
 
 
 
 

○○○○工事に伴う銅板屋根工事 
 
 

施工計画書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和○○年○○月 
 
 
 
 

   
   

 
 
 

総合施工 ○○○○建設株式会社 

屋根工事 株式会社○○○○工業 

  

 
  



目   次 
１．総則  
 １）適用範囲 

２）目 的 
３）適用図書 
４）変更疑義 
５）施工計画書・施工図 
６）その他 

 

２．一般事項  
 １）工事概要 

２）屋根工事概要 
３）屋根工事 施工体制 
４）工  程 

 

３．材料概要  
 １）施工数量 

２）銅板 
 

４．基本作業  
 １）板金加工（手加工）  
５．施 工  
 １）施工のフローチャート 

２）銅板葺きの構法 
３）施工上の一般的な注意事項 
４）一文字葺きの施工 
５）施工管理 

 

６．屋根工事安全対策  
 １）安全ミーティングの実施 

２）安全基本項目 
３）災害防止計画 

 

７．清掃・片付け  
   
８．自主検査  
 １）漏水の恐れのある箇所の確認 

２）異種金属の接合部の処理 
３）傷・汚れの確認 
４）仕上がり状態の確認 
 

 

 
  



 
１．総則 
 
１）適用範囲 

本施工計画書は「○○○○工事」における銅板葺屋根工事に対して適用する。 

２）目 的 

本施工計画書は、使用材料や施工方法などを明記し、事前に設計図や仕様書との整合性を確認

するためのものである。また変更がある場合には、その経緯結果を反映させ記載内容や設計趣

旨が関係者全員に行き違いのないよう周知徹底され、工事が円滑に進められることを目的と

する。なお、施工に関しては下記の適用図書および監理者の指導や指示のもとに、工事の安全

と近隣居住者に細心の注意をはらい、本施工計画書に基づいて行うものとする。 
 

３）適用図書 

・○○○○工事設計図 
・○○○○工事特記仕様書 
・○○○○工事現場説明事項・質疑回答書 
・公共建築工事標準仕様書（国交省大臣官房官庁営繕部 令和○○年度版） 
・公共建築改修工事標準仕様書（国交省大臣官房官庁営繕部 令和○○年度版） 

 

４）変更疑義 

（1）上記設計図書類に明記のない場合、または疑義を生じた場合は、工事監理者（監督員）と
十分協議のうえ施工する。 

（2）この計画書の内容に変更を必要とする場合、また記載外の事項で重要と思われる問題が生
じた場合は、工事監理者と協議のうえ施工する。 

（3）変更・修正内容については、行き違いのないように関係者全員に周知させる。 
 
５）施工計画書・施工図 
（1）工事の進行に支障をきたさない時期に施工計画書を提出し、承諾（確認）を受けた後、施
工することを原則とする。 

 
６）その他 
（1）一級技能士を 1名以上常駐させ、自ら施工し、かつ作業指導を行うものとする。 
（2）施工計画書の主旨を技能士に徹底させ、工事の精度向上に務めさせる。 
（3）降雨、降雪、強風の場合、又はこれらが予想される場合は、原則として施工は行わない。
降雨、降雪直後に施工を行う場合は係員の承認を受ける。 

（4）屋根のふき板は、反り、ねじれ、よごれ、きずなどを生じさせないように通り良く施工す
る。 

 
  



 
２．一般事項 
 
１）本体工事概要 

 

工事件名 ○○○○工事 

発注者 ○○○ 

設計監理 ○○○○設計 

施工場所 ○○県○○市○○○○999番地 

構造・規模 ○○造 2階建て 

建物用途 ○○○○ 

全体工期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日 

元請施工会社 ○○○○建設株式会社 

  

屋根工事工期 令和○○年△△月△△日～令和○○年△△月△△日 

屋根工事施工 株式会社 ○○○○金属 

 
 
２）屋根工事概要 

    

屋根下地  3寸勾配  

下葺材 アスファルトルーフィング   

屋根銅板葺き 一文字葺き   

軒唐草    

ケラバ    

谷    

棟    

    

    

    

 
  



