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特 集
銅板屋根とともに（下）

お　話：斉木益栄氏（㈱小野エ業所　非常勤顧問）
聞く人：大江源一氏（「施工と管理」編集委員長）

命名、村野藤吾

　（社）日本合同センターの『 銅板屋根構法マニュアル』 
を作るための委員会は昭和57年ごろから始まったのです
が、2代目の辰男社長から「お前が行け」と派遣されまし
た。その時に言われたのが「うちでやっていることは全
部発表しろ。銅板仕事は小野だけいい仕
事をしてもはじまらない。他が失敗した
ら何にもならない」ということでした。
腹が太い人でしたね。
　スタンディングシームもこの時に公表
しています。委員会のメンバーだった錺
工事ナカノの中野社長に「これは斉木さ
んの考えなのに出しちゃっていいの？」
と言われた記憶があります。
　それまでは、銅板でもいわゆる立平葺
きの構法でした。しかし、銅板は軟らか
いですから、はぜを締めると片側に引張
られてしまいます。また、アールなどの
屋根では、反対のはぜになったときは切
り返す必要がありますが、これはまずい。
そこで「両側にはぜを作ってしまえばい

先月に引き続き、小野工
業所の斉木さんのインタ
ビューを掲載します。今
月は、斉木さんの印象に
残る銅板屋根についてエ
ピソードとともに語って
いただきました。

新高輪プリンスホテル

い」と始めたものです。それまでは両側にはぜのある構
法はありませんでした。
　この構法を皆さんがはじめて見たのは、新高輪プリン
スホテルの飛天の間の屋根じゃないでしょうか。設計の
村野（藤吾）先生は、屋根の葺き方について希望があっ
たのですが、銅板でやるのは不可能と思えたので、先生
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に「銅板は紙じゃありません。0.4や0.5の材料
では先生のおっしゃるようにはできません」と
申し上げたんです。
　先生はそれでも「できねえかなあ…。あんた
何かいいものないか？俺は細い線にしたいん
だ」とおっしゃる。それで提案したのがこの構
法で「これですと見える幅が1cmぐらいになり
ます」と申し上げたら、「おもしろいなあ。見
本を作れ」というのが始まりでした。名前につ
いても村野先生に「はぜが立っているから、ス
タンディングでいいじゃないか」と言っていた
だいた記憶があります。

新高輪プリンスでは、先生に粘上で作った模型を見せ
られまして「こりゃあまいったなあ…」と思いました。
「先生どうするんですか？」と申し上げたら、「どうする
んでもない。屋根を葺くんだぞ」って（笑）。写真を見て
いただければ分かりますが、四方から谷が入って落し口
は2ケ所しかありません。谷は全部はぜ組みしてハンダ付
けをしています。はぜ組みをしてハンダを付けるという
のが、谷には一番いいと思いましたね。谷の下にはルー
フイングを張っただけで何も入れていません。
　ハンダ付けの部分は全てはぜ組みです。はぜを組めな
い部分は重ねチャンチャンですが、それ以外は、一度両
捨てハンダをしておいてから、重ねてチャンチャンをし
て、再度上からハンダをつけます。そうしないとハンダ
が中まで浸透していきません。重ねてチャンチャンして
も、せいぜい1cmくらいしか中に入りません。ようする
にハンダでめっきをして重ねてしまうのです。こうすれ
ばなかなか切れません。…ところが職人さんはやりたが
らない（笑）。こういう時は、そばで見てなきゃいけませ
ん（笑）。
　落し口はメーター板で作りました。水が相当溜まって
もいいところまで1枚です。そこに平葺きのはぜが全て掛

たので、下に3mm程度のゴム防水を設けました。防水層
に釘を打って大丈夫かを確認するために、見本を作り水
を張って半年問そのままにして置きました。

かるようにしてあります。
　屋根葺きは、そんなに難しい作業ではありま
せんでした。ただ、墨出しが大変でした。職人
任せにはできませんから、こちらで納得する線
を出してやって葺いてもらいました。普通の線
で作って屋根を葺くのではなく、レべルを出し
て型を取り、型に合わせて屋根材を作って張っ
ていきました。
　新高輪プリンスでは厨房の屋根工事もやって
います。これも村野先生の設計なのですが、約
500㎡の屋根ですが、勾配が1寸あるかなしです。
それを銅板の平葺きでという指定でした。「先
生、平葺きは勘弁して下さい」と申し上げても
「どうしても銅板を使いたい」ということでし

