町づくり
（都市計画学）
といった領
域での調査研究が数多くおこなわれていますが、建築部会では建築史学の立
場でおこなわれた調査を取り上げています。したがって、おもに農家とその
蔵や納屋、門などの付属屋、町家が主体となっています。
尾張・三河地方の民家建築に関する資料は少なく、戦前は、昭和一一年の

旧山内家住宅

浅野清の
「郷土古建築調査報告」
、昭和一三年の城戸久による
「尾張に於ける

復原平面図

断面図

古農民建築」
があります。戦後、城戸は北設楽の調査
（昭和三〇年）
のおりに、

－－

稲武の民家にも触れています。本格的な資料は、昭和五〇年に愛知県教育委
員会が出した
『愛知の民家』
を待たねばなりません。そこでは、市内で二九件
の民家
（旧豊田市二、藤岡三、小原六、下山二、足助一〇、稲武六）
が報告さ
れました。この調査の成果は大きく、藤岡の旧山内家住宅
（江戸初期）
は昭和
五〇年一二月に愛知県指定文化財となり、藤岡飯野町に保存公開されていま
す。その後、昭和五九年に愛知建築士会が
『愛知の民家 建
を
―築と生活 』
―
出版し、市内で四七件が報告されました。現在はその七割以上が取り壊され
て現存しませんが、
豊田市郷土資料館
（陣中町）
には、
旧平岩家住宅
（江戸中期）
が昭和四二年に豊松町より移築され、常設展示されています。
豊田市の民家建築の研究は、昭和四〇年代以降から始まります。小原と藤
岡を中心に川村力男
（名城大学）
と富山博
（中部大学）
が、足助を小寺武久
（名
古屋大学）
が報告しています。
昭和五一年には浅野清と岡野清
（愛知工業大学）
が、足助の農家を中心とする調査をおこない、浅野が関西地方でおこなった
復原的手法により、この地域の江戸時代の農家の姿を明らかにしています。

