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■論文

歴史的町並み景観の屋根葺き材料の変化に伴う

瓦の代替品の検討

Study on Alternatives to Kawara Related to Change of Roofing Materials 

in Historical Townscapes 

藤居由香＊増井正哉＊＊

Yuka FUJII* Masaya MASUI** 

Abstract : The purpose of this study was to clarify the current states and issues of production and consumption of roofing materials and 

substitute products for preservation of roof landscape. A questionnaire survey was distributed to 97 local municipalities that manage 

preservation districts and 76 agencies replied. Also, interview surveys were conducted with five industry groups and ten production 

companies. The result of the questionnaire survey shows a remarkable increase and decrease of the amount of traditional and current 

roofing materials as well as a decrease of cement tiles the roof scenery of those districts. The result of interview surveys shows that kawara 

is widely used from housing to cultural properties; the location of the soil used for baked kawara has changed to another prefecture; 

kawara manufacturers are decreasing; and contractors have a decisive influence on kawara consumption. Based on the above, this study 

examine substitute roofing products of kawara as necessary materials to preserve roof landscape. Glazed kawara imitating a smoked 

kawara and smoked kawara that looks old-fashioned, prioritizes roof landscape over other manufacturing methods and performance. 

Substitute products related to shape and construction work are kawara that combines two pieces used for hon-gawarabuki. Manufacturing 

substitute products for san-gawarabuki, and san-gawara that has made either right or left side sharp are examined as well. In addition, the 

role of mold making for keeping the shape of the kawara and its maintenance is important. 

Keywords : Roofing Materials, Substitute Products, Kawara, Landscape 
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1．はじめに

住宅建材のうち外観上，大量に使われているものの一

つに屋根葺き材料がある。屋根を性能上優れたものにす

る材料であることは当然ながら，周囲との調和を図る景

観にも影響を与える。本研究では景観に寄与する景観材

料に焦点をあてた。屋根景観を考える上で，屋根を葺＜

工事には大きく分け，材料にあたる屋根葺き材料の素材

及び製品の使用と，職人と工事にあたる屋根の施工とい

う二つが含まれていると捉えた。

屋根研究ば性能に関わるものが主で，景観材料として

扱う既往研究は少ない。先行研究を葺き材料別にみると，

茅の需要供給において小規模茅場が稼働率と生産量から

供給を担っている現状と，茅場周辺地域への茅供給機能

を示した l)もの，茅の生産・茅葺き職人育成に加え，販

売のための規格調整と販路を扱った2)ものがある。他に，

瓦産業の製造工程3)をはじめとした一連の研究，近隣の

瓦産地が滅失した地域の赤瓦の残存状況の分布調査仇

＊島根県立大学人間文化学部＊＊京都大学大学院人間・環境学研究科

セメント系と天然スレートの屋根藉き材料生産の変遷で，

高価な輸入材から低価格の国産化移行が普及の要因とい

う共通点りを示したものなどがある。

これらの先行研究では，単ー地域での一種類の葺き材

料を取り上げたものが多く，多様な屋根葺き材料の変化

を網羅的に扱った研究はほとんどない。また， もともと

地域で生産された材料が屋根には葺かれていたが，その

生産の減少により，材料の生産される場所と使用される

場所との関係性が変わってきた。これまでの景観維持の

ための葺き材料の使用にあたり，入手できない材料を代

替品の生産という視点でみた研究も少ない。

そこで本研究では，第3章で調査対象地を伝統的建造

物群保存地区とし，保存計画等に伝統的建造物群の特性

として記述された段階を，本論文では従前の状況と扱い，

現在の状況との比較から屋根葺き材料使用の変化を明ら

かにする。特に，伝建地区の保存計画において，建造物

群の特性として製造方法や葺き方の保全継承が図られて

いる屋根葺き材料である瓦の重要性を示唆することを目
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指す。瓦は，一般住宅から文化財建造物まで幅広く使わ

