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１．はじめに

　筆者は、1993年８月末から９月初旬と94年７月
下旬に、中華人民共和国新疆ウイグル自治区南部
に位置する、タクラマカン沙漠縁辺のオアシス集
落の調査に参加した。本稿では、オアシス集落の
民家の間取り調査で、筆者が作成した素描図を提
示して、乾燥地域研究の基礎資料を提供したい。
　タクラマカン沙漠縁辺のオアシス集落の民家の
平面形態が、世界の乾燥地域における民家の平面
形態の中でどのように位置付けられるか、その時
間軸上の変化については、未知である。知られて
いる限りでは、この地域の民家の平面形態を紹介
した文献は『新疆伝統建築芸術』１）だけである。そ
こで、本稿では、筆者が現地で 1 mの折れ尺と磁
石で計測して描いた民家の間取り図を、南縁オア
シスと北縁オアシスでそれぞれ６枚ずつ提示し、

民家の平面形態の基本型について述べる。
　なお、筆者による既発表の２篇の報告２）もあわ
せてご覧いただければ幸いである。また、タクラ
マカン沙漠縁辺に住むウイグル族の日常生活につ
いては、権藤与志夫３）と吉野正敏４）の記録がある。
　調査をおこなった地域は、タクラマカン沙漠南
縁のホータン（和田）およびチーラ（策勒）近郊と、
タクラマカン沙漠北縁のコルラ（庫爾勒）および
アクス（阿克蘇）近郊のオアシス集落である。これ
らのうち、ホータンとコルラとアクスは市である
が、チーラは鎮の中心集落である。調査地域の位
置を図１に示し、ホータン、コルラ、アクスに関
する気候・人口・収入などの諸数値５）を表１に示
す。図２はホータンの農家集落の例である。
　年降水量を１とした場合の可能蒸発量は、ホー
タンが34、コルラが31、アクスが16で、いずれ
も沙漠気候地域にある。タクラマカン沙漠の北側

タクラマカン沙漠縁辺オアシスにおける民家の諸形態

有薗　正一郎 
（愛知大学文学部）

摘　　要
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図１　調査地域の位置.
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にはテンシャン（天山）山脈が、南側にはカラコル
ム（喀喇崑崙）山脈とクンルン（崑崙）山脈があり、
これらの山脈を水源にする各河川はそれぞれ沙漠
に向かって流下し、山麓にオアシス（緑州）を形成
する。
　タクラマカン沙漠の南縁と北縁の農業生産力
を比べてみると、1990年の１ムー（6 .7  a）当り
生産量（参考文献５）pp. 256）は、小麦がホータ
ン地区246 kg、コルラ地区237 kg、アクス地区
205 kg、同年の綿花がホータン地区62 kg、コル
ラ地区75 kg、アクス地区53 kgで、これらの地区
の農業生産力に大きな差はないように思われる。
　しかし、住民１人当り年間所得は、沙漠北縁
のコルラとアクスは南縁のホータンのほぼ２倍
である。この差異をもたらす理由のひとつは、新
疆ウイグル自治区の中心都市、ウルムチへの近接
度による物資流通量の差異に求められる。自動車
を使う場合は、調査した時点では、テンシャン山
脈とタクラマカン沙漠を迂回するために、逆Ｓ時
型の経路をたどり、ウルムチ、コルラ、アクス、
ホータン間はそれぞれの区間の移動に１日かかっ
た。また、ウルムチから離れるほど交通量が減少
した。住民１人当り年間所得の差異は、タクラマ
カン沙漠南縁と北縁に位置するオアシス民家の平
面形態を比べる際に、留意すべきことがらであろ
う。

２．調査民家の生業

２.１　沙漠南縁オアシスにおける調査民家の生業
　調査をおこなった６軒の民家の生業と生活の概
要を表２に示す。この表は、1993年8月30日から
9月5日の間にチーラとホータンで吉野正敏らと
おこなったウイグル族農家への聞き取り記録６）に
基づいて作成した表である。
　各家族の構成員数は様々であるが、３世代
が同居する家族が多い。経営する耕地の面積は
10ムー（67 a）前後で、主な作物は冬小麦・トウモ
ロコシ・綿花であり、冬小麦とトウモロコシは二
毛作し、綿花は夏季の一毛作である。冬小麦とト
ウモロコシの二毛作は近年普及した農法で、かつ
ては春小麦とトウモロコシをそれぞれ一毛作して
いた７）。冬を除く期間は、綿密な配水計画に従っ
て耕地への潅漑がおこなわれる。家屋周辺の菜園
では野菜と果樹が栽培され、前庭にはブドウ棚が
ある。主な生業は農耕であるが、絨毯を織ればか
なりの現金収入が得られ、織る技術が高いほど収
入は増える。
　冬はかなり寒いので、いずれの民家にも冬に
生活するための部屋があって、そこには在来型の
暖炉かストーブが置いてある。暖房と煮炊きに使
う薪は沙漠で集める枯れ枝や根であるが、近年は
石炭を使う家もある。薪を集めるのは大変な仕事
で、近年は沙漠の中に数10 km入らないと、ロバ
に引かせる二輪車で満載になるだけの量は集まら
ない８）。

　潅漑水の取得や薪集めに苦労し、砂が畑に飛
んできて、せっかく作った作物が埋まってしまう
こともあるが、人々は農耕や絨毯織りの生業にい
そしみつつ、日々の生活を楽しんでいるようであ
る。
２.２　沙漠北縁オアシスにおける調査民家の生業
　調査をおこなった６軒の民家に住む家族の生業
と生活の概要を表３に示す。この表は、1994年
７月25日から28日の間にコルラとアクスで吉野
正敏らとおこなった民家への聞き取り記録９）に基
づいて作成した表である。
　コルラ南方で調査したＧ家とＨ家は、主に四

表１　タクラマカン沙漠縁辺３都市に関する諸数値.

