研究No.0809

ラオスにおける民族固有の居住文化に関する比較形態学的観究
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本研究の目的は,多民族国家ラオスにおける少数民族の伝統的な集落・イ据を対象に現地調査を行い,居住空間構成の形態的な類似
性と差異陸に着目して,民族固有の空間特性を明らかにすることである。集落・住居の諦旧果を個別に記述するとともに,住居の屋

根や床の形態テラスや差掛けの位置室の分化など,イ据の形態的な特徴を説明変数とし,4つの民族群を目的関数として数量化H
類を用いて判別分析を行う。レンジや相関比,カテゴリースコア,サンプルスコアの算出結果をもとに,同一民族群に属する住居間に

灘する轍と異購研据との示渤鰍を櫨る。また,彫iの分枷肋ら{据形態に与える地勤な影響にっいて考察する。

キーワード1)ラオス,2)伝統的住居,3)少数民族,4)数量化理論H類5)示差的特徴,6)居住空間,7)空間構成
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1.研究の目的

オ・ルゥム,ラオ・トゥン,ラオ・スゥーンという3つ

インドシナ半島の中央部に位置するラオス人民共和国

に,また民族言語学上では,タイ・カダイ語族,オース

は,日本の本州ほどの広さを持つ内陸国である。気候区

トロ・アジア語族,モン・ヤオ語族,シナ・チベット語族

分としては熱帯モンスーン地域に属し,人口は約580万人

という4っの民族群に分けられる注1)。細分化した実際の

である。インドシナ半島は歴卑的に少数民族の多い地域

民族の数には諸説あり,49あるいは68ともいわわれる。

であるが,彼らは移動を重ねるにつれ,各民族は小集団

主にメコン川流域の低地に住むラオ・ルゥム(タイ・カ

に分かれて住み分けを行うようになり,それぞれの民族

ダイ語族)の住居は,近代化が著しく伝統的住居が少な

が独自の文化を継承してきている。とりわけ,住様式に

いので,今回の調査対象は南部と北部の標高が高く,少

ついてみると,建築資材が豊富なことも相まって,材

数民族の多い居住域に限定した。

現地調査は2009年3月下旬から10日間ほど実施した注2)。

料・形式・構法とも多彩なものになっている。

本研究の目的は,ラオスにおける様々な民族の伝統的

可能な限り広範に,かつ数多くの民族の住居を観察する

集落を対象として現地調査を行い,住居の空間構成を形

ことを目標に,伝統的様式が保持されている住居・集落

態的に比較・分析することにより,それぞれの民族に固

を探索しながら行程を進めた。調査の内容は,集落配置

有な住様式の類似性と差異性を明らかにすることである。

と住居の実測が中心である注3)。訪れた集落は30ヶ所で,
そのうちの14か所の集落において24戸の住居を実測調査

した注4)。図2‑1に調査行程と各民族の住居の一覧を示す。

2.ラオスにおける少数民族

多民族国家のラオスでは,居住域の標高差によってラ

また,第3章では集落ごとに調査結果の概要を記す。
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3.調査集落・住居の概要
3.1Pakatan・KriKatonLuan

1991年に設立された35家族,247人が暮らす集落で

調査住居1‑aは1997年に建造された9人が住む高床

ある。ポーリカムサイ県とカムムアン県の境の山中に位

住居である(図3‑2)。妻側に小さな切妻の棟とテラス

置する。集落の南側が谷となり,北へ向かってゆるい上

があり,厨房と入口を設けている。もうひとつのテラス

り傾斜となっている。集落の北端には学校があり,南端

は内側から出入りするリラックススペースである。祭壇

には集落の入口となる橋が架かっている(図3‑1)。

は北側にあり,寝室の間仕切りには扉がない。

住居は棟が等高線に沿うように配置されている。切妻

調査住居1‑bは1999年に建造された14人が住む住居

造りを基本としているが,大きい切妻屋根と小さな切妻

である。萱葺でM型屋根の高床住居(写真3‑2)であり,

屋根を連結させたM型屋根が多い。大きい切妻の棟には

南側平面に差掛け屋根を設けている。東側妻面には片流

寝室や居室を配置し,小さい切妻の棟には厨房やテラス,

れの棟が2つ並行して増設されている(図3‑3)。ひと

入口を設けている。入口は妻面に設けられ,テラスと差

つは板壁の寝室であり,もうひとつは水場として利用し,

掛け屋根は南側に設けられている。妻壁に庇を設けてい

南側には壁がない。テラスを設けず梯子で直接入室する

る住居が多く,壁は竹の網代壁,屋根は萱葺またはこけ

が,これは他の集落ではあまり見られない特徴である。

ら葺が多い(写真3‑1)。
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図3‑2調査住居1‑a平面図