れており，景観全体への影響が大きい屋根葺ぎ材料であ

るが，産地が減少し厳しい状況に置かれている。第4章

では，伝建地区で必要とされる同等材となり得る瓦の確

保のために，瓦生産を取り巻く状況を明らかにする。第

5章では，伝建地区で必要とされる同等の葺き材料とし

て瓦の代替品には， どのような仕様が求められるかの検

討を行う。

このように本研究では， どのような代替品が必要かを

把握するために屋根葺き材料使用の変化を明らかにし，

代替品となり得る瓦の生産を取り巻く環境を調べた上で，

景観材料の視点から代替品の検討を行うことを目的とし

た。

2.研究方法

2.1屋根葺き材料の使用実態に関する調査票調査

屋根葺き材料の変化や選択に関して状況の把握ができ

る調査対象地として，伝統的建造物保存地区（以下，伝

建地区と略す）を選んだ。その理由は，都市計画決定さ

れた地区にある建造物の屋根の傾向を自治体が継続的に

掴めていることと，景観の維持保全のために景観材料の

代替品の検討が可能だと考えられるからである。

伝建地区の屋根葺き材料の実態を明らかにすべく，行

政担当者へ記述式（一部択ー式）の調査票調査を実施し

た。調査項目に，葺き材料の種別の増減の実態，現在は

入手困難な材料，施工の変化を尋ねる設問を設けた。

Table 1 業界団体を対象とした聞き取り調査

Interview survey to kawara industry group 

業界 団体名称 取り扱い材料 調査時期

製品 全国いぶし瓦組合連 燻し瓦
2019年3月

Aロムコ

製品 全国陶器瓦工業組合 釉楽瓦

連合会（加盟4団体 （一部の燻し瓦製 2017年9月
のうち石州瓦工業組 造企業が含まれて 2019年3月
合に聞取） いる）

施工 全日本瓦工事業連盟 瓦全般 2019年1月

施工 日本伝統瓦技術保存 文化財に葺＜瓦
2018年12月

A 云 （古瓦を含む）

出版 日本屋根経済新聞社 屋根葺き材料全般 2019年1月

Table 2 事業所を対象とした聞き取り調査

Interview survey to kawara production company 

企業名（所在県） 種別•特徴 施工 生産 調査時期

①小原製瓦 燻し瓦：

（高知県） 左桟瓦 ゜゜
2018年9月

②藤瓦興業 燻し瓦：

（愛媛県） 再焼成瓦

゜゜
2019年1月

③奈良瓦セソタ 燻し瓦：

（奈良県） 文化財瓦

゜
2017年9月

④石野瓦工業 燻し瓦：

（奈良県） 古瓦施工 ゜
△ 2017年9月

⑤丸上瓦工業 燻し瓦：

（島根県） 左桟瓦 ゜
△ 2017年6月

⑥日之出工業 釉楽瓦・燻し

（広島県） 瓦：ネット販売

゜
△ 2017年9月

⑦丸栄陶業 釉薬瓦・燻し

（愛知県） 瓦：両方製造

゜
2017年6月

⑧丸惣 釉薬瓦：

（島根県） 混葺き瓦

゜゜
2017年9月

⑨亀谷窯業 釉薬瓦：

（島根県） 文化財瓦 ゜
2017年11月

⑩イズコン 燻し瓦・

（島根県） セメント瓦
△ △ 2018年6月

〇印・一印：現在の取り扱いの有無，△印：過去の取り扱い

調査対象は平成29年12月現在， 117箇所ある伝建地区 あたっては，取り扱う瓦が景観材料になり得る特徴的な

を有する全ての市町村97自治体の担当者とした，調査 形状や色彩，特別な製造技術を持つ瓦の生産または施工

期間は平成30年1月9日～3月19日，調査票配布は郵送し， に携わっていた企業のうち，聞き取り調査及び製造工程

回収は郵送と一部電子メールによる。回答は対象97自 の現場確認の許可が得られた事業所を調査対象とし，

治体のうち76市町村の担当者から得られ回収率は78.4% 2017年6月～2019年1月にかけて実施した (Table2)。

であった。調査結果は第3章で述べる。 瓦生産の聞き取り調査結果を第4章，聞き取り調査を

2.2瓦の生産に関する聞き取り調査

屋根葺き材料の生産上の課題を把握する上で，今後も

一般住宅の屋根葺き材料として一般に使われる景観材料

として，瓦の生産を取り上げた。生産実態を明らかにし，

代替品の検討を行うために，業界団体への聞き取り調査

と，個別の生産業者への聞き取り調査を実施した。

屋根葺き材料の生産と屋根工事に関わりのある瓦の業

界団体の中で全国規模の団体を調査対象とした (Table

1) 。現存の業界団体への聞き取り調査は， 2017年9月

~2019年3月にかけて実施した。

次に，瓦を生産中または過去に生産していた事業所へ

の聞き取り調査を実施した。対象とする事業所の選定に

踏まえた景観材料の代替品検討内容を第5章で述べる。

3.屋根葺き材料の変化

3.1伝建地区にみられる屋根葺き材料の変化

屋根葺き材料の変化について明らかにするための伝建

地区の調査票調査を実施した。修理事業の実施により旧

状に復するための屋根葺き材料の確保が検討される伝統

的建造物（以下，伝建物と略す）と，伝統的建造物以外

の建造物（以下，伝建外と略す）に分けて，伝建地区の

特性と比較し，屋根葺き材料の近年の増減を自由記述で

たずねた。

屋根葺き材料に変化があった自治体の回答（複数回答）
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を素材別に，茅や木材の植物，鉄・銅・ガルバリウム鋼