３）屋根工事 施工体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

工事主任 阿倍 純一（監理技術者） 

屋根工事用足場 
(株)○○組 

担当 鈴木鈴男 
TEL 03-8888-9999 

○○○○工事 
○○○○建設株式会社 

所長 大泉 茂雄（現場代理人） 

TEL 03－3333－3333 

屋根工事 
(株)○○工業所 
担当 ○○一郎 

TEL 03-5555-6666 

現場責任者 
職長 ○○正行（１級技能士） 

TEL 090-4444-2222 

木工事 

㈱○○工務店 
TEL 03-2222-3333 

板金工  ○○ ○○ 
○○ ○○ 
○○ ○○ 
○○ ○○ 

シーリング工事 

○○○○○○○○ 

材料代理店 
(株)○○商事 
担当 佐藤隆雄 

TEL 03-8888-9999 



４）工  程 
 
ａ．改修工事の標準的な工程（別紙 A3参照） 

 

ｂ．横葺きの標準工程 
添付の A3別紙参照 
 

ｂ．全体工程 
令和○○年１２月１０日～令和○○年２月１５日 

 
ｃ．銅板屋根工事工程 

  ○○月 ○○月 
                        

 足場・養生                        

 既存屋根はがし                        

 下地調整                        

 墨出し                        

 軒唐草                        

 ケラバ                        

 捨て谷・谷樋                        

 本葺き                        

 棟包み                        

 軒樋・たて樋                        

 片付・清掃                        

 検査・手直し                        

 



 
２．材料概要 
 
１）所要材料（施工数量） 

 
材料名 種  別 形状・寸法・規格 数量 単位 備  考 

屋根葺き材 銅板 0.35mm L=1212×365 70 本  

吊子 銅板 t=0.35mm 840 個  

谷 銅板 0.4mm     

ドリルビス 
JIS G 3559による
炭素鋼 

5φ×19mm 1500 本  

軒先唐草 銅板 L=2500 t=0.35mm 8 本  

けらば唐草 銅板 L =2500mm 8 本  

継手 銅板  53 個  

化粧カバー 銅板  53 個  

棟包み 銅板 L=2500mm 10 本  

雨押さえ 銅板 L =2500mm 20 本  

野地（下地）  t=25mm 130 枚  

下葺き材 
アスファルトルー

フィング 
JIS A 6005 940 10 本  

 
２）銅板（JIS H 3100） 
ａ．銅板の種類 
銅板は脱酸素の方法によって「りん脱酸銅」、「タフピッチ銅」及び「無酸素銅」の三種類に

分けられる。このうち屋根用にはりん脱酸銅の 1種が主に使われる。 
ｂ．りん脱酸銅の特性 
①りん脱酸銅（C1201） 
りんを 0.004～0.015%含有した銅板で、展延性・加工性・溶接性・耐食性・耐候性に優れ、
熱の伝導性がよい。用途は風呂がま、湯沸し器、ガスケット、建築用、化学用など。 

②屋根材として十分な強度を有している。（引張強度 245N/mm2、耐力 137/mm2） 
③非磁気体で色合い・光沢が美しい。雪のすべりもよい。 
④鋼板に比べ熱伝導がよい（約 7倍）。輻射熱の反射性も高い。 
⑤熱膨張率が大きい（亜鉛鉄板の 1.4倍、ステンレスと同等）。 
⑥淡水、アルカリ、海水に対する耐食性に優れているが、酸、硫黄、アンモニアには侵され

る。 
⑦酸化皮膜（緑青膜）ができると腐食が進行しないので耐久性がある。 
⑧加工性がよく、端材等のスクラップ価格が高い。 
⑨異種金属と接触すると他の金属への電食作用が強い。 