移築前平面図

移築後の全景

なかでも、川村は精力的に調査し、初めて日本建築学会に小原の民家を発

「民家」
とは、一般の人々の生活の場となっている建物の総称で、庶民や大

三 民家の特徴

五二年）
をおこない、町並み保存運動や重要伝統的建造物群保存地区選定へ

衆の住居を意味しています。立地する自然環境や風土、
居住者の生業により、

表
（昭和四三年）
した先駆者であり、小寺は足助の町並みと町家の調査
（昭和
と道を繋げています。しかし、以後は体系的な民家調査は実施されず、各町

るのではなく、各地の風土や歴史の中でおのずから生まれ、造られてきたも

農家と町家
（商家）
に分けられます。その民家の造りは、はじめに諸形式があ

平成一八年には文化庁の支援で愛知県の近代和風建築の調査が愛知県教育

のです。
したがって広い地域にみられる形式もありますが、
特定の地方に限っ

村史誌の地域的な報告を散見するにすぎません。
委員会により実施され、民家を含む和風建築のリストが挙げられ、市内の民

て集中的にみられる例の方が多いのです。その地方の風土の特色から形や構

だて

とんどで、骨組の組み方が神社の鳥居の形に似ていることから名付けられて

か こう

よ

造が工夫され、建築資材も身近から入手され、原則的には自給自足の手作り

家が第一次調査で二六件報告されましたが、平面
（間取り）
や架構の調査にま
で詳しく言及されていません。

とり い だて

的な伝統技法で造られました。

市史編さんにあたり予備調査では、大学ならびに学会や行政などに保存さ

います。なお、鳥居建の基本は、上屋
（骨組・軸組）
と下屋
（庇・側回り）
の組

豊田市の民家
（農家）
は、
「鳥居建」
または
「四つ建」
と呼ばれている形式がほ

れている農家・町家・町並みのリストをもとに、遺構の現存の有無を確認し

み方からなっていて、家屋全体を構成しています。四つ建は、鳥居建と同じ

二 民家調査の基準

ながら集落を回り、その地域の学識経験者や古老から聞き取り調査をおこな

架構法ですが、居室部の中心部が四本の上屋柱を枠組みにした構成を言いま

さ す

ります。平面計画からくる名称として、その広い室内から
「広間形」
とも呼ん

ひきもの づくり

げ や ひさし

い、新たな資料の発見にも努めています。建築部会では、民家の調査方針と

す。名称も
「枠組」「四枠建」「引物造」
とさまざまで、ともに叉首の小屋組が乗

じょう や

選定基準を次のように決めています。
・外観にとらわれず建築年代が古く、古形式を保っていること。

でいます。この形式は、竪穴式住居との関連が指摘されており、上屋部が掘
ど ざ

・平面や構造が当初に近い保存状態にあり、改変されていても復原が可

り下げられて土座構えになり、中央部に炉を設け、回りに藁や干し草を敷き、

その上にむしろを敷いて生活をしていました。江戸中期
（一八世紀）
以降にな

能であること。
・古民家を移築や再建したもので、古材を当初の形式で使用した家屋。
せ がい づくり

ると、居室部が板張りになって今日に残っています。

かま や だて

・大工の交流や釜屋建、船枻造など、隣接の市町村の民家からの影響が

前述の旧山内家住宅に見受けられるように、建造年代が古いほど屋内を広

く取り、部屋の分割は進んでいないことが理解できます
（復原平面図参照）
。

認められるもの。
・豊田市独自の形式やこの地域特有の建築的な特徴が認められるもの。

当初は居室部が、全面板張り
（床張り式）
の単室でしたが、生活や仕事に適応

するため、はじめに
「なんど」（寝間）
を仕切り
（広間納戸形）
、隣接して
「でえ」

・民家の建築形式と民俗資料との関係性が認められるもの。
などで、江戸時代から明治、大正、昭和の戦前までに建立された建物の中
から選定しています。

（接客座敷）
の空間を設けています。
「にわ」
に家畜のための
「まや」
を、 ほ｢そ
り に｣は農具や生活用品を置いていました。なお、居室部と
「にわ」
の境は、

－－

平勝寺の観音菩薩坐像について

美術・工芸部会では、平成一九年より豊田市内にある寺院・堂の調査をし、

現在までに、特に合併町村を中心に約三八〇か所を回り、寺院・堂に残る仏

像や仏画などの調査およびそのデータベースの作成をしています。

今回の調査を通して、新たに確認された仏像、仏画がある一方で、かつて

の自治体史などに掲載された写真資料や、過去に作成された調査台帳と照合

すると、盗難などの被害に遭ったものも確認されます。

近年の
「仏像ブーム」
もあり、美術作品としての仏像、仏画に多くの人たち

の関心が注がれることは非常に喜ばしいことですが、その反面、
「商品」
や
「コ

も現実であり、これまで大切に守り伝えてきた信仰の仏たちを奪われた寺院

レクション」
としての視点で、奪われていってしまう仏像が増えていること
建具はなく開放されたままですが、上手に前後の部屋が別れる
「広間三間取」

や、地域の人たちの胸中を思うと胸が痛みます。また、このことは、地域に

み ま どり

に推移していくことが分かります。この住宅は、豊田市に現存する民家では

伝えられる古文化財を今後いかに守り伝えていくかも、私たちの大きな課題

今回は、これまでにおこなってきた調査の中から、綾渡町
（足助地区）
にあ

として存在することを教えてくれます。

豊田市の民家は、復原などにより広間三間取形があることが分かり、次い

る平 勝 寺の観音堂に安置されている木造観音菩薩坐像
（重要文化財、表紙写
よ ねんぶつ

真）
および木造二天立像
（県指定文化財）
を紹介します。平勝寺は、毎年お盆

へい しょう じ

で板間から畳の間への生活変化に伴ない、居室部は二種類に別れます。四つ

におこなわれる
「綾渡の夜念仏と盆踊」（重要無形民俗文化財）
でも広く知られ

観音堂本尊の観音菩薩坐像は、常時拝観が可能な仏ではなく、いわゆる
「秘

る寺院です。

手の前面を
「でえ」
、後面を
「なんど」
と呼ぶのが一般的です。六間取形では名

名程の市民の方が参加しました。美術・工芸部会も、この開帳年度に合わせ、

豊田市郷土資料館も、この御開帳に合わせた
「文化財巡り」
を企画し、二〇

そ四～五〇〇〇名の人たちが参拝し、本像とのご縁を結びました。

がその年にあたり、九月の御開帳では、稚児行列がおこなわれるなど、およ

仏」
として信仰され、一七年ごとに開帳される仏像です。昨年
（平成二〇年）

を持っていることが分かってきました。

豊田市の民家は、地域の生活様式や生産性向上を背景に、このような特徴

異なっています。

称は一定でなく、部屋の改変する方向によって名称が付けられ、家屋により

方では、
「にわ」
に接して下手の前面を
「したて」
、後面を
「いわて」
と呼び、上

よ ま どり

（田の字）
に分割される
「四間取形 お｣よびその喰違形式と、部屋の付加により
ろく ま どり
発展した
「六間取形」
で横二列と縦二列があります。各部屋の名称は、この地