写真3‑2住居1‑b
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図3‑3調査住居1‑b平面図

Tri

調査住居2‑aは1998年に建造され,5人が住む切妻

1975年に設立された96世帯719人が暮らす集落であ
る。サワンネケート県の東部に位置し,ベトナムとの国

造である(写真3‑3)。母屋の南側にテラスが連続し,

境から50kmの位置にある。平坦な土地に位置し,中央

東側の妻面には片流れ屋根の厨房棟が増築されている。

にY字型に道が走る。住居の向きは統一されており,棟

厨房の作業用のテラスはエントランスの反対側にある

木を東西に渡した切妻を母屋としている(図3‑4)。母

(図3‑5)。宗教は祭壇を持たないアニミズムである。

屋の妻側には,母屋を直角に回転させて小さくしたよう

調査住居2‑bは2003年に建造され,6人が住む。調

な棟が隣接するものが多い。集落の至る所に共同トイレ

査住居2‑aと同様に,切妻の母屋に厨房棟が付加してい

がある。基本的な住居は,高床式,竹葺,竹の網代壁で

る(写真3‑4)。厨房棟の北側半分は夫婦と子供の部屋

ある。住棟と穀倉はほぼ同数ある。住居の入口は道路側

になっている。中心に位置する祖母の部屋の北側には,

に設けられており,寝室等の個室は道路と反対側にある。

祭壇が設けられている(図3‑6)。
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3.3Savet・Tri

1975年に設立され,58世帯47家族290人で構成され

調査住居3‑aは2006年に建造され,5人が住む。中

る集落である。東西に走る街道沿いの集落で,街道と南

央のテラスが2っの棟を連結し,入口を兼ねている(図

の谷に挟まれており,ゆるい傾斜地に住棟が並ぶ(図

3‑8)。西の棟は寝室と倉庫で構成され,東の棟は居間に

3‑7)。畑は柵で囲われている。

厨房棟が増築されている(写真3‑5)。両棟ともに切妻

屋根で,妻側には大きな庇がある。住棟の床材はひしぎ

住居の基本的な特徴として,テラスが設けられており,

竹で,テラスの床には半割の竹を用いている。

入口を兼ねている。屋根は竹葺,壁は竹の網代壁である。
各住居内にひとっずつ,穀物を入れる大きな籠が置いて

調査住居3‑bは2003年に建造され,5人が住む(写

ある。厨房棟は,母屋の妻側に増築されている。テラス

真3‑6)。高床式で,床面は2mほどの高さがある。母屋

は他の住居と接しない方向に配置されている。

の棟木の中央に子供のへその緒がある。居間には穀物を
入れる大きな籠が置いてある(図3‑9)。
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図3‑8調査住居3‑a平面図図3‑9調査住居3‑b平面図

3.4Taben・Katan

2008年に設立され,15家族,130人が暮らす集落で
ある。住居が6棟あり,そのうち1棟はロングハウスで

ある(図3‑10)。切妻造りを基本としており,主な特徴
としては高床式,茅葺き,竹の網代壁である。住居には

1罐

1入ロ4寝室a縞霊の柱

テラスが設けられており,入り口も兼ねている。

2居間5テラス

調査住居4‑aは6家族,31人が住む高床式のロング

3厨房6共有スペース5m

図3‑11調査住居4‑a平面図

ハウスである(写真3‑7)。東西方向に棟をもつ切妻の
母屋と,その東側に母屋と直行した方向に棟をもっ厨房

棟で構成される。母屋の西面には差掛け屋根が,また南
側には板敷きのテラスが設けられている(図3‑11)。内

部は6家族用それぞれの6つの個室と,長大な共有スペ
ースで構成されている(写真3‑8)。母屋の北西端の柱

は「精霊の柱」と呼ばれ,建築の原点であるという。
調査住居4‑bは2008年に建造され,6人が住む。東

写真3‑7ロングハウス4‑a

西方向に棟をもっ切妻屋根の高床住居で,妻側には大き

1入口4寝室
2居間5テラス

な差掛け屋根が設けられている(図3‑12)。

〆畢

融繕

麟隷

嚇鐸房

磁一丁一一・

図3‑10集落配置図

図3‑12調査住居3‑b平面図
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3.5Pro・Tao

18世帯,19家族,117人が暮らす集落である。1974

講
勤
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が広がる。穀倉は集落の西にある小川へと延びる小道沿
いにまとめて設けられている(図3‑13)。住居の特徴は,
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写真3‑9調査住居5‑b

tl図3‑13集落配置図

調査住居5‑aは2003年に建造され,9人家族が住む。
南北方向に棟をもつ切妻造りで,茅葺きの屋根には竹の

1入ロ3厨房5テラス

2居間4寝室a縞霊の柱

1入口4寝窒
2居間5テラス

3厨罵

る(図3‑14)。母屋の南側には半円錐型の屋根が掛けら
れ,その下部は土間となっている。

畿誌

調査住居5‑bは2007年に建造され,7人家族が住む。
南北方向に棟をもつ茅葺の切妻屋根・網代壁で,西面

に半円錐型の大きな屋根が掛けられている(写真3‑9)。

柱には祖先を祀る竹細工がある(図3‑15)。

図3‑14調査住居5‑a平面図
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千木が設けられている。壁は竹の網代である。母屋の西
側には丸太敷きの2つのテラスがあり,入口を兼ねてい
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図3‑15調査住居5‑b平面図