 
ｃ．使用上の注意 
（1）接触腐食 
亜鉛鉄板、アルミニウム、亜鉛などと接触させ水分を介在させると、これらの金属が腐食

する。防止方法としては、接触面を絶縁塗装するか、テープ等で絶縁する。釘も銅または

ステンレス（SUS 304）を使用する。 
（2）耐薬品性 
アルコール、アンモニア（乾性）、水素、硫化水素（乾性）、窒素、酸素、下水、石鹸水、

水蒸気、二酸化硫黄（乾性）、タール、松脂、ワニス等には強い。 
アンモニア（湿性）、アンモニア化合物、硫化水素（湿性）、水銀、水銀塩、硝酸、硫黄（湿

性）、等には適さない。 
（3）銅イオン 
降雨により溶出した銅イオンが、コンクリートやモルタルに接触すると銅イオンが反応し

て青色の汚れが生じる。 
 
ｄ．本工事で使用する銅板 
（1）材料は、あらかじめ見本品を提出して監理者の承認を受ける。 
（2）銅板の種類及び質別は設計図書による。特記のない場合は、表 2－1を標準とし、監理者
の承諾を受ける。 

 
表 2－1 銅板の種類、質別 

名  称 種  類 質別（硬度） 

りん脱酸銅板 
C1220板（P） 1/4H、1/2H 
C1220条（R） 1/4H、1/2H 

 
（3）銅版の大きさは設計図書による。特記なき場合は下記による。 
 

今回 ◎   

   

二つ切り 四つ切り 六つ切り 

 
  



 
（4）銅板の板厚 
屋根用銅板の厚さは設計図書による。特記のない場合は、表 2－2を標準とする。 

 
表 2－2 標準板厚 
名  称 種 別 備   考 

屋根ふき板 0．35 
・捨板は特記なき場合は 0．3mmとする 
・谷回しぶき及び網代ぶきの場合の板厚は屋根と 
同材とする。 

谷ぶき板 0．40 
つり子 0．35 
軒先回り部材 0．35 

 
 
３）平板葺き用副資材 

 
ａ．ファスナー類 

種  類 代表的な機能 概 要 図 

ドリリングタッピ

ンねじ 

吊子と金属製垂木との固定、金属製

垂木と母屋の固定 
けらば包み・唐草等と下地との固定 

鉄 
 

タッピンねじ 小ねじやフックボルトの使用不可能

な場所、雨押え、唐草等と下地の固定 鉄 
 

リベット けらば包み、棟包み、雨押え等の継手

部分のとめ付け 鉄 
 

木ねじ 1本の釘では強度が不足するか、複数
の釘が打てない場合の釘の代用 木 

 

釘 吊子と下地構造材との固定、役物の

固定 木 
 

フックボルト 波板葺きの屋根材と母屋の固定 
(ナット、亀座金、パッキンと併用) 鉄 

 

小ねじ 

心木なし瓦棒(通し吊子)の吊子と母
屋の固定、けらば補強、唐草と吊子の

固定(ナット、亀座金、パッキンと併
用) 

木 
 

 
（1）ドリリングタッピンねじ 

JIS B 1125に規定されているドリリングタッピンねじは、とがり先または切り刃先のね
じで、呼び径 2.9mm以上のものである。このうち屋根施工には、切り刃先のねじで鋼製
の場合は表面に Ep-Fe/Zn[2]（=5μm）以上の亜鉛めっきまたはこれと同等以上の表面処
理をしたものが用いられる。切り刃先のねじは、先端がドリルの刃状になっていて、下孔

なしで穴あけ締付けができるもので、幅広く利用されている。 



ドリリングタッピンねじは、取付材の厚さや材質（鋼板、ボード類・断熱材等）により適

切な刃先の形状及び長さを選ぶ必要がある。また、必要な引抜強度を得るためのねじ呼び

径や水密性、接触腐食防止に有効なパッキン付き頭部形状の選定などにも注意を払う必要

がある。 
（2）タッピンねじ 
タッピンねじは、JIS B 1122（十字穴付きタッピンねじ）に規定するタッピンねじで、通
常呼び径 3.51-以上のものが使用される。鋼観の場合は Ep－Fe/Zn〔2〕以上の亜鉛めっ
きをしなければならない。 

（3）リベット 
リベットには、JIS B 1213（冷間成形リベット）、JIS B 1215（セミチューブラリベット）
に規定された鋼・アルミ・銅などのものがあるが、屋根工事では一方向（片側）から施工