　村野先生には色々と勉強させられましたが（笑）、まだ
新高輪プリンスの仕事はよかったんです。この後に出光
迎賓館の屋根をやったのですが、これは屋根の中間にダ
ムが作ってありました。屋根の途中に堰き止めがあって、
そこから先がまた屋根になっていました。この場合は、
メーター板で全て捨てを葺いて、上は化粧で葺きました。
吊子は全部ハンダ付けです。釘止では穴が開きますから
ね。この建物では村野先生の仕事は、もう懲りたと思い
ましたね（笑）。
　あと村野先生の設計で印象に残っているのは、宝ケ池
プリンスホテルですね。これは庇部分の屋根の流れが微
妙なアール形状になっている上に建物が円形です。構法
はスタンディングシームで長さは1m200 程度でした。当
初は安易に考えていたのですが、ロール成型でやろうと
すると、これがなかなか上手くいかない。最初は手回し
のロールを作ったのですが、これはダメ。次にロールを

ハンダと墨出し

私の宝物

宝ケ池プリンスホテル

大阪城
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コンピュータで…この時に初めてコンピュータを使いま
した…R部分を制御しながら絞っていくようにしたので
すが、今度は立上げ部がべコべコしてしまう。
　最終的にはロールの脇に歯車をつけて、立上げ部の伸
び縮みを自由にできるようにして、なんとかクリアーし
ました。おかげで、この現場では足こそ出しませんでし
たが、利益はありませんでした。その記念に成型機を工
場に取っておいたのですが、いつのまにかスクラップに
出されちゃいました（笑）。
　村野先生とは長いお付き合いだったので、先生が亡く
なられた時に追悼文集に私も少し書かせていただきまし
た。その際に先生の事務所から村野先生のスケッチ集を
頂戴しました。これは私の宝物です。

　設計の先生は自分の思う通りの線を引きますから、そ
れに我々がどう応えられるかでしょうね。それがこの仕
事の面白味だと思います。設計の図面通りにやっていい
ものかどうかの検討から始まり、先生方との打ち合わせ
もよくやりました。
　中には残念に思える経験もしました。ある建物の設計
図を見て「この屋根は絶対に雨が漏る」と思ったもので
すから、ゼネンコンさんとの打ち合わせの席上で「うち
ではできません」と言い切ったんです。ゼネコンさんも
「小野が漏るといっているんじゃしようがない」と言っ
てくれて、設計変更をお願いすることになりました。
　ところが、設計の先生は「漏ることは分かっている」
という反応でした。「小野が漏ると言うのなら、漏らな
い方法を考えろ」という言い分です。結局、ゼネンコン
さんが二重防水のような格好で屋根を葺く方法を考えて
施工したのですが、10年ほどたった後で失敗であること
が判明し、屋根を葺き替えています。