一

第二次世界大戦頃アラック族の村として設立され,

170世帯222家族,1,510人が暮らす集落である。

1960年代にカトゥ族が加わった。集落の奥には「グアン」

1983年に設立された。住居群は緩やかな傾斜地に立地

し,等高線に沿って棟の向きが揃っている(図3‑18)。

というコミュナルハウスがある(図3‑16)。

調査住居6‑aはカトゥ族の住居で5人が住む。母屋と

集落の北側に山,南側に畑が広がり,小川が流れる。

厨房棟をテラスでっないでいる。2つの棟は切妻屋根で,

調査住居7‑aは2004年に建造された高床式の住居で,

厨房棟は母屋に対して直交している(写真3‑10)。母屋

7人家族が暮らしている(写真3‑11)。床下空間は木材

の南側半分をカーテンで仕切っている。壁は縦方向に長

置き場になっている。屋根はヤシの葉葺き,壁は竹の網

い板と短い板が交互に並べられ,採光と通風の工夫が施

代,床は板敷きである。母屋の西側と南東側には入口を

されている。祭壇は母屋の南西側にある(図3‑17)。

兼ねたテラスが設けられている(図3‑19)。
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図3‑16集落配置図図3‑17調査住居6‑a平面図

図3‑19調査住居7‑a平面図
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写真3‑10住居6‑a

写真3‑11住居7‑a
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3.8Makhouk・WhiteHmon

1986年に設立された集落で,急な傾斜地に立地して

1入口2居間3厨房4寝室

いる(写真3‑14)。村の中央に1本の小道が走っており,

1入口2居間3厨房4寝室

道の左右には1,2棟の住居が等高線に棟の向きを揃え

̀際灘
1

て並んでいる(図3‑20)。住居の主な特徴は,地床,切

2

妻造り,板張り壁である(写真3‑15)。また,棟木の上
部にはDongと呼ばれる特徴的な装飾が施されている。
忌

調査住居8‑aは1989年に建造され,6人家族が住む。

・。.nv・s・1￡{gi;i

等高線に棟の向きを揃えた切妻造り,地床,板張り壁で

φ一τ一㎞

ある(写真3‑14)。屋根は茅葺きで,棟木の上部にDong
が設けられている。母屋の妻側には大きな妻屋根が張り

図3‑21調査住居8‑a平面図図3‑22調査住居8‑b平面図

出し、母屋の北東側には祭壇がある(図3‑21)。

調査住居8‑bは1999年に建造され,10人家族が住む。,

識熱

等高線に棟の向きを揃えた切妻造りで,妻入り,地床,噛

噸

板張り壁である(写真3‑15,図3‑22)。

一パ講

犠1
図3‑20集落配置図

3.9NamoTai・Yan

1:轟1

穣灘裟

裁

ヘニ

ゑがいジゐた

写真3‑14集落傭瞼

嘉住蕊響

擁雛

瓢

鱗騨.'

蟹

鍵

継桝

奪真3‑15集落{搬敢

写真3‑15住居8‑b
TaiDam

平坦地に位置する集落で,Yang族とTaiDam族が暮

調査住居9‑bは,切妻造りの高床式で,屋根は茅葺き,

らしている。住居はグリッド状に並び,棟の向きは南北

壁は板張りである。母屋の北側には入口を兼ねた竹敷き

方向に揃えられている(図3‑23)。住居の屋根は,主に

のテラスが設けられている(図3‑25)。内部は東西方向

切妻でトタン葺のものが多いが,茅葺きも散見される。

にカーテンで2分されており,聖域である東側半分を仕

調査住居9‑‑aは1996年に建造され,4人家族が住む。

切っている(写真3‑17)。南東端の柱には祭壇が設けら

切妻屋根の高床式で,柱は角柱で板敷き床である(写

れている。
1入口2居間3厨房

真3‑16)。下部が板張りで上部が竹の網代壁が特徴的で

1入口4寝室

4寝室5テラスa祭壇

2居間5テラス

ある。妻側には大きな庇が設けられている。内部は間仕

3厨房6墾域

切り壁のない一室空間であるが,半分がカーテンで仕

礁御背㌦一

切られ,家の人以外は入れない聖域となっている(図

警

4

3‑24)。
琴'

畿鍵

懇夢

髄藩灘
稔

終灘

十

5m

図3‑24調査住居9‑a平面図

図3‑25調査住居9‑b平面図
饗撫麟

曝疑ドr$
‑

50研

図3‑23集落配置図

写真3‑16住居9‑a
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写真3‑17住居9‑b内部
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3.10Houakot・TaILue

