南アジアの現代瓦に関する覚書
A Note on the Roof-tiles in Modern South Asia
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In this paper, the author deals with the roof-tiles made and used now in modern
South Asia. The history of roof-tiles in South Asia has not been paid proper attention so
far, although E.S. Morse discussed about them more than a hudnred years ago. Besides
the roof-tiles in ancient times, the modern roof-tiles can also provide valuable informa
tions for the study on the history of出em.

1

はじめに

南アジアでは、前1世紀頃に北インドで瓦が創出され、後3世紀頃までに南インドにまで同
ーの形態的特徴を持った瓦が広がる。6世紀頃になると古代瓦の表退が起こり、 北インドの古
代瓦の系譜はネノミールの一部（カトマンドゥ盆地周辺） に受け継がれるものの、 北インドでは
みられなくなる。 10世紀以降には、 東インドに瓦の使用が散見されるが、 それらはフラット
タイルと呼ばれるもので、 北インドの古代瓦との系譜的つながりを持たない［大谷1998］。
このようにみると、南アジアにおける瓦は連続的な発展というよりも断続的な消長をたどっ
てきたものと想定することができる。
一方、 現在の南アジアでは、年間降水量が800mm以上となる地域で、 広く瓦の使用がみら
れる［Bos (ed.) 1961］。 以下にみていくように、 その形態は古代あるいは中世のものとは大
きく異なるものであり、 これまた古代・ 中世との断絶を示している。
ここでは、筆者がインドでの滞在に際して得ることのできた現代瓦に関する知見について紹
介し、 南アジアの瓦の歴史を研究していく上での一つの足掛かりとしたい。

2

現代瓦の形態と分布
筆者が実際に観察することができたのは、ウッタル・プラデーシュ州、ビハール州西部、マツ

ディヤ・ プラデーシュ州、 ラージャスターン州南部である （第1図）。 瓦の分布する地域から
みると、 おおむね北半部に相 当する。 瓦の形態と分布をみると、 明確な地域性の存在をみてと
ることができる。

①丸瓦・平瓦併用型
丸瓦と平瓦を併用するいわゆる本瓦葺で （第3図－ 1) 、 ウッタル ・ プラデーシュ州中央部
に分布する。丸瓦は半円形、 平瓦は横長の矩形で、 両側縁を折り曲げて立ち上げる（第2図）。
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軒瓦の使用はみられない。 シュラー
ヴ、アスティーでの事例では、 瓦の製
作に離櫨は使用されず、 当て具によ
る叩き伸ばしと型の使用によって製
作するI)（第3図－2）。ヴ、アーラーナ
シーから北にシュラーヴ、アスティー、
さらにはネパール領内の平地部 （い
わゆるタライ地域） に広がっている。

②丸瓦型
丸瓦のみを使用する地域で、 半円
筒形の丸瓦を用いる（第3図

3 ・4）。

ピハール州からウッタル・ プラデー
シュ州東部に分布するが、 ピハール
州の北部とビハール州の中央部では
用いる瓦の種類に違いがみられる。
すなわち、ピ、ハール州北部では、半円
筒形の丸瓦のみを使用するのに対し

第I図 調査地分布図
（実際に五葺建物を見学できたところ）

て、ピ、ハール州中央部では、丸瓦のほ
かに軒瓦、 棟瓦を使用する特徴がみられる （第2図）。 製作には、 離櫨が使用されており （第
4図

1）、 離櫨で円筒形を成形し、 半乾燥後に形崩れの補修を行い、 ナイフで切れ込みを入れ

て分割線を入れる。乾燥した段階で分割線を利用して半裁し、野焼き技法で焼成する（第4図
- 2) ［下鶴 ・ 深野編1999］。

③平瓦型
平瓦のみを使用するもので、マッディヤ・プラデーシュ州からラージャスターン州南部に
分布する。 縦長の略矩形の板状を呈し、 両側縁に立ち上りをつくっている （第2図）。表面
にはユピナデを施す。 胎土が粗く、 っくりも粗雑である。 第1 段目に表面を上にして並べ、
第2段目に裏面を上にして1/2ずらして並べる。外観上も見栄えが悪く、 瓦の安定性も低い
（第 3 図－5 ・6）。