可能なブラインドリベットが多用されている。このタイプのリベットは材質、形状等が多

種あり、強度・接触腐食・作業性等を検討のうえ選定する。 
（4）木ねじ 
木ねじは、釘では所要の引抜強度が得られない場合に、釘の代わりに用いる。木ねじは JIS 
B 112（十字穴）JIS B1135（すりわり）に規定するものに、Ep－Fe/Zn（2）以上の亜鉛
めっき、または同等以上の表面処理をしたものを使用する。 

（5）釘 
釘は JIS A 5508（鉄丸くぎ）、JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）もしくは JIS A 5554（ステン
レス鋼くぎ）とする。屋根に使用する釘は、風雨に曝されることが多いので必ず亜鉛めっ

き（Ep－Fe/Zn〔2〕）されたものを用いる。 
 

表 2－4 くぎ類の形状、寸法、用途 
下 地 材 材質、形状 つり子止付け用 平板止付け用 

木材、合板類 銅製平頭 
長さ 25mm以上 
径 1．8mm以上 

長さ 25mm以上 
径 1．8mm以上 

硬質木片セメント板 
特殊軽量モルタル塗 

ステンレス 
製平頭 

 
（6）小ねじとその付属品 
小ねじはタップを立てためねじまたはナットにねじ込み固定するもので、JISでは B1101
（すりわり）、B1111（十字穴）に規定されている。材質は鋼・ステンレス鋼・非鉄金属と
あり、鋼の場合は Ep－Fe/Zn〔2〕以上の表面処理が必要である。またねじ径は強度に影
響するので屋根の耐力を考慮して決める必要がある。通常はM5、M6以上が用いられる。 

 
ｄ．金属製垂木 
金属製垂木は溶融亜鉛めっき鋼板製の物が多く、鋼製の母屋の上に差し渡し、野地材と横葺

き屋根を指示する部材である。したがって、母屋間隔、荷重条件により断面形状寸法が異な

る。 



 
図 2－1 金属製垂木の例 

 
ｅ．横葺き用吊子 
横葺き用吊子は、野地材や母屋と横葺き屋根材をつなぐために用いる。 

 

  
図 2－2 横葺き用吊子の例 

 
ｆ．下葺き材 
（1）下葺き材はアスファルトルーフィング 940品、または同等以上のものを使用する。 
（2）下葺き材は、野地表面と屋根材の間に敷き込み、吹き込んだ雨水や屋根材裏面に発生す
る結露水を浸透させない十分な防水性能を持つとともに、屋根材と野地材間の電気的腐食

を防止する。 
（3）夏季の屋根温度（70～80℃)に対しても安定したものでなければならない。 
（4）アスファルトルーフィング類の止め付け用座金及びくぎは銅製又はステンレス製とする。 
座金の厚さは 0.30mm以上、大きさ 20mm角程度、くぎの長さは 19mm以上とする。 

 
表 2－6 下ぶき材の種別（JISＡ6005-2002）（単位面積当り質量） 
構 成 材  料 種 別 備    考 

一重ぶき アスファルトルーフィング 940 1巻長さ 21m 幅1m 

二重ぶき 
アスファルトフェルト 430 1巻長さ 42m 幅1m 
アスファルトルーフィング 940 1巻長さ 21m幅 1m 

 
ｇ．はんだ 
（1）はんだは、JIS Z 3282（はんだ）に規定されている。 
（2）屋根には錫（Sn）の量が 40～60%程度のものが施工性の良さから多用されている。 
（3）はんだ付けに使用する溶剤は、腐食性の低い市販のフラックスとする。 

 
ｈ．シーリング材（不定形） 
（1）不定形のシーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に規定されているものの
中から要求性能に応じて選択する。 

（2）屋根の施工には、不定形シーリング材としては、主にブチルゴム系、ポリウレタン系、
ポリファルサイド系（チオコール）やシリコーン系のものが用いられる。JIS A5758では



常温最高温度における目地の伸縮率を区分しており、これに準じてシーリング材を選択す

る。 
（3）また、工事の部位や区分によりシーリング材の成分系を選択したり、温度目地伸縮串以
外の要素（環境・雰囲気など）により使用するシーリング材を変更することも必要である。 

 
 
