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日本のスレート建築を撮り続けて半世紀。仙台市在住の写真家・菅

であった。1872（明治 5）年 2 月、兵部省から出火し銀座、京橋一帯

野哲也氏である。国内の主要なスレート葺き近代洋風建築はもちろ

を焼きつくす火事の後、東京府は道路幅の改修と煉瓦造による家

ん、産地周辺の民家をも数多く被写体に収める。建築技術と歴史

屋の不燃化をはかる方針を出す。これによって銀座、京橋一帯は煉

地理に視点を置く筆者らに対し、石屋根そのものの美と、写真がも

瓦建築群に生まれ変わる。計画は、工部省建築技師・林忠恕（1835

つ記録性を重視する。下の写真は菅野氏の撮影による横浜開港記

〜1893）らと、御雇い外国人のトーマス J・ウォートルス（英 1842〜

念館（1917（大正 6）年竣工、設計…山田七五郎＋佐藤四郎、施工…清

1898）が担当、屋根材は和瓦が支配的であった［写真 2］。

水組）だ［写真 1］。石材が放つ静かな美。明治大正の日本がめざした

約 100 年前の近代イメージが想像されよう。

ただよし

同じ頃、英国から雇われた 24 歳の若き建築家、J・コンドル（1854
〜1919）においても、スレートを採用するのは、岩崎家深川別邸（明
治 22 年）とされる［文献 1］。銀座赤煉瓦街の誕生から 10 年余り後の

ことである。不燃化に効果があり、意匠の面からも洋風建築らしさを

近代洋風建築とスレート屋根 の 広まり

みせるスレートは、ぜひとも使いたい。だが、材・工の双方において

調達の課題がある。これが明治 10 年代の概況であろう。そんななか
「火事と喧嘩は江戸の華」などと称されるように、過密な江戸は火

で、W・ベックマンとH・エンデの招聘、日本の建築技術者の渡独研

事が多かったが、これは明治の東京にとってもたいへん重要な問題

修が実施され、スレート屋根職・篠崎源次郎の登場に至る（2 月号参

写真 1（左） 横浜開港記念館のドーム部スレート
（1997 年、撮影
…菅野哲也）
写真 2（上） 明治 10 年代の銀座煉瓦街（出典…明治建築資料に
関する委員会編『明治大正建築写真聚覧建築學會』1936 年、日本
建築学会図書館蔵）
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表 1 天然スレート屋根が載る国指定重要文化財建造物の一覧（国指定文化財等データベース https://kunishitei.bunka.go.jp をもとに筆者が編集制作）
都道
府県
北海道