初
（広間一室形式）
の姿に復原されました。

最も古いものとみられ、豊田市の鳥居建、広間形の住宅の祖形として創建当

かみ て

民家の平面計画の変遷
（小原・藤岡）

（建築部会 執筆委員 畔柳武司）

－－

祝宮静ほか 1969「民家の生活史的研究 – 愛知県西加茂郡小
原村の事例研究 ( 上 ) –」
『名城大学人文紀要第８集』
より作成

本像の本調査をおこなうこととなり、山崎隆之部会長を中心に、平成二一年
得ることができました。

された他、これまで判読できなかった文字が解読されるなど、新たな成果を

いちぼくしきわりはぎ づくり

き じ

観音菩薩坐像は、大きさ一七〇センチメートル
（復元された垂髻まで含む）

すいけい

三月二七日、二八日の二日間にわたり調査をしました。
今回の調査では、観音菩薩坐像を台座から下した状態で写真撮影をするとと

の木彫像で、ヒノキを材とした一木式割矧造の像です。現在は素地を呈して

こうはい

くん

もに、光背や台座を含め、寸法の計測や構造などの確認をし、特に像内胸腹

じょうはく

本像は、頭髪を垂髻に結い、天冠台を着け、着衣は天衣、条帛、裙を身に

てん ね

いますが、当初は彩色が施されていたものと考えられます。

本像は、昭和一三年に美術院による本格的な修理がおこなわれており、
『日

つける通形の菩薩の姿をし、右手の親指と人差し指を合わせ、他の三指を緩

てんかんだい

部の墨書銘の再確認をおこないました。
本彫刻史基礎資料集成 平安時代 造像銘記篇三』（中央公論美術出版、昭和

やかに曲げて開き、左手に持つ未敷蓮華の花弁を開く仕草を表わす、いわゆ

み ぶ れん げ

四二年）
に本像の概略と合わせ、墨書銘のモノクロ写真とその書き起こしが

る密教系の聖観音菩薩の姿で表される観音菩薩像で、七重蓮華座の上に両足

にじゅうえんそう

きょしんこう

しちじゅうれんげざ

紹介されています。その墨書銘には、本像が平治元年
（一一五九）
一〇月二五

を組んで坐っています。

がちりん

受花

裙

うけばな

しき な す

受座

うけ ざ

かえりばな

うわがまち

反花

したがまち

上框

下框
（二段）

木造観音菩薩坐像

み ょ うれん

日に沙弥 妙 蓮ら多くの結縁者のもとで造立された尊像であることが記され

ほうそう げ もん

この菩薩が、放つ光明を表現した光背は、二重円相を表す挙身光で、内部

条帛

宝相華文

ており、造像の目的こそ明らかではありませんが、制作事情を知る大きな手

ぼん じ

天衣
未敷蓮華

－－

には宝相華文とともに、周縁部に九つの月輪が表されています。この月輪の

しん こう

掛かりを残した貴重な尊像と言えます。

身光

中には当初、恐らくは梵字が書かれていたものと思われますが、現在その痕

敷茄子

七
重
蓮
華
座

天冠台

ただ、修理の際、像内部に補強の為の頑丈な木枠がはめ込まれたことによ

挙身光

り、現状では、墨書銘は非常に判読し難い状況にあり、今回は小型のデジタ

ず こう

頭光

二
重
円
相

垂髻
月輪

ルカメラで部分的に撮影しながら、字句の再確認を図りました。古代・中世

像内の墨書銘 ( 左端に「平治元年…」とある )

部会の愛甲昇寛執筆協力員の判読の結果、従来の書き起こしに間違いが確認

観音像の像底

跡は残っていません。
観音菩薩という仏を思うとき、どこか女性的で優しく、しなやかな姿を連

たい

想させますが、本像は実に堂々とした姿であり、悟りを完成した存在である
「如来」
の落ち着いた出で立ちを思わせます。
りょうかいせい

本像の側面の厚みを見ると、一本のヒノキの巨木から彫出された分厚い体
く

躯を確認することができ、この量塊性が、どっしりとした本像の印象を生み
出します。また、本像を制作した仏師の大らかな作風は、一木の重量感を重
さではなく、豊かな広がりへと昇華させているように感じられ、平安期の気
風を示す本像の大きな魅力の一つと言えるでしょう。
また、本調査ではこれまで十分な調査や撮影のされてこなかった二天立像
についても、寸法の計測、材質や構造の確認、写真撮影をおこないました。
観音菩薩坐像と同時期、またはやや遅れるかと思われる二天立像の内部に