40世帯53家族,200人が暮らす集落である。1993年

調査住居10‑aは1996年に建造され,3人家族が住む。

に設立された。平坦な士地に位置する街道沿いの集落で

妻入りの高床住居で,柱は角柱で,屋根は茅葺き,壁は

ある。基本的に,住居はグリッド状に配置され,棟の向

網代である(写真3‑18)。南側には入口を兼ねた板敷き

きは街道と直行する方向に揃えられている(図3‑26)。

のテラスが設けられ,西側部分は丸太敷きで,炊事や洗

住居の屋根は切妻で,主に茅葺きのものが多いがトタン

濯などの仕事場になっている。内部は東西方向に2分さ

葺きのものも見受けられる。壁は網代で,床は竹敷きで

れ,東側は寝室スペースになっている(図3‑27)。

ある。MaleHouseとFemaleHouseがあり,街道を挟ん

で鏡像関係になっているのが特徴的である。

調査住居10‑bは,妻入りで,茅葺きの切妻屋根,網
代壁である(写真3‑19)。東側にテラスがあり,テラス

に登る階段には差掛け屋根が延びている(図3‑28)。

・'1灘難鵡i轟欝

1入ロ4寝室
2居間5テラス

3厨房

・響̲

灘慧懸轟
κや'嫉ノ

写真3‑18住居10‑a
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図3‑26集落配置図
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図3‑27調査住居10‑a平面図

写真3‑19住居10‑b

図3‑28調査住居10‑b平面図

3.11Laomeu・AkhaPull

集落は傾斜地に立地し,等高線に棟の向きを揃えて住

調査住居11‑bは6人が住む。妻入りで,入母屋風の

棟が並ぶ。斜面上部の集落端部にブランコがある(図

茅葺き屋根である(写真3‑22)。西側はテラス、南側は

3‑29)。アカ族の特徴として,住居のテラスには2つの

居間,北側は寝室になっている。中央部は子供たちのス

階段を設けるが,この村には1つである住居が多い。波

ペースであるが,東側には祭壇がある(写真3‑23)。厨

板スレートの複雑な屋根形状の棟がいくっか見られる。

房は入口正面の奥のほうに位置している(図3‑31)。

調査住居11‑aは2002年に建造され,4人が住む(写
真3‑20)。住居中央部の田の字型配置の柱が主要構造と
なっている(図3‑30)。入口から1段下りた西側半分が

1入口4寝室

1入ロ4寝室

2居間5テラス

2居間5テラス

3厨謄a子供のシンボル

3厨房a祭壇

餓難撫

土間で、東側は1段上二がった揚床に居間が広がる(写真

馨総溜

3‑21)。入口の扉には子供のシンボルがある。

論

麟蟻
鶉麟

麟鮪

難1
漣黙
麟購

鍵蟻.

噸ツ騨懸灘鍵

5msrn

図3‑30調査住居11‑a平面図図3‑31調査住居11‑b平面図

写真3‑20住居11‑a
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図3‑29集落配置図
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3.12LakkhamMa・AkhaPuIi

1995年に設立され,48世帯58家族,228人が暮らす。

調査住居12‑aは1995年に設立され,11人が住む。

傾斜地に立地し,等高線に棟の方向を揃えている。斜

テラスがL字型に巡り,入口は北側と南側の2か所であ

面上部にブランコがある(図3‑32)。2,3棟を除いて,

る。内部は一室空間であるが,東側半分を一段高くし,

多くはヤシの葉葺である(写真3‑24)。ほとんどの住居

寝室兼居住スペースとしている(図3‑33)。西側半分は

にはテラスが谷側(西側)から北側にかけて設けられ,

厨房や物置などに使用されている。母屋の西側に小さい

階段は北側テラスにある。住居の入口は北側にある。

離れがあり,新婚夫婦の寝室となっている。
調査住居12‑bには3人が住む。北側の入口から入ると,

尋嶽鷲難筆撫.

内部は土間が広がり,寝室のみが揚床で,40cmほど高
くなっている(図3‑34)。外壁と地面の聞の隙間は,グ

蕪熱

リーンの空きビンで埋め尽くされている(写真3‑25)。
1入口4寝室4入口3厨房
2居間5テラス2居間4寝室
3厨房a祭壇

黙

図3‑32集落配置図
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羅

鍵耀欝
1諺畷難撃

図3‑34調査住居12‑b平面図

㊥ご:̲
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写真3‑25住居12‑‑b

図3‑33調査住居12‑a平面図

313Sotud・Lanten

314SoslmNo・KhmuRok

1995年に設立され,32世帯42家族,177人が暮ら

1979年に設立され,38世帯42家族,200人が暮らす。

す集落である。街道沿いの平坦な土地に位置する(図

急な傾斜地にあり,等高線に棟の向きを揃えている。斜

3‑35)。住居の主な特徴として,地床,網代壁,茅葺き屋根,

面上部には大規模な穀倉群がある(図3‑37)。

棟木の上部の特徴的な装飾があげられる。

調査住居14‑aは,階段を上るとテラスがあり,台所

調査住居13‑aは1996年に建造され,9人家族が住む。

と居室を連結している。差掛け屋根の下は憩いの場にな

1月・4月・9月には祭壇に向かって祈る風習がある。

り,炉が設けられている(図3‑38)。梁の高さから多く

地床の切妻造りで,網代壁,茅葺き屋根である(写真

のカーテンを吊るし,フレキシブルに間仕切っている。

3‑26)。東側には妻屋根が設けられ,その下には薪が収

窓はなく,採光は網代壁の隙間から入る光のみである。

納されている。寝室スペースは北側にある(図3‑36)。

床材はひしぎ竹,壁は網代壁である(写真3‑‑27)。

1入ロ4寝豊

芯、ポざ璽
5(㎞

図3‑35集落配置図

1入口4寝室
2居間5テラス
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図3‑37集落配置図
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図3‑38調査住居14‑a平面図
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写真3‑26住居13‑a