　この他にも幾つか思いで深い建物があります。まず、
岐阜の高山にある崇教真光世界総本山。これは屋根を黄

金色にしなければいけませんでした。最初に考えたのが
銅板の光干渉で金色に見せる方法で、これはなかなか良
い色が出ました。しかし、ハンダ付けをしようと塩酸をチ
ョッとでも垂らすと、光干渉膜が流れてしまい使えませ
んでした。次は真鍮板。これは思うような色がない。金め
っき…銅板に30ミクロンの金をクラッドすること…まで
考えました。
　最終的にはある業者さんから提案のあった丹銅に決ま
ったのですが、それからが大変。丹銅は銅が90％、亜鉛が
10％の合金です。ただでさえ、銅は伸縮により問題が出や
すい素材なのにさらに亜鉛が加わるのですから、もっと
伸縮の影響が大きくなると考えられました。
　どう対策を取ろうかずっと考えていたのですが、夜中
に眼が覚めて「木羽葺き形式にしちゃえ」という考えが
浮かんだのです。はぜを付けずに重ね葺きにすれば、伸
縮は逃げられますからね。縦はぜを組むと伸縮の影響が
出ますから、はぜを付けずに働き幅の1/2 の600で重ねて
いく方法です。二重葺きですから1寸勾配でも漏りませ
ん。この辺りは昔の木羽葺きの経験が生きたのかもしれ
ません（笑）。
　単に平板を重ねると毛細管現象で水を吸い込みますか
ら、屋根板にさざ波をつけました。実験したら50mm程度
しか吸い込みませんでした。単に板を重ねた方法ですか
ら、他にも実験で色々と確認をしました。－28℃の冷凍庫
での凍結実験、風洞実験などできる研究は全てやりまし
た。谷どいも幅が2mありましたので、0.6mmの銅板で巻き
はぜを組んで裏ハンダをしています。板も直角に折った
ら絶対ダメですから、単管パィプで治具を作って折らせ
ました。
　丹銅は亜鉛が人っていますから色が変わりやすいので
す。銅よりも緑青が出ます。このため、何とか色が変わ
らない方法も考えなければいけませんでした。最終的に
インクララック塗装を施すことにしました。これはある
錺工事（ナカノ）さんがやった栃木県の知事公舎の屋根を
見て決めました。
　インクララックは塗膜の密着が良く銅板には最高に良
い塗装ですが、塗膜がすごく硬く曲げると割れてしまい
ます。このため屋根材の成型と塗装を2度に分けて行いま
した。1度成型したものを塗装工場で塗装し、再度成型し
てまた塗装しています。

残念なこと

丹銅を屋根に納める

古い銅板を再使用する

崇教真光世界総本山

　大阪城の改修工事は別の意味で苦労しました。これは
新しく何かを考えてやるというものではなく、昔の銅板
をそのまま使うという仕事でした。屋根に使われていた
銅板は0.6mm程度のもので、再使用でききるかどうかを1
枚剥がして調べたのですが、数ミクロン位しか減ってい
ませんでした。充分再使用できる状態で、実際90％程度
は再使用しました。新しいもので葺いたのは1割程度…
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ということで改修を始めたのですが、これが何とも（笑）。
　例えば、銅板の緑青色は大阪城のシンボルということ
で残さなければいけませんでした。ところが鳩の糞が相
当付着しており、これをきれいにする必要がありました。
工業用の掃除機で吸い取れば、鳩の糞など簡単に取れま
す。しかし、緑青まで剥がれてしまう。それじゃダメとい
うので、家庭用の掃除機で1枚、1枚やりました。使われて
いた屋根材は銅瓦といって1枚の大きさが瓦程度のもので
す。それが約5万5千枚ありました。これを全て剥がして、
清掃したものを叩いて直して再使用しています。
　錺金物の金箔も1000枚で30gという特別なものを使っ
ています。金箔は普通、1000枚で28gが最上品といわれて
おり、ここで使ったのは特別な業者しか作れない金箔で
した。墨も大変良いものを使い、日本酒を使って擦ってい
ます。日本酒を使うと水で擦るよりも、艶が良くなるそう
です（笑）。 

　しかし従来の屋根はほとんどの谷が雪で起こされてい
るなどの故障も見られましたから、谷のはぜの位置や方
向など安全上重要と思われる部分については事故が起き
にくいように、こちらの要望どおり変更していただきま
した。

　それと横浜開港記念館の修復でしょうか。この建物は
関束大震災で上部が飛んでしまったままになっていまし
た。これを復元しようということになったのですが、当
時の図面は無く、写真が残されていただけでした。元の
柱などは残っていましたからそれで寸法を押さえて、写
真と照らし合わせていきました。天眼鏡で写真を見なが
ら「これはこうかな…。こうしなきゃダメかな」といっ
た感じで銅板の部分を復元していきました。
　その作業も大変でしたが、工事の終わる時期になって
職人さんが間に合わなくなり、私も部下を連れて現場で
2晩徹夜。大事な所のハンダ付けは私がやりました（笑）。
　完成したときに偶然、図面が出てきたんです。建設した
ときに監督をされていた方が亡くなり、そのご自宅から
図面が発見されたそうです。その図面を元請の清水建設
の方が持ってきて比べたのですがバッチリでした（笑）。
天眼鏡を見ながら作り上げたものと図面が全く一緒でし
た。作り話のようですが、これは最高の経験でしたね。
まぁ図面がもっと早く出てきていれば、仕事は楽だった
でしょうけど… （笑）。