方が窺えて興味深く感じます。現在に伝わる文化財も時代ごとの人々の手に

古仏にどこか心を惹かれる要因は、現代の私たちと変わらぬ、人々の心や

－－

は、間隙からの内部観察からは特に墨書などは確認できませんでしたが、こ
の二像に関しては、現状補修を要する箇所も見られ、修理の必要性も検討さ
れており、修理の機会に新たな情報が見出されることが期待されています。
二天立像も本尊と同様におおむね一木式割矧の構造からなる尊像で、彩色
像とも髪を垂髻に結い、天冠台を着け、顔を怒らせ、着甲した武人の姿で足

よってこれまで伝えられてきたものであり、現在もなお、それぞれの安置さ

は部分的に文様などが残る他は、現在はそのほとんどが剥落しています。二
下の邪鬼を踏み付ける姿をしており、円相内に蓮華文を表す火炎光背を表し

れる環境の中で私たちと同じように生きているのです。

仏教という宗教を背景に作られた仏像は、単なる
「形」
の美だけではなく、

「心」
の問題を扱った造形芸術であり、制作時の人々の祈りとともに、その仏

現在の姿で信仰の対象となっているのも、早く本像の価値が見出され、保

祈りの歴史をその姿に残しているからではないでしょうか。そして、古仏は

を拝んできた各時代の人々の祈りも込められています。

存の為の修復作業がなされた結果と言えるでしょう。昭和の修理で補われた

（美術・工芸部会 執筆協力員 見田隆鑑）

今なお、私たちの心を浄化し、その平安を見守っているのです。

て見えるような仕事がなされている箇所も見られ、当時の文化財修復の在り

部分を見ると、墨で木目を描いて、新しく補った部材が当初の材とつながっ

の現在の姿と見比べると、痛ましいほどの姿です。

昭和一三年の修理以前の観音菩薩坐像の写真が残されていますが、修理後

ます。二体の内一体は、
「宝塔」
をかかげる姿の毘沙門天と考えられます。

木造二天立像
（左 :140.8㎝ 右 :145.5㎝ 寸法は足下の邪鬼を除いて計測）

活動記録
月

平成 年３月～６月

（

２日 近代部会資料調査

）

（～３日 国立公文書館ほか）
３日 原始部会遺跡調査（千石遺跡）
建築部会神社予備調査（旭）
５日 原始部会資料調査
７日 専門委員会（第９回）
民俗部会（第５回）
、巡検、定例聞取り
調査（～８日 足助、小原）
９日 近代部会資料調査（愛知県公文書館）
日 建築部会民家予備調査（小原）

日 市史講座（第２回）
近代部会定例資料調査

地点）

（～ 日 足助資料館大河原分館）
日 近世部会資料調査
自然部会気象観測調査
（～５月２日
日 原始部会資料調査
近世部会（第９回）
、定例資料調査
日 古代・中世部会（第７回）

日 自然部会地形・地質調査（千石遺跡）

日 原始部会資料調査

◦美術・工芸部会彫刻絵画予備調査 ４回

◦民俗部会聞取り追加調査 １回

６日 専門委員会（第 回）

６月

日 原始部会資料調査（足助）

◦民俗部会聞取り追加調査 ４回
◦美術・工芸部会彫刻絵画予備調査 ２回
４月

原始部会資料調査

近代部会定例資料調査

７日 民俗部会定例聞取り調査（挙母）

４日 近代部会（第９回）
、定例資料調査
５日 民俗部会定例聞取り調査（松平）

８日 建築部会民家予備調査（稲武）

日 自然部会（第 回）

建築部会民家予備調査（旭）

近代部会資料調査（足助）

日 古代・中世部会資料調査

９日 建築部会民家予備調査（足助、稲武）

日 原始部会（第 回）
、資料調査

日 資料所在調査（恵那市、土岐市）

日 近世部会資料調査
建築部会民家予備調査（松平）

日 近世部会定例資料調査

◦民俗部会聞取り追加調査 ３回
◦美術・工芸部会彫刻絵画予備調査 ２回
５月
７日 現代部会ボランティア団体調査
９日 近代部会定例資料調査
日 古代・中世部会巡検（足助）
民俗部会定例聞取り調査（保見）
日 原始部会資料調査
日 近代部会資料調査
現代部会（第７回、名古屋）