図3‑36調査住居13‑a平面図

写真3‑27住居14‑a

一160一

住宅総合研究財団研究論文K・No.36.2009年版

4.数量化理論1類による民族群の住居固有性分析

4.2分析対象とする住居と民族群

4.1数量化理論1類の適用

今回の調査地域はラオスの国土全体からみるとごく限

例えば,ある民族aの住居は{高床,切妻屋根,テラ

られた地域であり,民族固有の居住特性を検証するには

ス付}という特徴をもち,一方,民族bの住居には{土

データが不足している。そこで,分析対象とする住居は,

間,入母屋,テラス付}という特徴がみられる場合,民

サンプル数を補完するために文献からのデータを可能な

族aとbの住居には床形式と屋根形状に差異がみられ,

限り収集し,それらを組み入れて行う注5)。サンプル数

テラスの有無に関しては共通しているといえる。このよ

としては24戸の調査住居を含めて50戸である。

うに,同一民族に属する住居間の形態的な類似性と,異

一方,判別の目的変数となる民族の数については,50

民族の住居との差異性を明らかにするのがここでの分析

というサンプル数からして,49あるいは68ともいわれ

の目的である。すなわち,類似性と差異性に関与してい

る民族の住居を判別することは統計的な意味を持ち得な

る特徴は何か,また,特徴が関与するウェイトはいかほ

い。そもそも調査した実感からも,民族の数に匹敵する

どか,という点について明らかにすることである。

住形式があるとは推定しにくい。そこで,民族の大分類

通常,多変量解析の中にあって,サンプルデータがど

であるタイ・カダイ語族,オーストロ・アジア語族,モ

の母集団に属するかを解析する手法に判別分析があるが,

ン・ヤオ語族,シナ・チベット語族という4つの"民族

データが質的(定性的)な場合は数量化理論H類が用い

群"の住居の判別とそれぞれの固有性の把握を試みる。

られる。この解析手法を用いることによって,民族とい
う外的基準(目的変数)を,住居の形態的な特徴(説明

4.3住居の特徴を表すアイテムとカテゴリーの選定

変数)に基づいて判別可能となり,ここでの分析目的に

一般に,異なる群に属することを示す特徴を示差的特

適合する。数量化理論II類では,説明変数の項目をアイ

徴(distinctivefeature)というが,アイテムとカテゴ

テムといい,そのアイテムにおける住居の特徴(属性)

リーの選定には,住居の判別に妥当な示差的特徴を抽出

をカテゴリーという。たとえば,屋根形状というアイテ

する必要がある。そこで最初に,アイテムの抽出とその

ムは,'切妻・寄棟・入母屋・片流れといったカテゴリー

カテゴリー区分に際しては,床・壁・屋根など基本的な

に分けられる。数量化理論flmaは,これらの説明変数の

空間構成要素と住様式にかかわるもの中心に,類似した

分散を同一民族内では小さく,異種民族間では逆に大き

先行研究文1)・2)も参照しながら,表4‑1のように示差

くするようにして判別する方法である。

的特徴の列挙を試みた。ここでは比較の対象範囲をラオ
ス国内に限っているので,例えば,構造形式(組積造・

表4‑1住居の示差的特徴(アイテムとカテゴリーの候補)

軸組構法など)や住棟配置形式(中庭型・分棟型など)

一
〇周辺土地利用田畑・植栽・空地・…
Oアプローチ道路・空地・…
0境界要素榴・塀・みぞ・門・…

といったアイテム・カテゴリーは,世界の伝統的住居と
の比較においては重要な示差的特徴となるが,今回の分

○水場住居際・周辺・…

◎アクセス平入・妻入・平妻両方
O昇降装置刻み丸太・スロープ・はしご・…
⑭棟の複合・付属棟棟の数.複合棟。穀倉・倉庫・台所棟・家畜小屋・…
◎基礎・基壇石・盛土・モルタル基礎・掘立柱・…
高床・揚床・土間
㊧床形式
家畜・倉庫・無
O床下利用
木製梁・丸竹・床桁木・板・…
o床構造材
板・ひしぎ竹・…
◎床材
真壁・大壁・カーテンウォール形式
o壁構法
網代・竹・土壁・板・籐・…
0外壁素材
引戸・はめ込み・跳ね上げ・吊り戸…,
○外部開口部