板等の金属，粘土瓦，セメント瓦，その他に分類した

(Table 3)。自由記述式の回答のため分類上，「瓦全般」

には，燻し瓦か釉薬瓦か明記のない単なる「瓦」の記述

を含めており，「特殊瓦」には平板瓦・防災瓦・沖縄赤

瓦・洋瓦をまとめ，「その他」にはスレートとポリカー

ボネートを含めている。この設問に関する有効回答自治

対数は 67自治体で， うち伝建物では「変化なし」

う回答が 38自治体（有効回答数に対する割合 56.7%),

伝建外の建造物では，「変化なし」という自治体が 19自

治体 (28.4%)であり，伝建物に比べ，伝建外の建造物

では，屋根葺き材料の変化が顕著である。

材料種別にみると植物系の屋根葺き材料では，茅や木

材は伝建物での使用の減少がみられる。伝統的建造物は，

修理事業の実施の際に，「旧状に復する」ことを求めら

れるため，屋根葺き材料は，旧状と同等のものを用いる

のが原則となる。にもかかわらず，減少材料として挙げ

ている自治体が複数みられることから，茅や木材による

葺き替えをしたくともできない状況がうかがえる。

金属系の屋根葺き材料は，増加も減少もみられ，「準

防火地域のため杉皮葺きからガルバリウム鋼板に変更」

を理由として挙げた自治体があった。金属系の材料どう

しの変更としては，「鉄板やトタンをガルバリウム鋼板

に葺き直し」が 4自治体でみられた。金属系→窯業系，

窯業系→金属系の両方の変更があり，「高齢者の雪降ろ

しの不安から瓦葺きをトタンに変更」，「鋼板から日本瓦

葺きが増えた」という回答がみられた。

粘土瓦の減少は，伝統的建造物では 4自治体，伝統的

建造物以外では 13自治体でみられた。減少が顕著な材

料はセメント瓦であった。セメント瓦については第 4節

で詳しく述べる。

とい

Table 3 自治体の屋根茸き材料変化の把握実態 (n=67)