3

現代瓦が提起する問題
古代瓦と比較すると、形態・葺き方の上で差異は明らかであり、古代瓦の延長線上に発展し

てきたものではない可能性が高い。とすると、 その出現時期が問題となるが、E.S.モースが確
認した1880年代には確実に存在していたことがわかっても［Morse 1892］、 それ以前にどの
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第2図 瓦実測図（網掛け部分は使用による汚れ）
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第3図

各地域の瓦葺屋根

1：；丸瓦・平瓦型（ウッタル・ プラデーシュ州シュラーヴァスティー）、 2：シュラーヴァスティー
の瓦製作、 3•4：丸瓦型（ピハール州ヴァイシャーリ一）、 5・6：平瓦型（5：マッディヤ・ プラ
デーシュ州ベースナガル、 6：ラージャスターン州ウダイプル近郊クンパールガル）。 1にはかつて
村落で生産されていた小形瓦と近年地方中核都市で生産される大形五がみられる。 また、 6には伝
統的な平瓦（奥の建物）と近年の桟瓦（手前）の併用をみることができる。
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第4図 丸 瓦型地域における瓦製作(1：轄瞳による成形作業、 2：野焼風景）

第5図

ビハール州における桟瓦（左：桟瓦と棟瓦、 右：窯）

程度さかのぼるのかは明らかではなく、したがって、 その起源は明らかにならない。 古代瓦が
衰退したのち、住居建築の屋根がどのように変化したのか考古資料からは明らかにならないが、
中世のある段階で現在用いられている瓦が創り出され、 村落地帯に普及したのであろう。
ここで注目されるのは、ヨーロッパの瓦との関係である。 丸瓦・平瓦を併用する本瓦葺およ
び丸瓦のみを組み合わせる瓦葺は、その葺き方だけでなく、形態的にも地中海ヨーロッパのも
のと共通性がみられる。現状では即断できないが、ヨーロッパ諸国の進出と植民地経営の過程
において、 地中海ヨーロッパ型の瓦が持ち込まれた可能性を想定することもできる2）。 南アジ
ア内部だけでなく、 他地域との関連性も視野に入れておく必要があろう。
瓦の有無は、大きくみて降水量との関係が深 いと考えられる。先述のように、現在の瓦の分
布は年間降水量が800mm 以上の地域を中心として広がっている。 降水量が比較的 少ないパン
ジャープ州域では瓦の使用はなく、陸屋根である。 パキスタン北部も同様で、ラホールではこ、
く一部の建物に丸瓦・平瓦併用型の家屋が存在しているが、全般的に瓦の使用は認められない。
また、瓦を使用する地域における、瓦の形態や葺き方の違いは、それぞれの地域の降水量の
違いや文化的な地域間のつながりに起因すると考えられる。少なくとも筆者が見学し得た範囲
では、 瓦の種類および葺き方には明確な地域性がみられる3）。 また、 瓦の種類の違いは瓦の製
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作技法とも関わっている4）。 丸瓦・平瓦併用型のシュラーヴ‘ァスティーの土器職人（かつては
瓦も生産していた） の話によると、 丸瓦のみの瓦葺の存在については知っているが、自分たち
のところでは丸瓦と平瓦を併用すると主張しており、 その言葉の裏には、瓦の種類と葺き方が
地域の文化伝統として認識されていることが窺われる。
また、 瓦は建物の概観を決定する上でも重要な要素であり、実際、 一つの村の中でも建物の
機能の差異5） や経済的な理由から、 瓦が葺かれる建物と瓦を用いない建物が混在している。 瓦
はより恒久的な建物に用いられており、人々の意識の上でも瓦の有無は社会経済的なシンボル
として機能している可能性も考えられる。

4

おわりに
今回取り上げた瓦は村落文化に根をおろした 伝統的瓦ということができるが、近年次第に伝

統的瓦は衰退もしくは変容を余儀なくされている。例えば、シュラーヴ、アスティーでの事例で
は、 かつては地域の土器職人が瓦も製作していたが、 近年は採算の問題から、 中核都市での生