析対象住居においてはすべてが軸組構法・分棟型なので

示差的特徴とはいえず,列挙していない注6)。
表4‑1の示差的特徴から,まず立地や周辺の土地利用

など,民族性には関わらないと判断したアイテムを省い
た。また,平面形状はほとんどが長方形であり(張出し

部分は複合棟として選定),屋根や壁,床などの素材に

片開・,…,網代・竹・板・…
㊧屋根形状
○屋根蔓材料
o屋根廼要素
◎小屋組
o屋根裏部屋
O天井
㊧テラス

◎庇
@差掛け屋根
○平面形状
⑭平面縦横比
㊧室分化

切妻・寄棟・入母屋・妻儲円錐・小判型・M型
茅・藁・椰子・割竹・トタン・こけら・瓦一・・
破風・けらば・鼻隠・棟飾・千木・堅漁木・…
棟持柱の有無,和小屋・合掌,東

っいても,木材や竹など様々ではあるが,草木系材料と

天井収納・小屋裏棚・愈庫・…
直天・二重
欄数,平・妻・両方・無,屋根の有無,
手摺の有無板・割竹・丸太・竹・両方・無
妻傭・平傭・両方・無
妻{国・平傭・両方・無

も材料が混合して使われていることもあり,除外した。

いうカテゴリーとしてまとめられ,そのうえ同一民族で

このようにアイテム・カテゴリーを取捨選択した後,

予備解析として,24の調査住居を対象として数量化H

一一喪方形・隅欠長拐形・小判垂一一

類を適用しながら,外的基準(民族群)との相関(クラ

1以下・1〜2・2以上

一室・カーテン・木製スクリーン・2室・多室
1以下・1〜2・2以上
O立面綴横比
0柱・梁の素材角材・丸太・板材・竹・…

メルの連関係数など)が低いアイテムを削除した。同様
に,カテゴリーごとのデータ数に偏りがあり統計的に有

梁の素材丸太・面取り丸太・角材・竹一・
◎炉の数・位置
◎室内付加的要素

鰯数,室内・室外・両方,中央・端部・…
炉上棚・小屋裏棚・内部穀倉・神聖柱・祭壇

意性が低いアイテムや,他のアイテムとの相関が高いも

○室内装飾

柱饒り・梁飾・神棚・…
角・動物の頭蓋・毛皮・…

のについてもアイテムの棄却,あるいはカテゴリーの統

べ"ド・ンス・・

合を行った。さらに,祭壇の有無や炉の位置などのよう

目.暑ロ

○調査結果と予備解析から民族性に関わらないと判断したアイテム
◎調査住居を対象とした予備解析では関連があると推定されるが,
文献資料からのサンプルデータからは確認できないアイテム

に,外的基準とは相関がみられるものの,文献資料から
のサンプルデータでは確認できないアイテムも削除した。

⑭選択したアイテム
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住居の類似性と差異性を説明するためには,必要以上

表4‑2アイテムとカテゴリーの選定

に多くのアイテム・カテゴリーを用いるべきではないの

アイテムカテゴリー区分概要
0①高床すべての揚床は土聞と同時に存在したので,土間のみ

床形式

屋根形状

差掛け

テラス

棟構成

で,後述する相関比と的中率の高さも考慮しながら,最

㊥②揚床・土間の場合を含めてカテゴリーを一括する・
口①切妻型妻側の破風が見えるものを切妻型とし,妻面全体を覆

終的に表4‑2に示すように,7っのアイテム(床形式注

團②妻屋根型う屋根と寄棟を併せて妻屋根型とする・

7)・屋根形状・差掛け・テラス・棟構成・平面縦横比・

0①平側
母屋の外壁に接し柱で支持された片流れの屋根を差掛
けと総称し,屋根の下部が半戸外でテラスや土間など
口②妻側
になっているものを指す。その有無と付随する位置に
△③平妻両面
よって分類する。
◇④無
⑭①平側
1階または2階にあり,外部に開放され,アプローチ
團②妻側
や家事など日常的な活動に利用される部分をテラスと
鳥③平妻両面
総称し,その有無と付随する位置によって分類する。
命④無
△①単一棟母屋に付随し室内化された下屋や,別棟の住棟・台所