Understanding changes in roofing materials in local government 

3.2伝建地区別の葺き材料と目指す屋根景観の関係

伝建地区の歴史的町並みは，それぞれの特性が地区ご

とに異なり，それに応じて保存条例及び保存計画が定め

られ修理・修景・許可基準を踏まえた行政事業実施が進

められる。そのなかで，屋根葺き材料の歴史的変遷をど

のように扱うのかが，地区ごとの課題となっている。

屋根葺き材料の変遷をみると，時代の流れとともに

様々な素材が使われてきたものの，伝建地区ゆえに特定

の屋根葺き材料が推奨されている事例がある。群馬県中

之条町では，「復元すべき屋根はササラ板葺きの石置き，

または茅葺きであり，生活している上でこれを復元する

のは難しいため，屋根は躯体を守る物と考え，昭和 30

年代頃のトタン葺きや燻し瓦葺きを基準としている」と

あり，日南市では，「昭和初期の妖肥城下町全景写真に

みる屋根景観を最終目標とする」という方針のもと，妖

肥瓦（燻し瓦）と茅葺き屋根の併存が図られている。

また，釉薬瓦が使われる伝建地区の金沢市でも「町家

などで，当初が板葺き石置き屋根であった物は，現状全

て，金属板葺きや瓦葺きに変更されている。明治後期に

防火を目的に屋根葺き材は板置き石屋根が禁止され，瓦

葺きに改める指示が出された。実際には新築に適用され

たのみで，大正時代末から昭和の初めに瓦葺きに変えた

建物が多い。そのため，屋根修理工事の際にも瓦葺きま

たは金属板葺きとする。」という回答が得られた。この

ように，複数の屋根葺き材料が使われてきた地域でも，

瓦葺きの時代の歴史的町並み景観をひとつの基準として

地区の特性の維持保全を目指すケースがみられ，前節で

述べたように，伝建地区における粘土瓦や金属の増加要

因の一つといえる。

木
材

物
一

植

茅 金
属

粘土瓦

忍w般瓦瓦瓦

小
計

そ
の
他

セ
メ
ン
ト
瓦

伝
統
的
建
造
物

変
化
あ
り

伝
建
物
以
外
の
建
造
物

増加材料
n=26 

減少材料
n=21 

＇ 
変化なし

冒：
変化なし
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5
 

2
 

7
 

13 

5
 

3
 

38 

14 7
 

4
 

3
 

3
 

3
 

2
 

5
 

17 3
 

12 8
 

3
 

2
 

12 

4
 

13 

4
 

6
 

3
 

4
 

19 

＊表内の数字は回答自治体数

3.3入手困難な屋根葺き材料

伝建地区を対象に，近年入手困難な屋根蘇き材料の生

産地と，従前と変更後の生産地を問うた。

植物のうち茅は，他地区産を使用が2自治体，山茅か

ら耕作放棄地の茅や川茅への変更があり，木材は，栗木

羽，杉木羽，杉皮，竹等が入手困難と挙げられていた。

生産地の減少に伴い，入手困難な燻し瓦には八幡瓦を

3自治体が挙げ，他に6自治体で地元の燻し瓦が手に入

らないという回答であった。燻し瓦の生産地の減少に伴

う入手先の他県へ変更先は，三州瓦へ変更が9自治体，

淡路瓦へ変更が4自治体，その他への変更が3自治体で

あった。釉薬瓦に関する回答では，凍結に強い瓦として

石川瓦への変更が2自治体あった。

次に，入手困難な屋根葺き材料確保の対策を問うた。

「古材の保管」を行っているのが 16自治体，「茅場の整

備」をしているのは 8自治体あり，「瓦の金型を保管」
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している自治体は 3自治体がある。その地域で使われて