名称

建造年
建築面積
明治（M）、大正（T）、
（㎡）
昭和（S）

北海道庁旧本庁舎

1888（M21）年

岩手大学農学部

岩手

山形

福島
茨城
栃木

1,654.40

1912（T12）年

500.8

岩手銀行（旧盛岡銀行）
旧本店本館

1911（M44）年

693

旧第九十銀行本店本館

1910（M43）年

264.6

旧米沢高等工業学校本館

1910（M43）年

1,305.80

（旧盛岡高等農林学校）旧本館

山形県旧県庁舎および
県会議事堂

1916（T5）年

1,864.60

山形県旧県庁舎県会議事堂

1916（T5）年

866.4

天鏡閣

1908（M41）年

491.9

天鏡閣別館

1908（M41）年

99.2

旧茨城県立土浦中学校本館

1904（M37）年

987.9

旧青木家那須別邸

備考

1888（M21）年

318.9

長野

愛知

中央屋のみ
スレート葺

埼玉

誠之堂

1916（T5）年

113.3

旧学習院初等科正堂

1899（M32）年

647.7

一部、銅板葺
一部、銅板葺

東京

神奈川

慶応義塾図書館旧館

1911（M44）年

684.4

1910（M43）年

929.3

法務省旧本館

1895（M28）年

3,350.00

東京駅丸ノ内本屋

1914（T3）年

7,821.30

旧岩崎家住宅

1896（M29）年

531.5

旧岩崎家住宅撞球室

1896（M29）年

138

新宿御苑旧洋館御休所

1896（M29）年

480.1

旧内田家住宅

1910（M43）年

横浜市開港記念会館

1917（T6）年

192.9

建造年
建築面積
明治（M）、大正（T）、
（㎡）
昭和（S）

片倉館会館

1928（S5）年

574.6

旧三笠ホテル

1905（M38）年

513.6

旧名古屋控訴院地方裁判所
区裁判所庁舎

1922（T11）年

2,341.80

旧中埜家住宅

1911（M44）年

229

旧諸戸家住宅

1913（T2）年

219.4

京都府庁旧本館

1904（M37）年

2,822.40

京都

旧帝国京都博物館本館

1895（M28）年

2,896.50

旧日本銀行京都支店

1906（M39）年

884.4

観心寺恩賜講堂

1930（S5）年

458.4

大阪市中央公会堂

1918（T7）年

2,164.10

移情閣

1915（T4）年

105.7

旧小寺家厩舎

1907（M40）年

188.1

岡山

旧遷喬尋常小学校校舎

1907（Ｍ40）年

601.2

広島

旧呉鎮守府司令長官官舎

1905（M38）年

223

萬翠荘（旧久松家別邸）本館

1922（T11）年

397.7

萬翠荘（旧久松家別邸）
管理人舎

1922（T11）年

43.9

旧松本家住宅洋館

1910（M43）年

624.9

旧福岡県公会堂貴賓館

1910（M43）年

396.3

旧門司三井倶楽部

1921（T10）年

451.8

旧日本生命保険株式会社
九州支店

1909（M42）年

281.8

門司港駅（旧門司駅）本屋

1914（T3）年

812.8

兵庫
外壁の一部が
スレート葺

名称

三重

大阪

千葉

旧近衛師団司令部庁舎

都道
府県

愛媛

（西日本工業倶楽部）

福岡

1,536.90

備考

中央屋のみ
スレート

2019 年
復元工事完了

照）
。すなわち明治 20 年代以降、スレート葺き近代洋風建築は、急

陸前桃生郡雄勝浜より北海道小樽港迄元価□所雑費葺手間釘代

速に日本各地に広まっていくのである。冒頭の横浜開港記念館は、

供宮城集治菅（原文ママ）持同港より本庁迄運搬費及棟其他の装

国内におけるスレート葺き技術の円熟期の事例といえよう。

飾等者除き完納如此

そこで、国指定重要文化財のうち天然スレート葺き屋根となって
いる建造物を抜き出してみた［表 1］。屋根の部分葺きや勾配による

とあり、石材寸法、数量、代金、運送費などが克明に記されている。

割増など勘案しなければならないが、少なくとも 40,000㎡以上、枚

石材産出地からみて興味深いことがある。まず、調達経路と運送費

数にして250 万枚以上に達する［註 1］。ここでは県市町村指定の文

がじつに詳細であること。雄勝浜から荻の浜［註 2］への運送費、荻の

化財建造物等を含んでいないから、現存する天然スレート葺き建築

浜からは千両船に積み替えるため浜での一時保管料、そして荻の浜

がいかに多いか、そして屋根工事をめぐる技術者や資材供給の膨

から小樽港までの運送費というように、その内訳を明瞭に知ることが

大さ（歴史はもちろん、今後の保全も含めて）に気づかれるであろう。

できる。また当初 は、スレート長さが 一 尺 二 寸（360mm）と一 尺
（300mm）の 2 種類が使用されていた。1 枚当たりの単価は一尺二

近代洋風建築を包 んだ陸前スレート
国内における代表的な天然スレート葺き建築の最初期の一例は、
北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）である［写真 3］。創建は 1888（明
治 21）年、米国留学を経験した平井晴二郎（1856〜1926）の設計

による。1909（明治 42）年の火災以降は原初を留めていなかったが、

1968（昭和 43）年、北海道制百周年の年に復原工事が完成した。
この復原工事で使用されたスレートはすべて雄勝産で、総枚数は約

14 万枚になる。創建時から雄勝産のスレートであったことが明確で、
当時の北海道庁技手、塚田政五郎の造営記録「北海道新庁石盤
［文献 2］の一部を紹介すれば、
瓦葺入費積調書」