日 原始部会（第 回）
、資料調査

日 近代部会資料調査（足助）

日 近世部会資料調査

日 古代・中世部会資料調査

近世部会（第 回）
、定例資料調査

日 建築部会民家予備調査（下山）

日 自然部会生物調査検討会（第８回）

日 近代部会資料調査

建築部会民家予備調査（猿投、藤岡）

日 原始部会資料調査

美術・工芸部会彫刻調査（第 回 旭）
日 建築部会民家予備調査（松平）

◦美術・工芸部会彫刻絵画予備調査 ４回

◦民俗部会聞取り追加調査 ２回

日 建築部会民家予備調査（足助）
日 近世部会定例資料調査

10

日 建築部会（第７回）

日 原始部会資料調査

11

10

21

美術・工芸部会彫刻調査

11 10

10

－－
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（～ 日 第９回 足助）
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第二回 市史講座

豊田の気候環境の変貌
自然部会 大和田道雄部会長

伊吹山から吹いてくる
「伊吹おろし」
は地形的要因
から豊田市へ入りにくいため、特に豊田盆地は風
の影響を受けにくくなっています。

第三回市史講座

と き 一〇月一八日（日）

午後一時半～三時半（午後一時開場）

ところ 足助交流館 視聴覚室

近年問題となっている地球温暖化は、化石燃
料の大量使用による二酸化炭素の排出量の増加

講 演 「足助地区の仏像について

一九八〇年から、世界の気温は急激に上昇してお

講 師 見田隆鑑氏／美術・工芸部会執筆協力員

といった、人間活動が一因とも言われています。
三月一四日、とよた参号館にて開催した講座に

り、それに伴う異常気象や生態系への影響、食糧

定 員 七〇人 入場無料、申込み不要

●第３号に誤りがありましたので︑お詫びして︑

～平勝寺の観音像を中心として～」

は、六〇名の方々にご参加いただきました。次に

不足など様々な問題が起きるようになりました。
滞した大気汚染物質に熱エネルギーが吸着するこ

温暖化は大気循環にも変化をもたらし、都市に停

講座内容を簡単に紹介します。
町村合併により市域面積が広がった豊田市は、

訂正いたします︒

豊田市は、平成二一年に環境モデル都市に選

（誤） 宇津木古墳（花本町）の内行花文鏡

とでヒートアイランド現象も引き起こします。

気候にもかなり違いがあるようになりました。た

出されました。豊田市は緑が多く、ヒートアイラ

（正） 百々古墳（百々町）の三角縁神獣鏡

平野から山地まで様々な地形を含み、地域による
とえば、南部から北部までは４℃程度の気温差が

ンド強度
（都市と郊外の気温差）
は東京や大阪など

を見ることができると考えられます。

じ、場合によっては豊田市内で数週間にわたり桜

温度の方が低い現象
（クールアイランド）
がみられ

また興味深いことに、豊田市では市街地中心部の

の大都市と比較すると、はるかに低い数値です。

希望の方は、編さん室までご連絡ください。

●『新修豊田市史だより』のバックナンバーをご

豊田市教育委員会

平成二一年七月発行

文化財課 市史編さん室

〒四七一 〇
⊖ 〇七九 豊田市陣中町一 一
⊖九 一
⊖
ＴＥＬ 〇五六五 三六 〇
⊖
⊖ 五七〇
ＦＡＸ 〇五六五 三
⊖一 〇
⊖ 一六二
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六ページ 上段

あります。この差により桜の開花時期にも差が生

日本は世界的に見ても風が強い地帯にあたり

二〇〇八年は ℃でした。人口三〇万人を境とし
.0

﹃新修豊田市史だより﹄第４号

ます。これは、市街地中心部を流れる人工河川や
環境都市となるヒートアイランド強度の基準

緑地帯が効力を発揮している結果と言えます。

ます。風は地表との摩擦の少ないところを通過す
る性質があるため、若
狭湾から伊勢湾にかけ

℃、
風の通り道となってい

て、ヒートアイランド強度が高くなる傾向を示す

℃です。一九八〇年の豊田市では
ます。そのため、伊勢

日本において、約四二万人の人口を抱える豊田市

値は

湾岸地域は風によって

が、環境モデル都市としての役割をはたしていけ

ては日本列島における

空気が浄化されやすく

るかは今後も課題となると思います。

1.
なっています。ただし、