いる瓦の形状と同じものを大量生産するためには，一枚

ずつプレスするための金型をつくることが多い。屋根葺

き材料の確保のために，茅は生産場所の盤備をし，瓦は

従前の形状の維持策が取られている。

3.4セメント瓦の屋根葺き替え

第 1節で示した通り，減少が顕著なセメント瓦に着目

する。粘土瓦とセメント瓦では工業製品の分類上は別の

区分ではあるが，葺かれた後の屋根景観としてみると一

枚ずつ葺かれる材料という共通点がある。

伝建地区内のセメント瓦の記述の詳細には，白山市で

は「セメント瓦が昭和 30年代から類焼防止に葺かれた

が，近隣での製造終了に伴い，瓦やガルバリに変更され

た」とあり，金属屋根への変更事例もわずかにみられる。

もっとも，表 (Table3) のセメント瓦の減少の内訳

に関する回答のほとんどは粘土瓦への変更であり， 日田

市では，「セメント瓦を粘土瓦に変更（同型の製造がな

い、耐久性の観点から）」とあり，他にも 5自治体（豊

岡・萩•福山・八女・日向）が粘士瓦へと変更の回答で

あった。さらに詳しく粘土瓦のうち燻し瓦か釉薬瓦かの

明記のあった回答には，佐渡市は「セメント瓦製作業者

の減少のため他県産の能登瓦（両面施釉の釉薬瓦）へと

変更」，与謝野町は「修景事業を活用される場合、セメ

ント瓦と釉薬瓦はいぶし瓦に変更になる。※単費事業ま

たは自費で修理の場合は釉薬瓦でも可」であった。

また，セメント瓦に関して行政担当者が今後の課題と

捉えている内容に，伊根町は「伝建物の場合、原則いぶ

し瓦に指定しているが、旧状がセメント瓦、釉薬瓦で

黒・銀黒以外の色であった場合の対応を検討する必要が

ある。特にセメント瓦は、情報が無く、修理方法、同形

状の入手先、期限などが不明」と，セメント瓦に関する

情報不足が指摘されている。

今回の調査からは，セメント瓦から粘土瓦への変更事

例はみられたものの，粘土瓦からセメント瓦への変更事

例はみられなかった。屋根葺き材料の変更段階において，

現在入手困難なセメント瓦の代替品として，粘土瓦の果

たしている役割は大きい。

3.5屋根施工の変化

屋根を葺く工事を，屋根葺き材料の素材及び製品と，

屋根施工に分けたうち，施工の変化を調べた。

屋根施工に関する回答の中で， もっとも多かったのは，

瓦屋根工事の際，土葺き下地から空葺きに変更している

内容で 30自治体 (39.5%）に上る。理由として耐震対

策を挙げる記述が 6自治体でみられた。空葺きへ切り替

えではなく，土葺き以外の追加の葺き方として扱う「空

葺きを許容」，「土葺きを桟瓦にしても可」という回答も

みられた。

屋根施工者の変化に関しては 19自治体の記述があり，

具体的な回答として茅葺き職人に関しては，「熟練職人

が減少し若手の技術面での未熟さがみられる」「職人の

減少により，京都や他県の職人による施工となった」

「県外の茅葺き専門業者に依頼の例あり」「職人業者へ

の委託が増えた」などがみられた。瓦工事については，

「地元業者が施工するが，瓦の供給は市外業者になった」

「施工業者の減少により，平易な工法を取るようになっ

た」「施工業者，職人ともに減少傾向」という記述がみ

られた。

屋根葺き材料の施工の担い手は，伝統技術関連団体に

よるものが 3自治体，茅葺きの地元民の「結い」による

施工は「今も実施」 2自治体と「既に結いが無い」 1自

治体の回答があった。瓦葺きの担い手は，「大工と瓦業

者の連携」，「左官職人が屋根を葺く」，「瓦屋根は屋根屋

で，金属屋根は板金屋」と様々であり，屋根葺き材料変

更に際しては，施工業者の変更を伴う場合がある。

このように屋根施工では，瓦の下地部分の変更がみら

れ，職人減少により平易な技術選択が行われているもの

の，屋根の施工方法の変更や工事依頼先の変更をしなが

らも，施工の維持が図られている。

3.6屋根葺き替え材料としての粘土瓦の重要性

第 1節から第 5節で述べたように，屋根葺き材料の変

化の要因には，素材の種別，葺き材料の生産の状況，屋

根施工体制が含まれている。施工体制の継承は厳しいな

がらも施工自体は可能な状況にある。生産減少という同

じ課題を抱え，形状も似通寄っているものの，粘土瓦か

らセメント瓦に変更する事例は見られないことと，旧状

に復するため葺き替え時には同等の材料を用いる伝統的

建造物で，茅や木材の使用が減少しているのに対し，粘

土瓦葺きは増えている。屋根葺き材料の変化の要因とし

て，特に素材による差異が大きいと考えられ，中でも粘

土瓦が，今後も伝建地区を始めとする歴史的町並みにお

いて必要性の見込まれる葺き替え材料だと考えられる。

4.瓦の生産を取り巻く環境

4.1瓦産業の業界団体

前章から，セメント瓦の代わりに粘土瓦に変更されて

いること，粘土瓦がもともと使用されていた地区では，

生産地滅失による産地変更が行われている状況を踏まえ，

瓦の生産を取巻く環境に注目した。
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瓦産業の業界団体へ聞き取り調査を行い (Table1), 

共通項目として，生産事業者の把握と業界団体との関わ

り，製品の使用と施工との関わりを聞いた。

聞き取り調査結果に先立ち，経済産業省の工業統計

（平成23年度） 6）から事業所数をみておきたい。燻し瓦

の生産では， 4人以上の企業が96事業所ある。釉薬瓦は，

全国5県（新潟•福井•愛知・兵庫・島根） 6）が主要な製

造地で， 4人以上の事業者は合計73事業所ある。工業統

計データを算出すると，燻し瓦と釉薬瓦の出荷状況は数

量ベース・金額ベースともに約1:4であった。尚，セメ

ント瓦の項目はコンクリート製品欄に明記されておらず

事業者数も生産量も不明である。

調査を行った，全国いぶし瓦組合連合会（全燻連），

全国陶器瓦工業組合連合会（全陶連），全日本瓦工事業

連盟（全瓦連）， 日本伝統瓦技術保存会， 日本屋根経済

新聞社からの回答で共通していたのは，瓦の全国の生産

事業所の正確な数が把握できていないことであった。そ

の背景には，工業統計に載らない従業員3人以下の生産

業者が相当数あること，生産者の必須加盟団体が無いこ

とがある，また，瓦販売に特化した団体を探したが，か

つての首都圏昭和会（大東京瓦問屋協会）も今は無い。

次に表 (Table1) の順に個々の団体からの回答をみ

る。全燻連には，現在98事業所が加盟しており，その

うち約1/3の企業が燻し瓦の製造に携わっている。燻し

瓦の生産事業者には施工兼業も多く，全瓦連に加盟して

いても全燻連に加盟していない生産事業者があり，燻し

瓦生産に関する全国的な全体像の把握が難しいという。

全陶連は，愛知県陶器瓦工業組合（三州瓦） •石州瓦

工業組合・淡路瓦工業組合・北陸粘土瓦工業会の4団体

の集合である。尚，三州瓦と淡路瓦の事業所には，釉薬

瓦製造と一部の燻し瓦製造の事業所が含まれており，石

州瓦と北陸粘土瓦工業会は釉薬瓦のみである。

全瓦連に加入している瓦工事業者の中には，施工のみ

を扱う事業所の前身が瓦生産の窯元であった事業所もあ

る。また，現在は施工と生産を兼業で扱う事業所もみら

れる。施工業者は，一般住宅の釉薬瓦と燻し瓦の両方を

扱う桟瓦葺き・平板瓦葺き主体の企業と，寺社建築の本

瓦葺きを主に扱う企業とに分かれるのが特徴である。

文化庁の関わる文化財建造物の屋根葺き工事は，日本

伝統瓦技術保存会の会員に委託されることが多い。

唯一の屋根業界紙である日本屋根経済新聞社は，既存

団体とは関係無く設立されており，瓦に関しては業界団

体の動向や製品情報が掲載されている。

4.2施工業者による瓦の使用

前節で述べたように，生産と施工兼業の事業所では，
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屋根葺き工事を受注する際に，自社製品の瓦と他社製品

