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台湾南部・石屋根の原風景

オランダ、清朝、日本など幾度もの侵略を被った台湾。人口およそ

2,300万人のうち、漢民族が86%に上るのに対し、原住民と呼ば

れる少数先住民族が2.3%ほど、約53万人が暮らす。代表的な原

住民は16部族に大別され、かつては島の中央を走る高峰山脈を中

心に400弱もの集落が点在していた［文献2］。

　最大の種族は、台東周辺の平地に住むアミ族で、約20万人［註

2］。次いでパイワン族が多く、10万人弱とされる。筆者らは2017

年11月、南部の山岳集落を視察した［註3］。

老
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七佳村石板屋（春日郷）

パイワン族集落の一つで、標高550～570mの急峻な山肌を段丘

状に切り拓いた山岳地帯に在る。国立屏東大学助教授で老七佳石

板屋聚落文化協会代表・同村出身者の郭東雄氏（58）と合流し、オ

フロード車で目的地をめざす。たちまち未舗装に変わり、ついに川中

を突き進む。30分ほど揺られ老七佳の入口へ。郭氏はお神酒で祖

先、地の神 に々祈祷し、邪気を排する儀式を行った。

 　1958年、七佳村は官指導で移転（旧七佳）、さらに1972年、台

茅葺きからスレートへの屋根替えが少なくない、という動態的な民

家景観の話（第7回）、多雨の日本において、凹凸のない石の平板で

葺くための試行錯誤の話（第8回）と、スレート民家の内情に迫って

きたが、今回は視点を海外に向ける。

　筆者らが追いかけてきた天然スレート建築の風景は、いったい文

化的景観なのだろうか、それとも産業遺産なのだろうか。伝統的建

造物群保存地区になり得るエリアもないことはないし、単体として文

化財に相当するだろう民家遺構も潜在する。否、私たちはすべてに

該当するとも思っている。そして、屋根愛好家ではあるが、屋根だけ

を見ているというよりは、美しい背景としての屋根を認め、むしろ屋

根下にも関心を向けているのである［註1］。

　本稿では、台湾と英国の視察記を報じながら［文献1］、天然スレー

ト建築が、文化的景観と産業遺産の両義性を有していることを指摘

したい。
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風害により周辺とともに再び移転した（七佳村）。そこで最初の村を

「老」七佳と呼ぶのである。現在も50棟余りのスレート葺き住居が

残る［写真1］。石材は等高線伝いに向かいの山から、しゃれこうべを

思わせる白丸石は、谷底から運んだという。

　住居は矩計平面で、居間、寝間、穀倉、豚舎に大別され、平入り

の切妻屋根。ドアを開けると土間もすべて石板敷。玄関正面にそそ

り立つのは祖
ツーリンツー

霊柱、いわゆる大黒柱で、家の精神的支柱であり［写

真2］、魔除けの狩猟動物の骨などが添えられる。軒桁には伝統紋様

が彫刻され、文字を持たない原住民が表す血縁の勇者、太陽や蛇

を神化させている［写真3］。

　老七佳石板屋聚落文化協会は、老七佳村民で組織され、数年

前から指定管理者として管理委託を受け、集落の保全活用と住民

の共同体意識の形成、文化継承活動を続けている。
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ルカイ族が暮らす。急峻な山肌を石垣で耕作地化した段 畑々が連な

る。住居の屋根、外壁はもちろん、塀、擁壁、路面、さらには屋外卓

と、あまりの石の量に驚く［写真4］。路肩には、小端積みの土留めに、

彫刻の施されたスレート盤のレリーフがある［写真5］。石材の採取、

搬出、加工、施工に関するもので、村のアイデンティティを表している。

30代と70代の地元男性に「石は葺けますか?」と愚問すると、屋根
から壁まですべて自分たちの手によるという。石材は付近の山で自掘

りしていたが、10年ほど前から政府によって禁止され、現在は採掘

できない。250㎏もの石材を担いで運搬するという武勇伝を半信半

疑で聞いた。

　1980年代、村人たちは仕事を求め、山を下りた。上記の青年も

一時山を下り、都市部で暮らしていたが、集落を守りたいとの思い

でUターンし、人 か々らは不思議がられたという。長男（長女）が家を

継承する習わしで、次男は土地を持てないことも離村させる一因と

も言っていた。
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2009年の猛烈な台風によって深刻な被害を受け、政府支援のもと