写真 3 北海道旧道庁舎
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台湾日治時代 のスレート葺き建築
写真 4 法務省旧本館のスレートの葺き分けパターン

法務省旧本館が完成した 1895（明治 28）年、日本と清国との間で
寸のほうが高価だが、坪単価にすると両者はほぼ 変わらないことか

講和条約が締結され日清戦争が終結した。この条約によって台湾島

ら、寸法の異なる石材を葺き分けた理由が供給の問題だったのか、

などの割譲を受けた日本は、同地での農業振興と都市開発を行う。

あるいは意匠なのか機能なのか興味は尽きないが、現在の赤れん

第四代総督児玉源太郎（1852〜1906）は、民政長官に後藤新平

が庁舎の屋根は、長さ一尺のスレートで統一されている。

国指定重要文化財からもう一例を紹介する。東京霞が関にある

（1857〜1929）を起用しインフラ整備にあたる。この頃、総督府で

台湾建築の設計にあたった建築技師に森山松之助（1869〜1949）

法務省旧本館（赤れんが棟）である［写真 4］。創建は 1895（明治 28）

がいる。1909（明治 42）年の臺北水源地水道室にはじまり、1921

年、設計は H・エンデとW・ベックマン、工事監理が渡独した河合

（大正 10）年に帰国するまで数十件の設計に携わった。現存するほと

浩蔵（1856〜1934）であるから、ドイツに学んだ日本のスレート屋根
の正統といえよう。経験豊かな二人のドイツ人建築家による建物は、

んどの建物が、同国または市の古蹟指定を受けている。
たとえば 台南市・國立臺灣文學館［写真 5］は、1916（大正 5）年、

ドイツネオバロック様式を踏襲し、工事にじつに 7 年の歳月を経て完

臺南州廳として完成、太平洋戦時下では被弾し大きく損傷するもの

成した、数少ない官庁集中計画における建造物である。関東大震

の、日本統治が終焉をむかえた以降も中華民国政府が改修を重ね、

災や太平洋戦争時下の空襲により屋根は焼失し、終戦後は桟瓦に

1997（平成 9）年まで市政庁舎として使用、2003（平成 15）年に國

よって改修されていたが、1995（平成 7）年に当時も稼働していた宮

立臺灣文學館として再整備され今日に至る［文献 4］。年間の利用者数

城県登米産のスレート葺きで復原された。

は約 30 万人と、国内外を問わず多くの人々に親しまれている施設だ。

ところで現在の屋根は、一文字葺きと鱗葺きが水平に葺き分けら

また、台北市内には國立臺灣博物館鉄道部［写真 6］という国定古

れている。堀内［註 3］によれば、屋根の復原工事にあたっては葺き

蹟がある。ここでも森山ら総督府建築技師たちが関わった。台湾政

方が問題になった。残された写真や図面では確証が得られず、19

府は 2006 年から台北市内にある歴史的建築群の活用保全を進め

世紀後期のエンデ & ベックマンの作風を調べ直した結果、葺き方を

ており、本施設も 2014 年から修復工事を行い、2019 年に鉄道博

替えている屋根が 多いことに気付き、西プロイセン州議会議事堂

物館として一般公開するという。復原調査にあたって同博物館は

（1882 年）の屋根の葺き分けが図面に残っていたことが根拠とされ

2015 年、屋根復原のため日本から石盤技術者を招き知見を求め

ている［文献 3］。当時、河合らとともに渡独した研修団に屋根職の篠

た。雄勝で長年スレート採掘加工販売業を営んできた木村満氏と、

崎源次郎［註 4］がいたことは前々稿の通りだが、彼らが帰国したのが

国選定石盤葺保存技術保持者の佐々木信平氏の両氏である。二人

1888（明治 21）年 3 月、その直後に法務省旧本館は着工される。戦

は、現場に残されていた複数の石片の特徴から、雄勝産のスレート

災消失前の屋根はまさに、陸前雄勝産の資材が、篠崎の手によって

であると確信した。これが契機となり、復原工事でも雄勝産スレート

葺かれたものと考えられ、創建時も現在も、陸前スレートが近代洋

を使用することが決定、震災復旧もままならない雄勝から 5,000 枚

風建築を包んでいるのである。

のスレートが台湾に向けて出荷されたことは、あまり知られていない。

写真 5 國立臺灣文學館（台南市）
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写真 6 國立臺灣博物
館鉄道部（上）と仮囲い
のシートには「設計：森
山松之助」が読める（下）