の瓦を葺く両方のケースがある。加えて，自社•他社製

品を問わず，新瓦ではなく古瓦の再用の施工を請け負う

場合もある。

瓦の葺き替え時の古瓦再用による瓦の使用を考える。

それまで葺かれていた瓦の生産地と近い場所で使われて

いた古瓦を用いると屋根景観に馴染むことが多い。古瓦

には劣化により再用できない瓦も多く含まれるため，打

音検査による再用可否の選別技術と，古瓦によくみられ

る形状のねじれを調整して葺く施工技術が求められる

（④・⑥：丸数字はTable2の表記と対応）。

古瓦は建造物解体の時に取り外した大量の瓦の保管場

所の確保も難しい。古瓦の枚数確保が難しく，新瓦と混

ぜて葺かれることもある（⑤)。古瓦と景観上違和感の

無い新瓦の確保も併せて必要となる。

瓦の小売り販売の環境では，一枚単位での新瓦の小売

インターネット通販を扱う事業所は非常に少ない上に，

通販の利用者・購入枚数ともに少ないという（⑥)。

現状では一般消費者である施主は，小売業者ではなく

施工業者を通して瓦を注文するため，施工業者の判断や

消費者への助言が屋根葺き材料選択を左右する（⑤）。

そのため，施工業者が景観材料を勧めるかどうかにより，

屋根景観の維持保全に影響が出ると考えられる。

4.3瓦生産事業所からみた生産の変化

4.3.1セメント瓦の生産中止事例

この節では，瓦を生産または生産していた事業所への

生産の変化に関わる聞き取り調査 (Table2)の結果を報

告する。この項では前章第1節で減少が顕著で，第3節

で粘土瓦への変更を述べたセメント瓦を取り上げる。

近年，昭和中頃に葺かれたセメント瓦の劣化が目立つ

時期に差し掛かかっている。現在はセメント瓦の製造を

止めた土木コンクリート製品の企業（⑩)によると， も

ともとは粘土の産地に立地しており，燻し瓦を製造して

いたが，セメント瓦の方が安価で大量に売れた時期があ

り，近隣にも数社，同様に燻し瓦からセメント瓦会社へ

と転業したという。現在は島根県内にはセメント瓦と燻

し瓦の生産事業所は残っていない。 「全国各地からセメ

ント瓦の購入希望の問い合わせが寄せられる。特注にも

対応できない旨を伝えると， どこかで入手できないかを

尋ねられるが，知らないため答えられない」という。

前章第4節の同様の回答も踏まえ，全国規模でのセメ

ント瓦の情報共有の方策の検討が必要だと考えられる。

4.3.2粘土瓦の生産事業所の減少と原材料の産地変化

前章第2節で述べた瓦の産地変更が行われる背景には，



生産事業所の合併や廃業による減少傾向に歯止めがかか

らないことが挙げられる（② ・ ⑤)。瓦生産の廃業によ

り，工業統計によると事業所数は， この50年で1/10以下

に減っている。

廃業の要因として，需要の減少，製造コストの高騰に

加え，瓦焼成時のだるま窯からの発煙が大気汚染源とみ

なされたため焼成継続が困難になった（⑤）。

前節で粘土の産地で瓦を作っていた事例があるように，

瓦の焼成場所と原材料の土の産地が近接していたのが，

かつての瓦生産の特徴であった。焼成地の減少の他に，

原材料の粘土の産地の変化の聞き取り調査を行った。得

られた回答によると四国では瓦製造に向く粘土が不足し

ており，高知県（①） •愛媛県（②）の企業とも，兵庫県

淡路島の土を使用している。島根県の釉薬瓦の産地の西

部は現在も粘士が近隣で採れる（⑧・⑨）が，東部の燻

し瓦製造を平成2年に停止した事業所（⑤)では，同一

市内での粘士の確保が難しくなっていた。

生産事業所からみた瓦の生産上の変化として，事業所

数の減少と，原材料士の確保先を近隣から遠方へと変更

した事業所がみられる。

5．景観材料としての代替品の検討

5.1代替品となる瓦の色彩

文化財保護の観点からは建造物が価値を失わずに保存

されることが重要であり，瓦を葺き替える際にも， これ

までと同等の仕様となる製法や産地が検討される。とは