移転計画が進められてできた集落で［写真6］、屏東北部の三地門郷

大社村、瑪家郷瑪家村、霧台郷好茶村の3村から移転した約470

戸からなる。前2村がパイワン族、好茶村がルカイ族であり、訪問時

にガイドしてくれたT氏も好茶村出身であった。住居は木造2階建て

切妻屋根で、妻入の戸建て型と、平入の長屋型で形成され、戸建

てには主に部族長などが入居する。玄関前は深く庇が架けられ、復

興住宅ながらスレート敷き土間床の伝統は継承され、飲食や物販

など交流空間として機能していた。

　狩猟採集を行い、ときに隣村とも交戦してきたヴァナキュラ―な

台湾先住の石の村。その迫力景観は、ただちに比較はできないが、

地域材の合理的な利用と、信仰・家族経営のかたちが素直に民家

形態に反映されている点、都市に吸引される山村の悲哀、そして建

築だけで語ることができない暮らしのかたちは、陸前地方とも通じる

文化的景観の特質とも解せよう。

英国北ウェールズの石材産業景観

諸国に先んじて産業革命が起きた英国。ここウェールズ地方は、石

炭・鉄・銅などの地下資源を埋蔵し、活況を呈するとともにスレート

（粘板岩）も産した［文献3～5］。最盛期をむかえた19世紀末には、国

内のスレートの80%余りがウェールズで生産され、屋根材や建築材、

学童用石盤に利用されたという。鉄鋼・製鉄業や鉄道・海運業の

影で、スレート産業もまた同期的に発達したのである。筆者らは

2018年2月に訪英［註4］。現地に行くと、ウェールズ語と英語が併

記される。豊富な資源と独特の地域文化。密かに東北を想いながら、

車を走らせた。

写真4（左）　巨石から小口積み・打込みまで多彩な岩板巷、写真5（右上）　岩板巷の路肩に並ぶ石材業を伝えるレリーフ、写真6（右下）　台風害により集団移転し
てできた禮納里部落
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みて運べる大きさに割出す。そうした熟練の技は日本同様、高齢職

人しかいないというが、平均年齢は48歳くらいと言っていた。歩留

まり（割り出した石材の製品としての利用率）は、じつに3～4%、屋根

用スレートに限れば1%程度だというから驚きだ。ゆえに廃棄石材

をどう活かすかは重要で、舗装や粉体とする。

　チェスターでは、建築修復コンサルタントのテリー・ヒューズ氏に、

スレート建築の保全について聞いた［写真12］。英国には4つの国＝イ

ングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドがあり、それ

ぞれが法と遺産保存を担う政府機関をもっている。基本的に第1類、

第2☆類、第2類の計3段階があり、1が最も重要な保存建造物で

ある。基本は外観意匠の保存であるから、転用は可能で、たとえば

農業建築であっても、農業に使わなくともよい。

　スレート関係で参考になる集団としては、商業的団体としての国

立屋根工事業連合や、専門技術者の会合である建築遺産会議があ

る。国レベルでは、英国文化遺産保存組織や、英国歴史保存ソサ

エティなどがあるという。

 　屋根スレートだけを挙げれば、業者は100社程度で、登録技術

者は実質的に60人くらいいる（粘土瓦はまた別の分野）。石では砂岩、

石灰岩、スレートが主な専門領域になっている。とくにスレート屋根は、

完全な仕上げ材料にはならないことが重要で、たとえば2つの屋根

スレート産業資料館（スランベリス）

もとディノウィク採石場で、1969年に閉鎖され、驚くことに3年後に

は博物館として再スタートしたという。閉鎖する段階で160年以上

が経過し、歴史遺産としての再評価、保存活用への動きも早かった

のだろう［写真7］。大小さまざまな道具、鉱山鉄道の軌道と機関車、

往時の採掘・加工場などの作業空間はもとより、休憩室や宿舎まで

丁寧に展示されている［写真8］。氷点下8度のこの日も、社会学習で

あろうか中等学生らの集団がいた。

　一方、近郊の民家・集落景観としては、たとえばフェステニヨクの

壁・屋根そして軒樋までに石を使った蔵［写真9］や、ベトウス＝ア＝コー

エドの清潔感ある家並み［写真10］が印象的だった。スレート製造は

歩留まりが悪く、端材の利用が迫られるが、石柵・石塀への利用は

住宅地のみならず、延 と々続く路肩あるいは放牧場を仕切る長大な

隔壁にも使用されている。フェステニヨクの宿では、女将が漆黒色の

カウンターを自慢とばかり「ここの石よ!」と話していた。地域のマダ
ムの認知は重要である。

ペンリン採石場（ベセスダ）とチェスターでのインタビュー

ペンリン採石場では、ウェルシュ・スレート社・営業課長のジョン・オゥ

エンズ氏にインタビューした。開発が始まったのは1750年代で、小

さな家族経営で始め、酪農家に屋根用として売っていたという。縦

に岩脈が出ているため露天掘りが可能で、イギリス中心部への運送

は鉄道と海路であり、3マイル北のバンガー港に専用港があった。

　ゆえに、紫がかった青みのあるこの石はバンガー・ブルーと呼ばれ、

フェステニヨクのグレー色と対比される。産業としてのピークは1880

年頃で、3,500人くらいが働いていた。並んでいる建物は当初から

の加工場で、トロッコが出入りし、石炭で沸かした蒸気で回る動力

機械で加工していたという［写真11］。

　採石では、まず火薬の黒粉を使って発破し、その原石から石目を

写真7（左上）　英国立スレート博物館の外部と奥の旧採石場、写真8（左下）　博物館内部の展示・石材裁断機、写真9（左中下）　フェステニヨクの石蔵、写真10（右） 
ベトウス＝ア＝コーエドの家並み