以下に要点を示す。 
①シーリング材使用上の基本的な考え方 
シーリング材の防水能力に頼った施工部分に漏水が生じた場合、シール材の再施工は困

難な場合が多く、再度の不良発生も考慮しなければならない。また、性能保証期間も短

い。このため、シーリング材の使用に際しては、シーリング材にも使用上の限界がある

ことを踏まえ、基本的な防水・緩衝は板金の設計・施工技術で行い、防水性能等の向上

のための補助的な材料と位置付けた使用が望まれる。 
 
②用語の説明 
・シーリング 
構造体の目地、他部材との隙間や接合部に防水その他の目的で使用される充填材のこ

とを示し、JISで規定されている建築用シーリング材をさす。 
・コーキング 
古くはシーリング材全体を総称してコーキング材と呼んでいたようであるが、現在で

は動きのない目地頭の部分で使用する油性コーキングについて使用される用語であ

る。 
・一成分形 
一般にカートリッジに充填されており、目地等に充填すると空気中の水分や酸素と反

応したり、内部の溶剤が揮発することにより硬化して、ゴム状になるシール材。 
・二成分形 
缶に入っており、主材と硬化剤の二つに分かれており、これを混合し反応させゴム状

にするシール材。主材、硬化剤、顔料ペーストの 3種類からなるものもある。 
・特殊な製品 
カートリッジに入り施工後もペースト状から変化しない一成分形マスチックシール、

施工後に表面は硬化するが内部はペースト状の 3 成分形マスチックシール材、火災
時に目地を保護する耐火シール材等がある。 

③シーリング材の選定条件 
シーリング材の性能向上、プライマーの改良により、シーリング材の使用範囲は拡大し

ている。しかし、シーリング材には製品により一長一短があるので、使用に当たっては、

メーカーの取扱説明書等で確認する。 
④施工時の注意 
・気温の影響 
シーリング材の硬化反応は、気温が高くなるほど速くなる。逆に気温が低ければ硬化

まで時間がかかり、硬化不良となることもある。取扱説明書を確認する。 
・湿度の影響 

必用に応じて 



一成分形シーリング材の多くは、湿気硬化タイプであり、空気中の水分と反応して表

面より硬化する。このため、湿度の高いときは表面が速く硬化して仕上げが困難にな

ることがある。 
・風の影響等 
プライマー等の塗布の際、溶剤の気化により放射冷却が発生し、湿度の高い場合は、

プライマー表面に結露が生じることがある。風が強いとプライマー表面及びシーリン

グ材の未硬化時に埃がつきやすくなり、表面汚染や接着不良につながることもある。 
（4）シーリング材（定形） 
定形のシーリング材は十分な防水・耐久性能を持つものとする。定形シーリング材は、ブ

チルゴム系やゴム入りアスファルト系のロープ状のもの、あるいはアスファルト含浸ポリ

ウレタン系のものなどが一般的に用いられている。また、芯材としては発泡軟質ウレタン、

発泡ポリエチレン、発泡軟質塩化ビニル、発泡ゴムなどがある。発泡軟質ウレタンは、経

時劣化が激しいので好ましくない。定形シーリング材の選択は、不定形シーリング材に準

じて行う。 
 
３．基本作業 
 
１）板金加工（手加工） 
ａ．板取り 
製品の大きさによって板取りの原板の大きさを決定するが、製品が大きいために一枚の板

より板取りが不可能な場合は継手を考慮しなければならない。継手は主として、はぜ、リベ

ット、はんだ付けなどで行われるが、板厚・使用部位に適する継手であるとともに、風雨、

水の流れなどを考慮した接続部、接続法を考慮して板取りを行うことになる。 
（1）谷ぶき板の板取りは、表 2－7を標準とする。特記のない場合は長尺銅板とする。 

 
表 2－7 谷ぶき板の板取り（単位mm） 

銅板の種類 板の方向 寸 法 

長尺銅板 
長さ（流れ方向） 6m以下 
幅（横方向） 455以上 

定尺銅板 
長さ（流れ方向） 1212 
輻（横方向） 455以上 

 
（2）長尺銅板による谷ぶき板の長さは 6m を限度とし、6m を越える場合は、伸縮継手を設
けることを原則とする。 

（3）つり子の標準板取りは、長さ 60mm幅 30mmとする。 
 

ｂ．けがき 
（1）けがき用の工具としては、墨壷、けがき針、コンパス、定規、曲尺などが使用される。
けがき上の注意点は、けがきの直角度である。直角度の不良のため製品を無駄にすること