いえ，第3章で述べたように必要な材料の入手が困難に

なっている現状，第4章で述べたように瓦の生産環境が

変化していることを踏まえると，屋根葺き替えや新築工

事の屋根施工時に選択する景観材料として，周囲の景観

に馴染む代替品の検討が重要だと考えた。もし，代替品

が存在しなければ，別の屋根葺き材料に屋根全面を葺き

替えられ，瓦屋根の景観維持は難しくなる。

代替品の検討では，雨漏りしない，凍害に強い等の性

能は充足していると仮定し，景観のみを取り上げる。景

観では，一見してわかる色と形の要素が大きく，瓦の色

彩からみた代替品と，瓦の形状からみた代替品について

聞き取り調査 (Table2) を踏まえた検討を行った。

瓦の色彩を「色相の違い」 「光沢（つや）の有無」

「経年変化が感じられる材質感」に分けて検討する。

製造方法別にみて，釉薬瓦は釉薬のエ夫により多種多

様な色相創出をし，光沢を低減することが可能である。

特殊な釉薬瓦の色相の事例に，伝建地区ではないが江

津本町甍街道に1棟「カーキ色」の瓦があり，島根県江

津市役所によると，戦時中に軍服を模した色に焼成した

と伝えられ歴史性が垣間見える。企業所有物の色相事例

ではJR西日本の江津駅駅舎の屋根瓦には，コーポレー

トカラーに近づけた特注品の「青色」が使われている

（⑧)。また，一般住宅用の普及品では，近年「茶色」

の釉薬瓦の人気が出てきている（⑧)。このように多彩

な釉薬瓦ではあるが，伝建地区で使われていなかった瓦

の色相は，景観の維持保全上相応しいかどうかを踏まえ

た上で，特に茶色系統の釉薬瓦について地区内での今後

の使用を許容すべきかどうかの検討が必要になる。

近年は化学薬品の釉薬が主だが，釉薬の製法の維持保

全を図る釉薬瓦の事業所（⑨)では，現在も来待石粉を

使用し独特の「来待色」の釉薬瓦を焼成し，島根県大田

市の大森銀山伝建地区で葺かれている。この事業所の瓦

は，昔ながらの色が景観に馴染むため岡山県高梁市の吹

屋伝建地区の代替品の瓦に使われている。屋根面全体が

単一色ではなく自然な風合いに見える釉薬瓦には，単色

瓦を複数色準備し混ぜ葺き（⑧)用に寸法規格を揃え生

産したものと，一枚の釉薬瓦に後から多色塗装をした製

品（⑦)がある。燻し瓦の屋根景観の維持保全への提案

商品に，釉薬瓦の事業所（⑧)では，光沢を抑えて色を

燻し瓦の銀黒に近づけた「燻し風の釉薬瓦」を生産して

いる。

燻し瓦の燻しの掛かり具合は，生産地の違いにより銀

色の強いものから黒色の強いものまで差が生じ，灰色の

濃淡の生産上の調整は難しい（①③⑤⑦）。新瓦の燻し

瓦で屋根面を葺くと，経年変化で落ち着く色へと僅かず

つ変化するため，屋根景観の中に溶け込むまでに時間を

要する。その年月短縮を図るために，歴史的建造物の屋

根葺き替えで近年用いられて始めている製品に，燻し瓦

に「燻しを飛ばす」と呼ばれる工程を追加した瓦（②)

がある。瓦の内部を見ると，表面の燻化の炭色と内部の

薄い灰色がはっきりと違う通常の燻し瓦とは異なり，燻

しを飛ばした瓦は断面全体が濃い灰色になり，表面の色

彩上は，古瓦の代替品となる。

5.2代替品となる瓦の形状と施工

瓦の形状からみた代替品を検討するために， 「本瓦葺

き用の瓦」と「桟瓦葺き用の瓦」に分けて考える。瓦の

形状は瓦の葺き方にあたる施工と関わりがある。

本瓦葺きには，通常「丸瓦」と「平瓦」の二種類の瓦

を準備する。その施工上の手間と，瓦の枚数及び重量の

低減を図った「一体型の瓦」が製造（③・④）されてい

る。一体型瓦とは，棟から軒を見下ろして左側に丸瓦，

右側に平瓦を各一枚置いて接合した形状の瓦で，瓦製造

用の金型は，屋根葺き職人が通常の桟瓦の葺き方と同じ

方向から葺くことが可能な形状に設計されている。この
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瓦で葺かれた屋根は従来の本瓦葺きと酷似してみえる。