写真11（左）　ペンリン採石場の加工場建物群、写真12（右）　建築修復コンサ
ルタント・Ｔヒューズ氏
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が合わさった「谷」部の納めなどがポイントになる。ちなみに、日本・
アメリカでは谷部下地に銅板を使うが、イギリスでは鉛を使うという。

　産業革命に加え、その遺産保全文化もリードするイギリス。もちろ

ん地域産業は上向きではない印象が残ったが、今なお現役でもあっ

た。ツーリズムを強く意識しており、その景観美は期待以上のもので、

価値化の巧みさに息を飲んだ。冷涼な気候のなかで、日常的な暮ら

しの風景にも息づいていた石材の表情が印象深かった。

文化的景観と産業遺産の両義性

SNSでは「○○映え」などといわれるが、確かに2国とも、景観とし

ての印象強さは際立っていた。「農山村的文化的景観」対「近代工
業遺産景観」と、一見して両極的ではあったが、その一方で、台湾
の集落で石材産業の痕跡をレリーフにする産業遺産的自意識や、牧

草後背地を区画する英国の文化的景観と、じつは両者ですら両義

性が覗えることにも気づかされた。

　ひるがえって陸前地方のスレート建築をみると、この文化的景観

と産業遺産の両義的特質が、より渾然一体となった地域景観として

映るのは、地元贔屓だろうか。

　筆者らは、未だに群として、特段の文化遺産的指定を受けていな

い陸前地方のスレート建築が、一つのラベルだけで説明できない

（それゆえ説明しにくい）ことを、むしろ高次の価値と考え、その活用

保全のあるべき姿を模索している。その内容は次号に述べたい。

1972年生まれ。東北大学大学院修了、博士（工学）。
一級建築士。那須建設、伊藤邦明都市建築研究所、
東北文化学園大学助手・准教授、東北工業大学准
教授を経て2016年より同教授・デザイン工学専攻
長。専門は建築設計・地域計画・建築歴史地理

おおぬま・まさひろ

あべ・ただし
1970年生まれ。（株）建築モード研究所、岩井紘
子建築設計事務所を経て、2001年ノーマルデザイ
ンアソシエイツ主宰。2018年兼東北工業大学大
学院ライフデザイン学研究科デザイン工学専攻（大
沼研究室）在籍
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註1　JST-RISTEX 多世代共創領域「農山漁村共同アトリエ群による産業の
再構築と多彩な生活景の醸成（研究代表者…大沼正寛）」2016-2019による
註2　原住民族委員会調査2015（台湾原住民族文化園区の説明板より）
註3　註1の共同調査研究におけるスレート産業史研究の一環として実施。
とくに三餘書店（高雄市）店員・陳瀅羽氏には通訳・調査地選定・郭氏紹介と、
多大なるご助力をいただいた。運転は同・鍾尚樺氏に依頼し、調査後は同店
店長・謝一麟氏に文化発信活動についてお話しを伺った。記して謝意を述べ
たい
註4　台湾と同様の趣旨で訪英。書籍を通じてT.ヒューズ氏にアクセスし、視
察地やヒアリング協力者をご紹介いただいた。記して謝意を述べたい

※不正解の場合は、単位に登録できない場合があります。
※自習型教材の選択欄における会誌『建築士』選択項目は、
平成28年1月より建築士会会員のみの表示項目になります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

設問1 

台湾の先住民集落に関して、本稿で述べた趣旨と異なるものはどれか。

a. 日本が台湾を統治した時代に建てられた天然スレート葺き建造物は、価値が高く保存すべきである。
b. 中央の山岳地帯に多く存在するが、都市文明に若者を吸引され、古い集落は観光の対象と見なされはじめている。
c. 集落の保全が難しいもう一つの理由に、頻繁に襲来する台風害があり、実際に移転集落も相当数存在する。

設問2 

英国のスレート産業遺産とその活用保全状況に関して、 
本稿で述べた趣旨に合致するものはどれか。

a. 英国のスレート産業は、地元の建築よりは海外の建物に多く用いられ、
輸出品として今なお活況を呈している。
b. 下火になったスレート産業に関わる遺構・資料をいち早く集め、 
産業博物館として新たな価値の創造発信を行っている。
c. 英国は４つの小国家の連合体として成立しているが、 
文化財の保存については統一の国政案件としている。
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