　日光田母沢御用邸の改修工事も印象に残っています。
この建物は、大正天皇のために建てられたもので、先の
戦争中は現在の天皇陛下が疎開されておりました。とて
も素晴らしい建物です。当初の屋根は柿葺きでしたが、
それを昭和6年から8年の3年間掛けて銅板に葺き替えてい
ます。この屋根の改修を担当しました。
　屋根の総面積は6.600㎡程度ですが、何棟もの勾配の違
う屋根が全て谷と棟でつながれています。葺き足は
60mmほどです。最初は定尺四つ切で葺き足130mmでの改
修を考えたのですが、「昔のままに改修」という方針でし
たので、葺き足などは従来のものに合わせました。

改修工事での気づかい

相模ーノ宮寒川神社

鶴見総持寺三松閣

天眼鏡で復元する
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れはこれで大変なんです。大森（健二）先生は気に入っ
た職人の都合がつかなかったら、「俺はあの職人じゃなき
ゃダメだから」と言って、屋根の工期を1ヵ月延ばしてし
まいました。現場は屋根にシートを掛けたまま1ヵ月スト
ップ。これには驚きました。忘れられませんね。
　あるお寺の住職さんから「あの人なら安心」と思われ
ている職人の手が空かないので、「1ヵ月後なら」と申し
上げたら、それでもいいということになって6月一杯で終
える予定の仕事が、これから着工という事態になってま
す（笑）。（注：インタビューは、平成15年7月に行いました。）
　先生方に気に入ってもらえる職人というのは、技術が
優れていることは当然ですが、自分たちがやっている仕
事に対して、先生から「これは、どうなっているの？」 と
いった質問を受けたときに、丁寧に自分の仕事を説明す
る人のようですね。

　これまでにお名前をあげた以外にも谷口（吉郎）先生
や内井（昭蔵）先生など様々な設計の先生方とお付き合
いさせていただきましたが、先生方がやりたい形をこち
らで読取っていこうとする姿勢が大切です。杉山（隆）
先生などは、「俺の設計はいつも難しくてごめんなさい」
などと笑っておられますが、そういう仕事をやらせても
らえたのは、やはり得がたい経験ですね。吉田五十八先
生のお仕事で、先生の指名で当社が施工する仕事の模型
をたまたま他の業者がやってしまったら、現場に来て一
目見るなり「これは小野さんが作ったんじゃないね」と、
すぐにうちの職人を人れて作り直し。こういったことも
ありましたね。
　うちの若い社員も先生方とお付き合いを始めています
が、少し困ると［会社に帰って斉木と相談します」など
とやっては「いつまでも斉木に頼っているようではダメ
だ」なんて言われているようです（笑）。でも、彼らは
「この仕事が楽しい」と言います。同じ仕事でありながら
全て変化しているから楽しい、と。難しい仕事でも何と
かしようという気持ちで仕事をしていますから、私も彼
らには期待しています。どう育っていくか楽しみです。
　私たち専門業の技術者として、お客様（設計者）の描
く構想に少しでも近付けられるように、研究と努力が必
要かと思っております。

　社寺建築の銅屋根とこういった建物での銅屋根は少し
性格が異なります。社寺の銅屋根にも特有の難しさはあ
りますが、うちには経験豊富な職人さんがたくさんいま
す。彼らは社寺については良く知っていますから、任せ
ておいても大丈夫。私が出る幕は、ほとんどありません
（笑）。ところが、今まで申し上げたような建物は、職人
さんはそれほど経験できるわけではありません。こうい
う建物の屋根を銅板で如何に作り上げるかを考えるの
が、私の仕事であったように思えます。
　小野には設計の先生に気に入っていただいている職人
が結構います。これは職人冥利に尽きることですが、こ

職人冥利
若い人への期待

横浜開港記念館

日光田母沢「旧御用邸」