都市名 海抜高度
　　　（m）

年平均気温
　　　（℃）

１月の平均
気温　（℃）

７月の平均
気温　（℃）

年降水量
A　（mm）

可能蒸発量
B　（mm） B／A 人口（人）１人当り年間所得　　（元）

ホ　ー　タ　ン 1,325 12.2 －5.6 25.5 34 1,151 34 126,032 660
コ　ル　ラ 932 11.4 －8.1 26.1 50 1,550 31 241,176 1,268
ア　ク　ス 1,104 9.8 －9.1 23.6 62 981 16 354,417 1,154

『新疆地理手冊』（新疆地理学会編，1993）のPP.57,65,75,178-180から作成した．

図２　ポプラ類の高木に囲まれるオアシス集落の
　　　屋敷群.

（ホータン郊外，1993年８月30日筆者撮影）
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民家の記号 A家 B家 C家 D家 E家 F家
調査日 1993年8月31日 1993年9月1日 1993年9月1日 1993年9月2日 1993年9月2日 1993年9月3日
場所 チーラ郷 チーラ郷 チーラ郷 チーラ郷 チーラ郷 ホータン郊外
民族 ウイグル族 ウイグル族 ウイグル族 ウイグル族 ウイグル族 ウイグル族

家族構成員数 11人 4人 11人 7人 7人 7人
敷地面積注１） 221 m2 255 m2 240 m2 200 m2 280 m2 572 m2

家屋床面積注２） 109 m2 56 m2 101 m2 88 m2 91 m2 182 m2

居住年 1972年～ 1989年～ 100年以上 1967年～ 現在住んでい
る家屋は4年前
から

20年前～

耕地面積 15ムー注３） 3ムー 9ムー 9ムー なし 7ムー
栽培作物注4） 小麦，

トウモロコシ，
綿花，牧草，
果樹

小麦，
トウモロコシ，
綿花，果樹

小麦，
トウモロコシ，
綿花

小麦，
トウモロコシ，
綿花，果樹

なし 小麦，
トウモロコシ，
綿花，果樹

家畜 鳩 羊，牛，馬，
ロバ，鶏

羊，牛，ロ
バ，鶏

羊，ロバ，鶏 － 羊，牛，鶏

養蚕 年２回おこなう － おこなう － やらない おこなう
燃料 砂漠で薪を集

める
植林の枝を集
める
足りなければ
砂漠で薪を集
める

買った石炭と
屋敷内の木を
使う

砂漠で薪を集
める

夏は薪を買う
冬は石炭を買
う

薪は屋敷近く
で集める
トウモロコシ
の幹も使う
冬は石炭を買う

その他 垣根に桑の木
あり

オアシスの最
前線

絨毯を織る ザクロの木が
ある

飲み水用の溜
め池が屋敷内
にある

絨毯を織る

　注１） 屋敷がある部分の敷地面積で、柵の外の家畜小屋や家庭菜園は含まない．
　注２） 家屋の建坪．濡れ土壇の部分は含まない．注３）１ムーは約6.7アール．注４）菜園の作物は含まない．

表２　沙漠南縁オアシスで調査をおこなった民家の概要.

民家の記号 G家 H家 I家 J家 K家 L家
調査日 1994年7月25日 1994年7月25日 1994年7月27日 1994年7月28日 1994年7月28日 1994年7月28日
場所 コルラ南方 コルラ南方 アクス南方 アクス南方 アクス南方 アクス南方
民族 漢族 漢族 ウイグル族 ウイグル族 ウイグル族 ウイグル族

家族構成員
数 4人 5人 8人 3人 8人 5人

敷地面積注１） 約300 m2 約300 m2 約290 m2 約300 m2 約320 m2 約350 m2

家屋床面積注２） 90 m2 108 m2 138 m2 69 m2 105 m2 105 m2

居住年 1987年～ 1987年～ ？ 1993年～ 新宅は1991年
～

1993年～

耕地の経営
面積 35ムー注３） 35ムー 100～110ムー 17ムー なし 32ムー

栽培作物注４） 水稲，綿花 水稲，綿花 綿花，果樹 水稲，小麦，
トウモロコシ，
綿花

－ 水稲，小麦，
綿花，油菜

家畜 ウサギ，牛 豚，鶏 羊，ラクダ，牛，
馬，ロバ，鶏

羊，ロバ，牛 羊，牛，ラバ 羊，牛，鶏，
ロバ

燃料 夏は綿花の茎
冬は石炭

夏は綿花の茎
冬は石炭冬に
１回砂漠へ薪
を採りにいく

夏は綿花の茎
かタマリックス
冬は石炭

夏は藁や木の
枝
冬は石炭

夏は木の枝
冬は石炭

夏は綿花の茎
か木の枝
冬は石炭

　注１） 家屋がある部分の敷地面積で，柵の外の家畜小屋や家庭菜園は含まない．
　注２） 家屋の建坪．ウイグル族の家屋は吹抜け部分を除いた面積を記載してある．
　注３） １ムーは約6.7アール．注４）菜園の作物は含まない．