産 ・供給体制に移行しつつある6）。

ビハール州では、 地域で生産される伝統的瓦とともに、 よ

り生産効率を上げるための垂直焔ロストル窯を使用する工房が村落地帯でも展開しつつあり
（第5図）、 都市部からそうした工房で製作された桟瓦を使用するようになっている7）。 そうし
た桟瓦はグジャラート州のアムダーバードなどの都市部でもみられ、伝統的瓦に対抗する存在
になっている。
一方で、依然として土器職人が瓦の生産に従事 している地域もあり、 伝統的な村落における
瓦のあり方を維持している。いずれにせよ、瓦は伝統的な村落における生活文化の一部であり、
インドの村落文化を特徴づける一要素となっているといえる。次第に消え行く方向性にある現
代村落の瓦をさまざまな形で記録していくことが、南アジアにおける瓦の歴史の研究にとっ て
重要であろう。
今回は筆者の見学し得た範囲での紹介にとどまったが、 今後多くの事例の収集と体系的な検
討を進めていきたいと考えている。 ことに、 上原真人氏が指摘するように、世界各地の瓦の比
較による歴史研究の必要性［上原1997・1999］ を念頭に置くとき、 南アジアの瓦研究の重要
性 が より明確になる。現在の南アジアの瓦の位置づけ・評価もまた、 そうした研究に大きく寄
与できるものと感じている。

小稿は2000年12月のインド考古研究会例会において筆者と大谷宏治氏の連名で発表した
内容のうち、筆者が担当した部分をまとめたものです。例会 の席上では参加者の方々から多く
の貴重なご意見を賜りました。また、小磯学、 大谷宏治両氏からは文献に関してご教示賜りま
した。 記して深謝いたします。
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E王
1） ヴ‘ァーラーナシーの北約lOOkmのところにあるニザーマーバードでペリーマンが撮影した住居の屋
根の写真［Perryman 2000］をみると、 丸瓦は糠櫨で製作した円簡を半裁したものであり、 丸耳の
製作に糠櫨を使用する技法も存在している。丸瓦の製作における線櫨使用の有無が明確な地域性を
持つのかどうか判断し得ない。
2）植民地化による瓦の伝婚については、 モースによって説かれている［Morse 1892］。 ここではその可
能性を記したが、植民地経営の拠点となった港湾都市（ムンパイ一、 カルカッタなど）だけでなく、
村落地帯にまで広く分布している状況は、仮に植民地経営の拠点を通した瓦の伝播を認めるにして
も、南アジア内部での拡散の要因を別に考える必要がある。あるいは南アジア内部での独自の起源・
発展を考えることも可能であろう。
3）モースの研究には、 ムンパイー（ボンベイ）で撮影されたという写真に依拠した瓦葺のスケッチが掲
載されているが、 それは丸瓦のみを用いるもので、 かつビ、ハール州中央部にみられる軒瓦が描かれ
ている。 また、 小磯学氏のご教示によると、 平瓦型のラージャスターン南部に接するグジャラート
州では丸瓦のみが使用されている。 このように、今回取り上げた地域以外に目を向けると、 また異
なる分布のあり方が存在しているようで、 瓦の種類と葺き方にみられる地域性については、今後の
調査によって改めて論じる必要がある。
4）ラージャスターン州南部からウッタル・プラデーシュ州、 ビ‘ハール州では、 糠櫨による土器製作が共
通して行なわれており、 またマッディヤ・プラデーシュ州カジュラーホーでは回転台を用いる。 こ
のように、土器製作と瓦製作の技法は必ずしも一致しているわけではない事実は瓦の起源とその分
布を考える上で興味深い。
5 ）夏季 （雨季前、 4～6月）には、 藁葺の風通しのよい建物が好まれる傾向がある。 また、 仮屋的な小
屋建物には藁葺が多用される。 ただし、 藁葺は雨季には機能せず、 頻繁に葺き替える必要があるた
め、 より恒常的な建物には瓦葺の建物が用いられる。
6） シュラーヴ、アスティーでは、 20km離れたパルラームプルや40km離れたパハーライチといった地方
都市で生産された瓦が用いられるようになっているが、かつて村落で土器職人が製作していたもの
よりも一回り大きな瓦を用いている。これは瓦の大形化によって一枚の瓦で葺くことのできる面積
を広げることによって、 使用枚数を少なくする工夫であるという。 また、 ヴ、アーラーナシー近郊で
も、 土器職人による瓦生産から工場での集約的生産へと移行しつつあるという［Perryman 2000］。
瓦生産体制の変容に加えて、 コンクリート建築が村落地帯でも普及し始めており、 コンクリート建
築では陸屋根を採用する傾向にある。 この場合、 瓦はまったく使用されず、 瓦の使用自体に衰退の
方向性がみられる。
7 ）ビ、ハール州ヴァイシャーリー近郊で見学した工房では、 桟瓦の成形にはプレス機が用いられている。
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