同一面であれば本瓦部分に一体型瓦を用いると，葺く手

間が半減するため屋根葺き替え費用を縮減できる一体型

の瓦には代替品としての需要がある。

次に桟瓦葺き用の瓦の代替品は，形状のうち「桟山の

鏑の有無」 「桟山の位置」 「寸法規格」の検討を行う。

「桟山の鏑の有無」とは，桟山が尖っている鏑の有る

瓦かどうかを指す。鏑桟瓦は，中国地方や四国地方にあ

り，伝建地区では，山口県萩市，愛媛県内子町，高知県

吉良川町・安芸市などにみられる。この鏑位置を揃えて

葺くには熟練した職人の施工技術が必要（⑤)という。

鏑の有る瓦を葺くと縦線が強調され，無い瓦を葺くと横

波線が強調されるため，景観材料としてみた場合，従前

が鏑桟瓦の場合，鏑の継承が求められる。

鏑の無い瓦を主に使う三州瓦の事業所の鏑左桟瓦の受

注時には鏑の金型製作が必要となった（⑦)。金型を製

作した伝建地区があることは第3章でも触れた。この金

型には，発注側（行政または施主） ・受注側（製造側）

どちらの所有物と捉えるかの見解の相違がある（⑦）。

尚，生産枚数により石膏型を用いることがある（⑨）。

「桟山の位置」の特徴に軒を見上げ左側に桟山のある

「右桟瓦」と，高知県7)や島根県8)などでは「左桟瓦」

もある。高知県中東部には，屋根のある面の中央部分に

樋瓦を置き，軒を見上げ左側に左桟瓦，右側に右桟瓦を

葺く左右葺き分け屋根がある。左桟瓦の代替品を従前と

は異なる生産地で製造するには，型が必要となる。

桟瓦の「寸法規格」が多種類あることは知られている。

屋根全面を同一生産地の同じ寸法規格の瓦で葺く場合と

異なり，前述の左右葺き分けは，右桟瓦と左桟瓦の寸法

規格を合わせなければならない。左桟瓦を専門に焼成し

ている高知県西部にある事業所（①)の瓦と，高知県東

部の右桟瓦専門の事業所の瓦を組み合わせて現場施工を

行うことがあるが， これは両事業所の瓦の寸法規格が近

いことにより施工が可能という理由による。

桟瓦葺き用の代替品は，従前の瓦形状と同じ「寸法規

格」の「鏑桟瓦」 「左桟瓦」の型を作る必要がある。

5.3代替品としての判断基準が求められる瓦の形状

前述の第2章 (Table2) の聞き取り調査先の石少11瓦工

業組合によると，軒瓦の意匠に石州瓦メーカーのみ使用

可能な文様があることがわかった。石州瓦が使われてい

た伝建地区の軒瓦の代替品は，文様を揃えるためには，

石州瓦工業組合加盟の製造業者へ依頼する必要がある。

また， もともと石州瓦が使われていなかった伝建地区で，

石州瓦を導入する場合は，その地区内でかつて使われて

いた文様を特注する，あるいは文様の無い軒瓦を選択す
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るか，石州瓦と判別できてしまう文様の軒瓦を使用する

かの判断を迫られる。

前述のように第3章 (Table3) に示した伝統的建造物

以外の建造物で増えた材料の特殊瓦の中に， 1自治体で

はあるが「平板瓦」があった。聞き取り調査から，全国

的に一般住宅では近年，一枚板状の平板瓦の需要が高ま

っており，工場ラインを増強中（⑧)で，今後，伝建地

区内における平板瓦の使用希望が増えると予想される。

しかし，海鼠壁のような使用法を除き， これまで伝統的

建造物で使われてこなかった形状の瓦であり，桟瓦の形

状の代替品とみなすかの判断基準の検討が必要だと考え

られる。

6.まとめ

景観材料としての屋根葺き材料の変化に伴う代替品の

生産について，次のことが明らかになった。

屋根葺き材料の変化に関する伝建地区での調査から，

粘士瓦は増減の両方がみられ，植物は減少していた。セ

メント瓦の減少は顕著で粘土瓦に変更されており，粘土

瓦の果たす役割は大きい。屋根施工では職人が減少し平

易な技術が選択されながらも維持が図られている。

瓦生産を取り巻く業界団体では，生産に携わる事業所

の全国的な把握が困難である。施工業者が生産を兼ねる

こともあり，瓦の使用に影響を与えている。粘士瓦は焼

成地の減少及び原材料の土の確保が困難な状況にある。

景観材料としての代替品を検討すると，色彩では燻し

瓦に似せた釉薬瓦と，古瓦に似せた燻し瓦がある。瓦の

形状と施工からみた代替品には，本瓦葺きにみえる一体

型の瓦を用い，桟瓦葺きでは従前の形状と同じ寸法規格

の鏑桟瓦・左桟瓦の型を作る必要がある。代替品とみな

すかどうかの判断基準の策定が求められる瓦の形状に，

軒瓦の文様と平板瓦が挙げられる。
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