が多い。原板の直角度を過信して、けがきを行うと切断枚数全てが直角度不良となり、組

合せ・取り付けに苦労するとともに仕上がりが悪くなる。 



（2）けがき方 
板金加工は、まず工作すべきものの展開図を描き、その展開図によりけがき、板取りを行

う。加工法と同時に展開図法を知る必要がある。 
 
ｃ．切断 
直線切断には金切鋏、押切り、切断機、丸鋸、切断グラインダーなどを用いるが、作業量、

板厚、寸法・形状により適当な工具、機械類を選択する。 
（1）金切鋏 
金切鋏には次の種類がある。 
①直刃：主に直線切りに用いるが、半径の大きな曲線切りも可能である。 
②柳刃：主として曲線切断に用いる 
③えぐり：板に孔を切り抜くときに用いる。 

 

 
直刃 柳刃 えぐり刃 

図 3－1 金切鋏の種類 
 

 
ｃ．折り曲げ加工 
（1）直線一曲線曲げ 
手加工による直線折り曲げは、折台、拍子木、影たがね、刀刃などに使って行う。曲線折

り曲げを手加工で行う場合は、万力、銀杏葉均し、駒の爪均し、当金、烏帽子槌、金槌な

どを利用して、たたき出し加工を行う。 

 



図 3－2 板の折り曲げ方図     図3－3 円筒の緑の折り方 
 

（2）湾曲曲げ 
湾曲曲げは、三本ロールを機を利用することが多いが、手加工では芯金が利用される。湾

曲曲げは主に、工場加工され、現場での加工は少ない。 
 

 
図 3－4 手動湾曲ロール機    図3－5 固定した芯金による湾曲方法 

 
（3）縁巻き 
縁巻き加工は、一般には工場で加工される。手加工の直線縁巻きは、折り曲げ加工と同一

作業で行い、比較的簡易な作業であるが、曲線縁巻きは、曲線折り曲げ加工が基礎となり、

熟練を要する。 

 
図 3－6 直線の縁まき    図3－7 曲線の縁巻き 

 
（4）はぜ用折り曲げ加工 
①現場での折り曲げ加工の大半は、はぜ用の折り曲げ加工である。はぜは工場ではベンダ

ー、折台などを用いて加工するが、現場では取り合い部分での現場合わせが多く、手加

工が主となる。 



②はぜには一重はぜ（平はぜ）と二重はぜ（巻はぜ）がある。一重はぜの利用が多く、特

に接合部の強さ、水密性を要求される場合は、二重はぜが利用される。板と同一面つま

り平行となるはぜは、締めにくくなるので、多くの場合、板面と直角になる二重はぜ（立

はぜ）を採用する。 
③はぜ加工で重要なのははぜの寸法であり、一重はぜの場合は、上はぜと下はぜの掛かり

長さを 3～4mm 替えてある。二重はぜでは、上はぜ、下はぜとも同一寸法としなけれ
ばならない。 

 

・―重はぜと二重はぜ 

 

・立ちはぜ組み 

 
 

 
図 3－10 はぜの折り方の例 

 
 

（5）その他の板加工 
①つり子の折り返し幅は、9mmを標準とし、屋根ふき板の折り返し幅に適合する寸法と
する。 
②谷葺き板の幅方向は、やげんに折り曲げ両端はぜ加工とする。 
③谷葺き板の流れ方向の接合は巻はぜとする。 
④屋根ふき板と谷ぶき板の接合はたたみはぜとする。 
⑤はぜは、形状正しく板になじみよく、銅板の地肌にきずをつけないように折曲げる。 
⑥着色銅板は、塗膜に損傷、剥離を生じないように加工する。 

 
ｄ．はんだ接合 
板と板との接合方法には多くの方法があるが、ここでははんだ接合について述べる。はんだ

は、錫と鉛が主体の合金で融点が 210～240°Cと低く、鋼板、亜鉛鉄板の表面との接着性が
良いので水密・気密を要求される接合に多く用いられる。ただし、接合強さが低いので、接