表３　沙漠北縁オアシスで調査をおこなった民家の概要.
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川省から入植した漢族の開拓農場に属する農家で
ある。いずれも1987年に入植したので、家屋は
建ってまだ数年しか経ていない。また、アクス南
方で調査した４軒のウイグル族の民家のうち、Ｉ
家を除く３軒は新築の家屋である。したがって、
これらの６軒が沙漠北縁オアシスの民家の平面形
態を代表するかどうかの判断ができないので、民
家の平面形態の事例として見ていただきたい。

３．沙漠南縁オアシスにおける民家の平面形態

３.１　Ａ家の平面形態（図３－１）

　チーラオアシスにあるＡ家は６部屋からなり、
濡れ土壇を除く家屋の床面積は109 m2である。本
稿でいう濡れ土壇とは、日本の民家の濡れ縁に
相当する施設である。家屋は東および南を向いて
いる。平屋建てで、屋根は平屋根になっており、
天井は梁木の上に葦を割いて網代編みにしたもの

を置き、その上に固めた土が10 cmほど被せてあ
る。平屋根には屋外から梯子で上る。屋上は物を
置いたり、作物や洗濯物の干し場に使う。
　Ａ家は蚕を育てる作業室（Ｗ）、寝室（Ｓ）、冬
の居間・寝室兼用室（ＷＬ）、居間・客間・寝室兼
用室（Ｌ）、台所（Ｋ）の６部屋からなる。扉は内側
へ押し開き式である。冬の居間・寝室兼用室（Ｗ
Ｌ）には在来型の暖炉がある。この部屋と居間・
客間・寝室兼用室（Ｌ）は、入口から１m入った所
で10 cm高くなり、そこから150 cm入った所から
さらに40 cmほど高くなっている。居間・客間・
寝室兼用室（Ｌ）の高い方の土間には絨毯が敷いて
ある。この部屋には、壁ぎわにタンス２つと布
包みに入れた夜具と揺り籠が置いてある。壁は
土壁で、厚さは15 cmほどあるうえに、窓が小さ
いので室内は暗いが、全く暑さを感じない。天井
には直径10 cmほどのポプラ類の丸太を隙間なく
並べてある。前庭側は庇を出して、濡れ土壇にし

図３　沙漠南縁オアシスにおける民家の平面形態.
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てある。家屋と濡れ土壇の庇を支える柱は、直径
15cmほどのポプラ類の丸太である。濡れ土壇に
は粗末な敷物が敷いてある。
　竃は台所（Ｋ）のほか、台所（Ｋ）の外壁にも作っ
てあり、ナンを焼く竃（Ｎ）は屋外にある。ナン焼
き竃（Ｎ）は、50 cmほどの高さの石組みで２辺を
囲った中に、土で踏み固めた壇を作り、その中央
に竃穴があけてある。屋外にも別の竃があること
と、台所から居間や寝室に行くには、一度内庭に
出なければならないことから、台所は後に建増し
した部屋であると思われる。この家は生活水を井
戸から汲み上げている。
　門から入った前庭には、ブドウの棚が組んであ
る。屋敷はタマリックス（ 柳、Tamarix chinensis 
Lour.）を並べた柵で囲ってあり、家屋の東側は菜
園になっている。屋敷の外周はポプラ類の高木と
桑の並木に囲まれている。
３.２　Ｂ家の平面形態（図３－２）

　チーラオアシスの砂漠との境界に位置するＢ家
は、冬の居間・寝室兼用室（ＷＬ）と居間・客間・
寝室兼用室（Ｌ）と台所（Ｋ）の３部屋からなり、濡
れ土壇を除く家屋の床面積は56 m2である。家屋
は東を向いている。平屋建て平屋根で、屋根の作
りと用途は、Ａ家と同じである。
　冬の居間・寝室兼用室（ＷＬ）には、持ち運べる
ストーブが置いてある。この部屋と居間・客間・
寝室兼用室（Ｌ）は、通路部分を除いて、40 cmほ
ど高くなっている。居間・客間・寝室兼用室（Ｌ）
の高いほうの土壇には絨毯が敷いてあり、壁ぎ
わにはタンスが、通路の側面にはミシンが置い
てある。扉はいずれも内側へ押し開き式である。
壁は土壁で、窓が小さいので室内は暗い。天井に
は直径10 cmほどのポプラ類の丸太を隙間なく並
べてある。オアシスの開拓前線に位置するこの家
屋は、砂漠南縁オアシスで調査した６軒の中では
もっとも小さく、かつ作りが粗末である。この家
屋の外壁には編み込んだタマリックスの枝が見え
る。なかでも台所（Ｋ）の作りがもっとも粗末であ
る。この家は生活水を井戸から汲み上げている。
　ナンを焼く竃（Ｎ）は屋外にある。ナン焼き竃
（Ｎ）は、50 cmほどの高さに土で踏み固めた壇を
作り、その中央に竃穴があけてある。
　門から入った前庭には、ブドウの棚が組んであ
る。屋敷はタマリックスを並べた柵で囲われてお
り、その外側はポプラ類の高木の並木になってい
る。母屋とほぼ同面積の家畜小屋は、壁と天井を
タマリックスの柵とポプラ類の丸太で囲い、馬 2 
頭と羊23頭と鶏10羽がいた。庭には広幅鍬など
の農具とロバ車が雑然と置いてあり、隅には薪が