室分化)と,それぞれのカテゴリーに絞り込んだ注8)。
図4‑1はサンプルデータとする住居の民族群と民族,

各アイテムとカテゴリーの対応を示す。解析に際しては,
数量化理論に倣い,各住居がどのカテゴリーに該当する

かを,1・0のダミー変数を導入して行った。

《②複合棟棟がある場合を複合棟として一括する・

◇①比2朱満
平面縦横比
命②比2以上

長方形の住居平面のアスペクト比である。特にロング
ハウスの特性を表現する。

住棟内部が一室(簡易な隔て板のみでコーナーを設け
る場合を含む)か,固定壁で複数の室に分化されている
かを区分する。

☆①分化無
室分化

☆②分化有

1)相関比と判別的中率

平面縦櫓比

擁欄成

数量化理論II類による分析精度を検証するにあたって
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床

4.4解析結果

は,外的基準である民族群によって,各住居がどの程度
よく判別されているかを評価する必要がある。この評価

において重要な値は,相関比注9)と,推定群の数を実績
群の数で除した判別的中率である。ここで,推定群とは
解析で仮定されたモデル式から算出した値をもとに判別

した民族群であり,実績群とは実際の民族群である。

解析の結果,相関比は0.77(1軸)で,判別的中率
は70%(50戸中35戸が的中,図4‑1に併記)というい
ずれも比較的高い値を示した。一般に外的基準の分類数

が多くなると判別的中率は低くなる傾向にあるが,4つ
の外的基準に対して的中率70%という値から判断する

と,解析結果の精度は確保されているといえる注10)。

2)アイテムの偏相関係数とカテゴリーのレンジ

数量化理論丑類によって解析すると,軸(次元)ごと
にカテゴリースコアが求められる。カテゴリースコアは

外的基準に対する影響度(民族群の判別的中率に対する

寄与の程度)を示すが,特にカテゴリースコアの最大値

と最小値の差であるレンジ(range)と,アイテムの偏相
関係数によってその影響度を測ることができる。

解析の結果得られたカテゴリースコアとレンジ,偏相
配号は表4‑2を参照

図4‑1住居のアイテム・カテゴリー対応表

関係数を図4‑2に示す。これらをみると,レンジと偏相
関係数が高い値を示したアイテムは,1軸では床形式・

屋根形状・差掛け・テラスである。1]1軸ではテラス・棟
アイテムカテゴリーカテゴリースコア(i軸)編相関係数カテゴリースコア(II軸}爾相関係数

床高床燭床・土間レンジ1790.54レンジ0.610.09
屋根形状切饗褻匿根型043嘱0.320.33007

複合・平面縦横比である。1・ll軸でのサンプルスコア

下屋平鯛套側薗方無0.520.341.240.12
テラス平瀦妻翻両方無1.010.312.39035

これらのアイテムで民族群の判別に対しておおよその説

棟構成単一棟複舎棟0430.291.120.21
平面綴横比2未瀦2以上017010.910.15
室分化分化有分化無0.090.060.090.02

(後述)の累積寄与率が89%(1軸は68%)となり,

明がつくことになる。なお,室分化については皿軸でレ

ンジが高くなる注11)。

3)サンプル分析

各住居のサンプルスコアとは,その住居が該当するカ
テゴリースコアに対して該当する場合は1,該当しない

図4‑2カテゴリースコアとレンジ・偏相関係数

場合は0の値をあてはめて合計した値である。図4‑3は,
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ムモン・ヤオ語族

Oオーストロ・アジア語族

土間・揚床、嚢膣根、テラス無
単一棟、平面縦横比2以下

1・H軸を座標軸とした各住居のサンプルスコアの散布

高床、切妻、テラス平儲
複合棟、室分化有

図である。先のカテゴリー分析(図4‑2のスコア)から,

欝灘姜・'畷娠・

麹1

1軸のプラス方向が,揚床・土間とテラス無マイナス

旨榊

方向が高床・テラス有・妻屋根・差掛け無・複合棟の住

柔[三詞

屋根,マイナス方向が揚床地床・切妻・差掛け妻側・妻

居に分けられ,II軸はプラス方向が高床・テラス無・妻
住居13‑a
柔

側テラス・1室型の住居を表していると解釈できる。

興.