合強さを要求される場合は、他の接合方法と併用される。 



 
 

図 3－12 はんだ付け 
 
 
４．施 工 
 
１）施工のフローチャート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）銅板葺きの構法 
ａ．一文字葺き 
一文字葺きは銅板葺きの屋根構法として、昔から最も一般的に利用されている構法で、「平

葺き」とも呼ばれている。一文字葺きは、銅板の中で最も一般的な 365mm×1212mmの板
を図 9.9.1 のように切断し、上下左右に約 15mm 程度の組合わせ部分を作ってつなぎ合わ

垂木間隔・野地の施工状態 

下葺材の敷き込み状態 

割り付け墨出し 

軒先・ケラバ唐草の取付け 

捨て谷等の取付け 

葺き板本体取付け 

各種役物取付け 

片付け・清掃 

施工精度 

棟包み 
ケラバ包み 
取り合い水切り 
突起物まわり 
隅棟 
その他 



せる。いわゆる「はぜ」葺きと称する方法である。 
耐風性、耐水性に優れ、また加工性のよさを生かして多様な形状の屋根に合わせて葺くこと

ができる。 

 
図 4－1 一文字葺きの板取と板加工 

 
ｂ．葺き板の折り方 

 

  

つかみ込みはぜ 切りはぜ 
 

 
 

 
 

図 4－3 一文字葺きの葺き方の例 
 
ｃ．ひし葺き 
ひし葺きは正方形に切断した葺き板にはぜを設けて、流れを対角線方向にして葺き上げるの



で、外観がひし形に見えることからこの名がある。板を 365mm角あるいは 227.5mm角とし
て、図 4－5のようにはぜ加工したものを葺き板にするのが一般的である。 
構法的には一文字葺きに類似するはぜ葺きであるが、一文字葺きのように屋根上で「掴み」を

使用しない面は能串的といえる。この構法は瓦棒葺きなどに比べて耐風性に優れ、はぜが斜め

になっているため、水切りも優れている。 

 
 

 
 

図 4－5 ひし葺きの板取と板加工例 
 
ｃ．段葺き 
屋根に起伏をつけようとしてできた構法の一つである。野地板を段差をつけながら張り上

げた上に銅板を葺く構法で、野地板の板厚が見付けの段差となる。下葺き材も段差に合わせ

て張り上げるので一文字葺きに比べると材料、工数ともにかさみ、野地造にも費用がかかる

が、外観の美しさは格別である。定尺銅板（455mm×1212mm）を幅 2ツ切して板加工する
と図 4－6のような形状となる。 
＾ 

 
図 4－6 段葺きの板取と板加工例 

 
 



 
図 4－7 段葺きの葺き方 

 
 
３）施工上の一般的な注意事項 
（1）屋根勾配を、原則として 3/10以上とする。 
（2）野地板は釘を充分に保持するために、構造用合板厚さ 12mm以上（木板では厚さ 18mm
以上）をべた張りする。 

（3）下葺きは、アスファルトルーフィング 940以上とし、さらにアスファルトフェルト 20kg
以上を増し張りする場合もある。 

（4）葺き板の銅板の厚さは 0.35mm～0.4mmを使用する。 
（5）風の強い所や屋根面の広い場合は、野地板を厚くし、吊子を十分に取り付ける（熱によ
る膨張で持ち上げられる場合にたいしても） 

（6）一文字葺きの場合は、屋根面をできるだけ歩かないようにし。はぜの上は絶対踏まない
こと（はぜがつぶれると、毛細管現象で雨漏りしやすくなる）。 

（7）異種金属と接触しての併用を避ける（銅と鉄やアルミ・亜鉛を接触させると後者が腐食
することがある）。 

（8）しっくいやモルタル・リシンなどで汚される恐れのあるところでは養生に注意する。 
（9）軒先は特に繊細に出来上がっているので、はしごや物を立てかける場合は気を付ける。 