積んである。
３.３　Ｃ家の平面形態（図３－３）

　チーラオアシスにあるＣ家は、南東を向いて
いる。母屋には、居間・客間・寝室兼用室（Ｌ）、
寝室（Ｓ）、物置（Ｍ）、寝室（Ｓ）、冬の居間・寝
室兼用室（ＷＬ）の５部屋があり、台所（Ｋ）は別
棟になっている。濡れ土壇を除く家屋の床面積は
101 m2である。右端の寝室（Ｓ）は半ば物置の状態
であった。冬の居間・寝室兼用室（ＷＬ）には、持
ち運べるストーブが置いてある。物置（Ｍ）と台所
（Ｋ）以外の部屋は、通路部分を除いて40 cmほど高
くなっており、居間・客間・寝室兼用室（Ｌ）の高
いほうの土間には絨毯が敷かれ、壁ぎわにはタン
スが並べてある。中央の寝室（Ｓ）にも絨毯が敷い
てある。土壁の厚さは15 cmほどで、窓の大きさ・
天井・屋根・柱・扉・濡れ土壇の様式は、これま
で述べた民家と同じである。濡れ土壇の一部には
粗末な布を敷いて絨毯を織る機が置いてある。竃
は台所（Ｋ）の中と台所横の屋外にもあり、ナン焼
き竃（Ｎ）は屋外にある。入口の右側を少し掘り窪
めて絨毯織りに使う糸を染める甕（Ｄ）が置いてあ
る。入口の左側の窪みには水道の蛇口がある。
　屋敷はタマリックスを並べた柵、または土壁で
囲ってあり、外周はポプラ類の高木の並木になっ
ている。家畜小屋の壁と天井はタマリックスとポ
プラ類の枝で作られており、天井には干し草が積
んである。家畜は牛 2 頭と羊17頭とロバ 1 頭と鶏
20羽ほどがいた。家畜小屋の前に大小の広幅鍬
と馬鍬と鎌と草掻きが雑然と置いてある。家畜小
屋よりも50 cmほど低い南角の空き地の一部は菜
園になっている。
３.４　Ｄ家の平面形態（図３－４）

　チーラオアシスの縁辺に近いＤ家は、寝室
（Ｓ）、物置（Ｍ）、冬の居間・寝室兼用室（ＷＬ）、
居間・客間・寝室兼用室（Ｌ）の４部屋からなり、
濡れ土壇を除く家屋の床面積は88 m2である。こ
の家屋は２棟からなり、台所はなく、居間・客
間・寝室兼用室（Ｌ）の前の濡れ土壇に作られた竃
で煮炊きをする。冬の居間・寝室兼用室（ＷＬ）に
は、持ち運べるストーブが置いてある。土壁・窓
の大きさ・天井・屋根・柱・扉・濡れ土壇・ナン
焼き竃・屋敷周りの仕切りの様式は、これまで述
べた民家と同じである。物置（Ｍ）の奥にある小部
屋には窓がなく、中から鶏の声が聞こえる。この
家屋の作りはやや粗雑で、外壁の半分は編み込ん
だタマリックスの枝が見える（図４）。寝室（Ｓ）の
前の濡れ土壇には、綿花の繰り粕が積んである。
肥料に使うようである。
　門から入った前庭にはブドウ棚があり、タマ
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リックスの柵やポプラ類の丸太で壁と天井が作ら
れている家畜小屋には、羊12頭、ロバ１頭、鶏
10数羽がいた。門を入った左側に広幅鍬などの
農具が置いてあり、家屋に至る通路の脇に大量の
薪が並べて積んである。
　裏庭は菜園と果樹園で、2 mほどの背丈のザク
ロの木にたくさんの実がついていた。このザクロ
は背丈が伸びないように仕立ててある。裏庭に通
じる棟の間の通路に畜力犂が置いてある。犂ベラ
がないことと、刃先の形から見て、深耕できる犂
ではない。
３.５　Ｅ家の平面形態（図３－５）

　チーラオアシスにあるＥ家は中学校の教員宅で
ある。この家屋は２棟５部屋からなり、濡れ土壇
（図５）を除く家屋の床面積は91 m2であるが、現
在は西側の家屋（75 m2）だけを使っている。この
家屋は、庭に植えてあったポプラ類を使って、４
年前に建てた。
　西側の家屋には客間（Ｃ）、寝室（Ｓ）、冬の
居間・寝室兼用室（ＷＬ）の３部屋からなる。台
所はなく、北端の外壁に煮炊き用の竃とナン焼
き竃がある。竃の横に薪が積んである。北西端
にある竃は、娘の結婚式のご馳走を煮炊きする
ために作った竃で、今は使っていない。冬の居
間・寝室兼用室（ＷＬ）には、持ち運べるストー
ブが置いてある。この部屋と寝室（Ｓ）は、通路
部分を除いて40 cmほど高くなっている。寝室
（Ｓ）の高いほうの土間には絨毯が敷いてある。土
壁・天井・屋根・柱・扉の様式は、これまで述べ
た民家と同じである。窓がやや大きいためか、室
内は他の民家よりもやや明るい。この家屋は間取
りに無駄がなく、小奇麗に見える。今回は市街地
の民家を調査していないが、この家屋は都市型民
家のように思われる。
　屋敷の南東端に冬以外の季節の飲み水を溜める

池が掘ってある。水は潅漑水路から入る。ここの
家人は奇麗な水だと言うが、水の色は不気味に青
く、体長 5 cmほどの動物が泳いでいた。魚では
ないように思われた。
　この家では庭と菜園との境の垣根にブドウを這
わせ、北と東の菜園にはトウモロコシを栽培してい
る。屋敷内には家畜は見あたらない。屋敷の一部は
タマリックスを並べた柵で囲っているが、囲われて
ない部分が多く、南側の道路から屋敷内が見える。
外周はポプラ類の高木の並木に囲まれている。
３.６　Ｆ家の平面形態（図３－６）