以降の号では再び陸前地方を案内していくが、現在わが国（そし
て日本が一時統治した東アジア各地）に存在する、天然スレート屋根を

スレート供給を支えた人々

有する文化財建造物のほとんどは、陸前地方の素材あるいは技術
が支えてきたことを改めて俯瞰しておきたい。しかも、東京駅の例で

国内外の急激な需要に応えて、スレート産地は活況を呈したろう。

もわかるように（2 月号参照）、全面を国内産スレートで修復すること

しかし、明治期の石材加工は機械化とはほど遠く、屋外での手割り

は困難な状況にある。文化財建造物の歴史的価値と保存復元の

も多かったようだ［写真 7］。機械化はじつに戦後のことといい、加工が

オーセンティシティ（真正性）を考えるうえで、スレート葺きの「材・工」

追いつかないときは、大割した原石のまま輸送し、消費地で工場を

をどう支えるかについては、多くの課題が残されているのである。

構えて加工することさえあったという。
一方、この商機を中央の投資家が見逃すわけがなく、出資を募り
法人設立の動きも見え始める。産地雄勝では、山主らを中心にして
玄昌石組合を設立し、契約を締結して需要に対応した。いわゆる
「一
手販売契約」というもので、これまでのところ石巻、仙台に各 1 社、
東京 4 社、大阪 2 社の計 7 社が確認できる［文献 5］。はたして〝一手〟
とはどの程度の独占権を有していたのであろうか。推察ではあるが、
その調達は思うに任 せぬ状況が続いたのではないか。事実、このう
ちの 1 社は、現地法人を複数開設したり、岩脈を追って他所の山地
で採掘を試行したりする動きが把握されつつある。
ともあれ、陸前地方の岩体に、かつてない資源的価値が見出され
たことは画期的であった。やがて、産地は雄勝のほか、本吉郡入谷
（現 宮城県南三陸町）
、登米郡登米北沢（現 宮城県登米市）、東磐井

郡矢作（現 岩手県陸前高田市）へと広がりをみせた。

註 1 国内外産の別なく、バブル経済期に建造されたレジャー施設や高級住
宅等における天然スレート屋根は考慮していない
註 2 牡鹿半島の西岸（仙台湾側）に位置する。1881（明治 14）年に汽船定
期航路が開設されたことで鉄路が敷かれるまでの間、三陸地方有数の物流
港であった。なお、本稿では荻の浜（道庁報告書ママ）と表記する
註 3 堀内正昭、中央合同庁舎第六号館赤れんが棟復原工事において設計
監修を務める
註 4 篠崎源次郎は 1886（明治 19）年の渡独研修団の一人で、日本におけ
る石盤葺き職人の始祖である
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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

あべ・ただし
明治期、雄勝
の採掘加工の様子
写真 7

（出典 …『東 宮 行 啓 記
念宮城縣記念寫眞帖』、
1908 年）

（株）建築モード研究所、岩井紘
1970 年生まれ。
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

自習型認定研修 の 設問
設問 1

設問 2

法務省旧本館のスレート屋根は
臺南州廳（現 國立臺灣文學館）の
2種類の葺き方を組み合わせている。 設計をした日本人建築技師は
その組み合わせとして正しいものは
次のどれか。
次のどれか。
a. 後藤新平
a. 一文字葺きと鱗葺き
b. 森山松之助
b. 一文字葺きと菱葺き

c. 一文字葺きと亀甲葺き

c. 児玉源太郎

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。
※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。
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