図4‑3において,民族群ごとに破線で囲んだのが実際

住居2‑a・

∬軸

の民族群(実績群)で,網掛け部分が的中した民族群を

ヒさ

オ

2.0

ー…・一一・一一一遷一一一・…一一一譲一一一

鍵難

蒸蕪1翻…ll:二::
蒙・

」三≧塁ヤオー言吾準i.り"i

1.0

表している。モン・ヤオ語族は5戸すべてが的中してお

縫

駒、各民族群の平悔スコア

トロ17ジアi語族

驚1;;1{ll:;ll灘

り,他の民族群からの識別性が非常に高い。また,シナ・
チベット語族は推計群とモン・ヤオ語族に類似した実績

群に二分されるのが特徴的である。一方,タイ・カダイ

0

難鍵「

語族とオーストロ・アジア語族は相互に類似している住

讐弩灘

‑1.0

‑2.0

熱壽灘 鱗叢

居が多いことがわかる。しかし,的中した4つの民族群

の分布範囲と各民族群のサンプルスコアの平均値(図

4‑3に併記)は,直交座標軸上の第1〜4象限にそれぞ

;381

……1…1…嘘…1……

れ分かれており,また,たとえ的中していない民族群も

̀

欝・力夘慧

相互に分離・判別の精度が比較的高いことがわかる。

01.OI軸

麗シナ・チベット語族

φタイ・カダイ語族

このように,図4‑3は各民族群に属する住居の類似性

高床、差掛け妻翻
テラス妻翻、室分化有

と差異性を明瞭に表現しているといえる。同じ図4‑3に

譲㌃

は,これまでの解析結果をもとに,散布図上で4つに判

高床、切嚢、テラス有
単一棟、平面縦横比2以下
筆

磁繍塀熱:、

別された各民族群の住居の特性を簡潔にまとめ注12),代

麟'鋤練ξ・

講

表的な住居の平面図と写真もあわせて示している。
鶴障

調査してみると,ラオスの伝統的住居には{軸組み工

殻

璽'⑭
帆例

法,長方形平面,草木系屋根}という共通特徴がみられ

1テラス

るが,実際はこのように民族群で差異性がみられる。こ

型炉住居10‑b

・・住居11‑a

も

れは調査した印象とも合致している注13)。ただし,これ

図4‑3住居のサンプルスコアと4民族群の判別

はあくまでも単純化した基本的住様式で判別可能になっ
たものであって,それぞれの民族の住居には棟の複合形

42

状や屋根・庇・差掛け・テラスなどの微妙な形態的差異,

鼎①堵

室内の平面構成などに独自性が発揮されている。

,緊ミ・類

4.5民族群の居住地域とサンプル住居の立地

⑳

図4‑4は4つの民族群の居住地域の分布図文3)に,分
析対象とした住居の位置をプロットしたものである。判

塗重獣か1?

別が的中した住居の位置は番号のみで示し,的中しなか
った住居は実際の民族群(実績)と推定群を円で表示し

Φ

叡

ている禰。的中しなかった住居のほとんどが,推定群
の居住地域との境界付近(分布が曖昧な地域)に位置し
ていることがわかる。異民族の居住地域が近くにあると

ころでは,その影響を受けている,すなわち地理的な近
接要因によって住居形態の混清が生じていると推測され

実《陣

、

1:::::コタイ・カダイ語族
[:::コオーストロ・アジア語族
匡≡≡≡垂モン・ヤオ語族
麺シナ・チベット語族
[:=コ集落不在地域
図4‑4

る。とりわけ,北部地域は少数民族が錯綜して分布する

38(1)事過

地域でありiF・]5),的中しない住居が多い。民族ごとの類
似性とともに地域的な類似性もみられることがわかる。

実際,同じ村に複数の民族が混在する場合があり,逆に,

住居の位置と民族群の居住地域

同一民族でも異なる住居形態を示す集落も見受けられた。
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の高さに張ってある床を揚床と総称している。

5.おわりに

8)当然,多変量解析の条件であるアイテム相互の独立性
とカテゴリーの排除性(ひとつのアイテムにおいて複
数のカテゴリーには属さない)を確保している。

ラオスでは近代化に伴い,伝統的な住居形態の変容が
著しい。実際に訪れてみると,トタン板や製材した木材
が普及し,屋根や壁などの外装材に工業化材料を用いた

9)相関比は回帰分析の場合の重相関係数に相当するもの
であり,算出されたカテゴリースコアに基づく各住居の
総合スコアの外的基準に関する級間分散を全分散で除
した値として得られる。

住居が多い。住居の工業化や近代化,居住文化の均質化

は世界の伝統的集落に共通した傾向であり,ラオスにお
いてもその例にもれず,住居が伝統的な様式で統一され

10)解析にはEXCEL数量化理論Ver.3.0(株式会社エス
ミ)を援用した。

ているような集落を見つけることは困難であった。しか

11)外的基準に対する影響度が小さいアイテムである平面
縦横比と室分化を除いて数量化H類を適用しても,相
関比と的中率は増加しないことが確かめられたので,
これら2つのアイテムを棄却せずに解析した。また,
差掛け・テラスのカテゴリーを有/無の2分類にして
も,的中率は増加しないので,4分類のまま解析した。

し,そのような状況の中にあって,かろうじて残された

伝統的な住居が,基本的な空聞構成によって民族群別に

比較的精度よく判別でき,各民族群の住居の固有性を把
握できたことは,今回の調査研究の大きな収穫といえる。
また,仮説的で推論の域を出てはいないが,住居の形態

12)タイ・カダイ語族(多くはラオ族)は人口の約7割を
占め,主に低地に住むが,伝統的住居は少ないものの,
現在もテラス付高床住居という形式が維持されている。

的特徴が民族的要因に加え地理的要因に影響されている
可能性が示唆されたことも,一定の成果だと考えている。

本研究会委員のVbngpraseuthThanousornは,メコ

ラオスには伝統的住居に関する建築的資料が少なく,

ン川流域におけるラオ族の住居の変容過程について調
査・研究を行い,文献8>にまとめている。

今回ラオスの研究者と共同で調査できたことの意義は大

13)歴史的資料が乏しいため,各民族群の住居が元来有し
ている特徴に関しての文献による検証はできなかった。

きい。ただ,あくまでも民族固有の大まかな居住形態特
性をとらえたのみで,個々の民族の特性は把握しきれて

14)居住地域の境界は曖昧なので,的中した住居にも実際
の民族居住地域と合致していないものもある。

はいない。これは今後の課題であり,ラオスの共同研究

15)中国とベトナムに国境を接しているラオス最北端の
Phongsaly県には,20を超える少数民族が住んでいる。

者と現地調査を継続することを計画している。
〈注〉

〈参考文献〉

1)ラオスでは,居住地域の標高差によって以下のように
3民族群に分けている。①ラオ・ルゥム:低地ラオ族,
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6)住居の形態的な側面から居住文化の把握を試みるのが
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初から除外している。

7)床下の空間利用がなく,地面から数十センチメートル
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