　ホータンオアシスの農家であるＦ家は南を向い
ている。濡れ土壇を除く家屋の床面積は182 m2で
あるが、東端の家畜小屋と離れの作業室（Ｗ）を除
くと118 m2になる。土壁・窓の大きさ・天井・屋
根・柱・扉・濡れ土壇の様式は、これまで述べ
た民家と同じである。この家屋は今回調査した家
屋の中ではもっとも大きいが、この家屋にも台所
はなく、濡れ土壇の一角を仕切って竃が作られて
いる。この民家にはナン焼き竃は見当たらなかっ
た。冬の居間・寝室兼用室（ＷＬ）には、持ち運べ
るストーブが置いてある。居住に使う部屋は、通
路部分を除いて、いずれも40 cmほど高くなって
いる。居間・客間・寝室兼用室（Ｌ）の高いほうの
土間には絨毯が敷いてある。北西端の作業室（Ｗ）
は天窓が２か所切ってあるので明るい。寝室（Ｓ）
には寝台が３つ並べてある。
　南東端の穴（Ｖ）は冬季に野菜類を貯蔵する穴で
ある。直径と深さは 1 mほどあった。野菜類が凍
らないように上をワラで覆うらしい。
　家畜は牛 2 頭と羊10頭、鶏約100羽がいた。離
れの作業室（Ｗ）では蚕を育てる。庭には数種類の
果樹が栽培されており、幅 1 mほどの素掘りの溝
が２筋掘ってある。屋外に絨毯を織る機が置いて
あった。屋敷の周囲が土壁で囲ってあるので、屋
敷は道路からは全く見えない。

図５　チーラオアシスE家の濡れ土壇.
（1993年 9 月 2 日筆者撮影）

図４　チーラオアシスD家の入口.
平屋根，土壁，タマリックスの柵，ブドウ棚，
ナン焼き竃が見える.（1993年 9 月 2 日筆者撮影）
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４．沙漠北縁オアシスにおける民家の平面形態

４.１　Ｇ家の平面形態（図６－１）

　コルラ南方の漢族の開拓農場「普恵農場」にある
Ｇ家は、南を向いており、周囲の畑よりも50 cm
ほど高い場所に建っている。Ｇ家は、居間・客
間・寝室兼用室（Ｌ）、入口の間（Ｈ）、台所（Ｋ）、
寝室（Ｓ）、食料置場・物置（Ｍ）の５部屋からな
り、家屋の床面積は90 m2である。部屋の床には
レンガが敷いてある。平屋建てで、屋根は緩やか
な傾斜がある（図７）。天井はなく、40～50 cm間
隔に渡した垂木の上に葦を割いて網代編みにした
ものを敷き、その上に固めた土が被せてある。壁
はレンガを積み、その外側は漆喰で塗り固めてあ
る。壁の厚さは40 cmほどあり、室内は暑さを感
じない。扉は内側へ押し開き式である。これから
外塀を作るそうで、そのための日干しレンガが西
端の壁の横に積み上げてあった（図７）。
　入口の間（Ｈ）には小麦の袋が積んであり、居

間・客間・寝室兼用室（Ｌ）にはソファー、タン
ス、テレビなどが置いてある。台所（Ｋ）には竃が
２つあり、綿花の茎を燃料に使う。
　家屋の東隣の家畜小屋ではウサギを飼ってい
る。家畜小屋の屋根にはワラが置いてある。飲料
水は家屋の裏にある深さ14 mの井戸からポンプで
汲み上げる。菜園と便所は、隣家の南側の30 mほ
ど離れた場所にある。便所に溜った糞尿は肥料に
使う。
４.２　Ｈ家の平面形態（図６－２）

　コルラ南方の漢族の開拓農場「普恵農場」にある
Ｈ家は、南を向いている。壁の厚さは40 cmほど
で、屋根と壁と床と扉の様式や家具の種類は、Ｇ
家と同じである。Ｈ家は、居間・客間・寝室兼用
室（Ｌ）、入口の間（Ｈ）、寝室（Ｓ）、食料置場・物
置（Ｍ）が２部屋、台所（Ｋ）の６部屋からなり、家
屋の床面積は108 m2である。寝台は寝室（Ｓ）に３
つ、居間・客間・寝室兼用室（Ｌ）にひとつ置いて
ある。台所（Ｋ）には竃があり、燃料は綿花の茎を

図６　沙漠北縁オアシスにおける民家の平面形態.
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使う。入口の間（Ｈ）には冬に使う竃がある。
　家屋の裏に屋根をワラで覆った家畜小屋がある
が、家畜はいなかった。食料置場・物置（Ｍ）のう
ちの左側の部屋に鶏が10数羽いる。
４.３　Ｉ家の平面形態（図６－３）

　アクス南方塔門鎮の沼沢地付近で牧畜と農耕
を営むウイグル族のＩ家の家屋は、南西を向い
ている。Ｉ家は７部屋からなり、家屋の床面積
は138 m2、入口中央の吹抜け（Ｖ）まで含めると
175 m2で、調査した民家の中ではもっとも大き
い。夏季は入口中央の吹抜け（Ｖ）に寝台を出して
寝る家が多いが、Ｉ家はここに玉突き台を置いて
いる。家屋は平屋建て、屋根は平屋根で、天井に
は梁木を40～50 cm間隔で渡した上に葦を割いて
網代編みにしたものを敷き、その上に固めた土が
被せてある。
　７部屋のうち、日常の生活に使うのは、居間・
客間・寝室兼用室（Ｌ）と３つの寝室（Ｓ）であり、
他の部屋は小麦の籾が干してあったり、家財の置
場になっている。母屋から離れた部屋は使用人の
寝室と思われる。厚さ40 cmほどの壁は、レンガを
積んでから漆喰で塗り固めてあり、室内は暑さを
感じない。居間・客間・寝室兼用室（Ｌ）は部屋の
中央から奥側が高さ70 cmほどの木製縁台式の壇に
なっており、その壁ぎわに夜具が整然と積んであ
る。この部屋の入口側にはソファーやタンスなど
が置いてある。扉は内側へ押し開き式である。
　前庭はレンガの壁で囲われており、前庭の半
分をワラで覆い、その一角に石炭が積んである。
この家屋には台所がなく、竃が前庭の左側にＬ字
型に作ってある。前庭から入口中央の吹抜け（Ｖ）
に入る所は２段の階段になっている。入口中央の
吹抜け（Ｖ）の柱間の上部はキノコの笠型をしてい
る。モスクに似せた造形であろうか。
　ナンを焼く竃（Ｎ）は、門から20 mほど出た場所

にある。母屋に接して屋根をワラで覆った作業小
屋（Ｗ）がある。家畜小屋は母屋から50 mほど離れ
た所にあり、その向こうに便所がある。溜めた糞
尿は肥料に使う。
４.４　Ｊ家の平面形態（図６－４）

　アクス南方の衣干期郷にあるウイグル族の農
家Ｊ家は、昨年（1993年）作られた家屋に住ん
でいる。Ｊ家は南東を向いており、入口中央の
吹抜け（Ｖ）を囲んで、居間・客間・寝室兼用室
（Ｌ）、居間・寝室兼用室（Ｌ）、冬の居間・寝室
兼用室（ＷＬ）、台所（Ｋ）の４部屋からなる。家
屋の床面積は69 m2、入口中央の吹抜け（Ｖ）まで
含めると77 m2である。入口中央の吹抜け（Ｖ）の
柱間の上部はキノコの笠型をしている（図８）。夏
季はここの吹抜け（Ｖ）に寝台を出して寝る。前庭
から吹抜け（Ｖ）に入る所は２段の階段になってい
る。家屋は平屋建て、屋根は平屋根で、天井には
梁木を50 cmほどの間隔で渡し、横方向に薄い板
を20 cmほどの間隔で置いた上に葦を割いて網代
編みにしたものを敷き（図９）、その上に固めた土
が被せてある。各部屋の床にはレンガが敷いてあ
る。屋上はワラなどの置場や、洗濯物の干し場に
使う。屋上を歩くと、ごく僅か沈みこむ。厚い敷
物の上を歩くのと同じ感覚である。
　東端の居間・寝室兼用室（Ｌ）の壁ぎわには小
麦の袋が積み上げてある。またこの部屋にはソ
ファーとタンスが置いてあり、奥半分は高さ70 
cmほど高くなっている。中央の居間・寝室兼用
室（Ｌ）も奥半分が70 cmほど高くなっており、絨
毯が敷かれ、壁ぎわには夜具が整然と積んであ
る（図10）。台所（Ｋ）の竃の煙道が冬の居間・寝
室兼用室（ＷＬ）の左半分の高さ40 cmほどの土壇
の中を通っていて、竃の熱で土壇が温まるように
作ってある。壁の作りと厚さ、扉を開く方向はＩ
家と同じである。
　レンガを積んで作った便所は、母屋から10 mほ
ど離れた場所にあり、隣にワラで覆った牛小屋が
ある。屋敷周りは、北東側を除いて、深さ 1 mほ
どの溝が掘ってあり、溝に沿ってポプラ類が植え
てある。このポプラ類は日常の燃料、家畜小屋の
柱、天井の梁木など、多くの用途がある。
　Ｊ家の隣に建築中の家屋があった。この家屋
は、レンガ積みが終わって外壁を漆喰で塗り固め
る前の状態である（図11）。
４.５　Ｋ家の平面形態（図６－５）

　アクス南方の衣干期郷にあるウイグル族の元教
員Ｊ家の新旧２棟は、南南東を向いており、新宅
は1991年に建てた。新宅は５部屋からなり、８人
が住む。家屋の床面積は105 m2、入口中央の吹抜

図７　緩やかな傾斜がある漢族G家の屋根
壁際に積んである日干レンガは塀作りに使う.
（コルラ南方，1994年７月25日筆者撮影）
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け（Ｖ）まで含めると126 m2である。平屋建ての屋根
は、厚さ10 cmほどの土で塗り固めてある（図12）。
　新宅の各部屋の構造と用途は先に述べたＪ家と
ほとんど同じであるが、客間（Ｃ）の奥半分は高く
なっておらず、寝台が置いてある。

　飲料水は井戸水をポンプで汲み上げる。庭の南
東角に石炭が野積みされている。家屋の東側に面
積2.5ムー（17 a）ほどの菜園がある。
　Ｋ家の旧宅は日干しレンガを積み、漆喰で固め
て作った家屋である。家屋の床面積は54 m2で、
庇がついた 9 m2の濡れ土壇を加えると、63 m2ほ
どになる。台所（Ｋ）に竃はあるが、台所の外側に
も竃がある。台所（Ｋ）の隣の部屋は冬の居間・寝
室兼用室（ＷＬ）だったと考えられる。家屋の作り
や外竃があることから見て、この旧宅は、この地
域におけるウイグル族の民家の古い形態を示すと
思われる。
４.６　Ｌ家の平面形態（図６－６）

　アクス南方の衣干期郷のウイグル族の農家Ｌ家
は５人家族で、昨年（1993年）建てた家屋に住ん
でいる。この家屋は南東を向いており、外観・床
面積・部屋の数と形など、基本的な作りはＫ家の
新宅と同じである。この地域の新築家屋には間取
りの基本型があるらしい。

図11　J家近隣の建築中の家屋.
（1994年 7 月28日筆者撮影）

図10　J家の居間・寝室兼用室（L）.
壁際に夜具が積んである.（1994年 7 月28日筆者撮影）

図９　J家の天井.
葦を割いて網代編みしたもので覆ってある.
（1994年 7 月28日筆者撮影）

図12　K家旧宅の平屋根の上と新宅の平屋根.
（アクス南方，1994年 7 月28日筆者撮影）

図８　アクス南方のウイグル族J家の平屋根家屋.
（1994年 7 月28日筆者撮影）
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　Ｌ家がＫ家と異なるのは、台所（Ｋ）が右端の
部屋にあること、台所（Ｋ）と冬の居間・寝室兼用
室（ＷＬ）との間に壁がないこと、部屋のひとつを
食料置場物置（Ｍ）に使っていることである。台所
（Ｋ）と冬の居間・寝室兼用室（ＷＬ）との間には、
高さ50cmほど、幅40 cmほどの漆喰塗りの仕切り
がある（図13）。冬の居間・寝室兼用室（ＷＬ）の
土壇は右半分が40 cmほど高くなっており、羊の
毛で作った黒い絨毯が敷いてある。竃の煙道はこ
の土壇の中を通っているので、竃の熱で土壇が暖
まる。入口中央の吹抜け（Ｖ）には長い縁台が置い
てあり、夏季はここで寝る。
　家畜小屋は、日干しレンガを積み、土を塗った
壁の上に梁木を渡して、ワラで覆っている。この
中に羊が60頭ほどいた。レンガを積んで作った
便所は、右隣の菜園の中にある。菜園には野菜の
ほか、リンゴ・スモモ・モモが植えてある。屋敷
の左端には深さ50 cmほどの溝が掘ってあり、そ
の溝に沿ってポプラ類が植えてある。

５．民家の平面形態の共通点

　ここでは、タクラマカン沙漠縁辺オアシスにお
ける民家の平面形態の共通点を、全体の共通点、
沙漠南縁オアシスの共通点、沙漠北縁オアシスの
共通点に分けて列記する。
５.１　全体の共通点
（A） 南または南東を向いている家屋が多い。
（B） 平屋建てである。
（C） 平屋根である。この平屋根は、ポプラ類の
丸太を天井の梁木にして一定間隔で並べ、葦
を割いて網代編みにしたものを梁木の上に覆
い、その上に壁と同じ土を10 cmほどの厚さ
で塗り固めて作ったものが多い。

（D） 柱は直径15 cmほどのポプラ類の丸太を

使っている。
（E） 窓が小さいので部屋は薄暗いが、壁の厚さ
は南縁オアシスで15 cmほど、北縁オアシス
では40～45 cmあって、室内は暑さを感じな
い。冬季の保温にも有効であろう。

（F） 扉は内側へ押し開き式である。
（G） どの民家にも居間・客間・寝室兼用室と、
冬の居間・寝室兼用室がある。この２部屋を
組み合せた間取りが、この地域の民家の基本
型であろう。

（H） 部屋は長方形である。広さは、日本の尺度
で言えば、６畳から８畳である。ただし、タ
ンスなどの家具や夜具が壁ぎわに置いてある
ので、それほど広いという感じはない。

（ I ） 居間・客間・寝室兼用室と冬の居間・寝室
兼用室は、奥の土壇が通路側の土壇よりも
40 cmほど高くなっており、絨毯が敷いてあ
る。

（ J ） 寝るための部屋には夜具が整然と積み置か
れている。

（K） 台所がない家や、台所があっても竃を家屋
の外壁に作っている家がある。１軒当りの
竃の数は2～4である。台所は新しく付け加
わった部屋のように思われる。

（L） 物置には食料や使わない家具や農具類が雑
然と置いてある。

（M） ナン焼き竃は屋外にある。
（N） 家屋の脇に菜園があって、野菜や果樹が植
えてある。

（O） 屋敷はポプラ類に囲まれているので、適度
な木陰がある。

５.２　沙漠南縁オアシスの民家の共通点
（A） 壁は土壁で、厚さは15 cmほどである。タ
マリックスの枝を柵状に編み込んで、土を塗
り込めた壁もある。

（B） 家屋の南側や東側に高さ40 cmほどの濡れ
土壇があって、ポプラ類の丸太で支える庇が
その上を覆っている。濡れ土壇には絨毯が敷
いてある場合が多い。

（C） 前庭は日当りがよく、ブドウの棚が組んで
ある場合が多い。

（D） 家畜は庭に小屋を作って収容している。
（E） 垣根はタマリックスの枝を並べて作る。
（F） 台所がある家では、母屋とは別棟になって
いる場合が多い。

（G） 冬の居間・寝室兼用室には、在来型の暖炉
か、持ち運べるストーブが置いてある。

（H） 便所が見あたらない。調査時に見落とした
のか、離れた場所にあるのか、そもそも便所

図13　L家の台所（K）の竃.
左側の冬の居間・寝室兼用室の土壇に竃の熱が
伝わるように煙道がついている.
（アクス南方，1994年７月25日筆者撮影）
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はないのか、不明である。
（ I ） 農具は入口付近の屋外に置いてある。
５.３　沙漠北縁オアシスの民家の共通点
（A） 部屋の配置の基本型は横並び型である。
（B） 近年建てた家屋は、間取りに基本型がある
らしい。

（C） 壁はレンガを積んでから漆喰で固めてあ
る。壁の厚さは外壁が40～45  cm、内壁は
40 cmほどである。

（D） 漢族の家屋は、屋根が緩やかに傾斜してい
る。

（E） ウイグル族の家屋には入口中央に吹抜けが
あり、吹抜けの柱と柱の間の上部は、モスク
を思わせるキノコの笠型になっている。

（F） 台所の隣に冬の寝室があって、竃の熱が寝
室に伝わるように、寝室の土壇の中に煙道を
通してある家がある。

（G） 居間・寝室兼用室にはタンス・ソファー・
テレビなどの家具が置いてある。

（H） 便所は母屋からやや離れた所に、レンガを
積んで作ってある。

（ I ） 家畜小屋は母屋からやや離れた所にある。
壁は日干しレンガを積み、屋根はワラで覆っ
ている。

６．家屋の形態からイメージした人々の日常
生活

　タクラマカン沙漠南縁オアシスで平面形態を記
述した民家の住人は、いずれもウイグル族であっ
た。ここでは南または東を向く平家建て平屋根土
壁の家屋が、ポプラ類の高木に囲まれて整然と並
んでいる。建物の柱と天井の梁材にはポプラ類の
丸太を使う。生活するのに最低限必要な部屋は、
居間・客間・寝室兼用室と、冬の居間・寝室・
兼用室である。内側へ押し開き式の戸を開けて
屋内に入ると土間になっているが、幅 1 mほどの
通路部分より40 cmほど高い部分には絨毯などの
敷物が敷いてある。春から秋の間は居間・客間・
寝室兼用室で食事し、休息し、夜は夜具を敷いて
寝る。冬は暖炉がある、冬の居間・寝室兼用室で
生活する。それぞれの部屋は長方形をしており、
広さは６～８畳ほどである。家屋から少し離れた
場所に、ナンを焼く竃がある。春から秋の間の煮
炊きは、居間・客間・寝室兼用室に近い外壁に作
られた竃でおこなう。台所は近年になってから加
わった部屋であろう。土壁は厚く、窓は小さいの
で、室内はやや暗いが、暑さを感じない。平屋根
の屋上は収穫した作物の乾燥場や、洗濯物の干し

場に使われる。家屋の南と東にある濡れ土壇は、
庇で覆ってある。前庭にはブドウの棚があって、
夏は涼しい日陰になる。家畜は敷地内に土壁か
柵で囲った小屋で舎飼いする。家屋と家畜小屋の
周囲は、土壁またはタマリックスの柵で囲ってあ
る。菜園は家屋の奥か横にある。
　タクラマカン沙漠北縁オアシスで平面形態を
記述した漢族の民家は、屋根に緩い傾斜があるの
で、ウイグル族の民家と見分けることができる。
西域の地に移り住んでも、故郷の家屋の形態を固
守する漢族の頑固さを、筆者は感じ取った。
　タクラマカン沙漠北縁オアシスで平面形態を記
述したウイグル族の民家は、南を向いている。平
屋建て平屋根の家屋は日本の一戸建て平屋根家屋
に似ているが、吹抜けの上部にはモスク型曲線の
造形が施されている。近年建て家屋は、部屋の間
取りと壁の厚さに基本型があるらしい。沙漠北縁
オアシスでは、伝統的な形態の民家群の中に新し
い間取りの民家が散見される。新疆ウイグル自治
区の中心都市ウルムチにより近い沙漠北縁オアシ
スに住むウイグル族の人々の間には、新しい生活
様式の波が及びつつあることを、今回の調査で感
じ取ることができた。

７．おわりに

　タクラマカン沙漠縁辺オアシスの民家におけ
る部屋の配置の基本型は、南から日を受けられる
ように、冬の寝室とその他の季節の寝室を東西方
向に並べる間取りであろう。この点ではウイグル
族・漢族とも共通している。筆者が間取り図を作
成したウイグル族の民家の中で、南縁オアシスで
はＢ家、北縁オアシスではＪ家が、もっとも基本
型に近い。基本型の家屋の床面積は50～70 m2ほ
どで、家族構成員の増加や所得の増加に伴って、
横方向へ、さらにＬ字型や別棟を建てる方式で、
部屋数が増えていくことになる。家屋の壁の厚さ
は、南縁オアシスで15 cmほど、北縁オアシスで
は40～45 cmあって、いずれも暑さを感じないの
で、保温効果は大きいと思われる。
　南縁オアシスと北縁オアシスで、家屋の壁の
厚さが異なる理由は分からない。南縁オアシスは
北縁オアシスよりも緯度で５度南に位置すること
と、住民１人当り年間所得が南縁オアシスは北縁
オシスのほぼ半分であることが影響していると思
われ、かつ筆者は後者の理由のほうが強く影響し
ていると考える。
　ちなみに、家屋の間取りとは直接には関わらな
いが、記述しておきたいことがひとつある。それ
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は、どの民家も小麦などの食料が、いずれかの部
屋に山積みしてあったことである。筆者は、いわ
ゆる先進国の都市居住者が忘れている家屋の基本
機能のひとつを、この地で見ることができた。有
意義な調査に参加させてもらったことに感謝して
いる。
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