 
４）一文字葺きの施工 
ａ．加工 
（1）葺き板の周囲 4辺にはぜを付ける。上はぜは 15mm、下はぜは 18mm程度とする。はぜ
には「つかみ込みはぜ」と「切り込みはぜ」がある。 

（2）ふき板の縦はぜの折返し幅は左右共 15mmを標準とする。 
（3）吊子は葺き板と同種同厚の板で幅 30mm、長さ 60mm程度の細片で作る。 

 
ｂ．屋根一般部の施工 
（1）葺き板のはぜを十分掛け合わせ、均一にたたき締めする。吊子は葺き板 1枚につき 2個
以上とし、下はぜに掛けて釘留めする。釘は 25mm以上の平頭釘を使用し、吊子 1個に
つき 1本留めを標準とする。 

（2）屋根ふき板はからくさにつかみ掛け、一段ごとに通り良くふき上げる。 
（3）屋根ふき板の縱はぜ及び縦はぜと横はぜの取合部分は、つかみ込みとする。 
（4）一文字ぶきの場合、屋根ふき板は工場にて何枚か横に接合し、現場に搬入することがで



きる。 
 
ｃ．軒先 
①唐草の取り付けは、つめ掛けまたははぜ掛けとし、下地に銅釘打ちとする。 
②唐草は通し付け子または軒先包み板につかみ掛け、通りよく取り付ける。 
③軒先、けらば回りの下葺きは、通し付け子の先端より 20mm 内外の位置より葺きはじめ
る。 

 

 
 

図 4－8 軒先 
 

 

 
 



 
 

図 4－9そば軒図        図4－10 唐草 
 
 

ｄ．化粧軒先回り 
①折り下げ唐草は軒先のはぜが 4重になるので、先端部の強度剛性が高くなる。また、唐草
が 2重になり、デザインが軽快ですっきりし、雨仕舞もよい。 

 

 
図 4－11 化粧軒先回り 

 
 
ｈ．よど包み板・折り下げ唐草 



 

 
ｊ．隅棟ぶき 
（1）あおり板（棟覆い板）なしの隅棟ぶき 
・隅棟のふき方は馬乗り掛けを標準とする。 
・隅棟回しぶき板は、一段ごとに形板にて板取りを行い、上下は 15mm 以上の半円形に
はぜ加工し、縦はぜはかすがい折りとし、屋根ふき板につかみ合わせとする。 

（2）あおり板（棟覆い板）つきの隅棟ぶき 
・ふき板はあおり板（棟覆い板）際で立ち上げる。 
・隅棟包み板の継ぎ手ははぜ掛けとし、はぜにつり子止めとする。 
・隅棟包み板の両側はふき板につかみ掛けとする。 

 
 
ｋ．箱棟・換気孔 
①換気孔を設ける場合は、雨水はもちろんのこと、ここから雪・鳥・虫類の侵入を防止する

工夫が必要である。 
②水切り板は、立ち上がりを充分にとり、水返しを付ける。 

 

 
 

図 4－13 箱棟図        図4－14 棟換気孔 
 
ｌ．みの甲付き葺き板 
①屋根の中央から左右に葺き板を振り分けて葺いていく。 
②形板により板取りし、縦はぜは「かすがい折り」として、葺き板にはぜ掛け、吊子止めと

する。 
③葺き板を 3種類使用することにより、はぜ部分の形状が左右対称に見える。 

 



 

 
図 4－15 みの甲付きそば軒（下地）      図4－16 そば軒 

 
 

 
図 4－17 みの甲付き葺き板 

 
ｆ．棟包み 
①平葺き：棟葺き板は棟際にて、つかみ掛けまたは馬乗り掛けとする。 
②平葺きあおり板棟：葺き板はあおり板際で立上げ、吊子止めとする。棟包み板の両側は葺

き板をつかみ込みとする。 
 

 
 

図 4－18 平葺き       図4－19 平葺きあおり板棟 
 
 
ｇ．箱棟・換気孔 
①換気孔を設ける場合は、雨水はもちろんのこと、ここから雪・鳥・虫類の侵入を防止する



工夫が必要である。 
②水切り板は、立ち上がりを充分にとり、水返しを付ける。 

 

 
 

図 4－20 箱棟図        図4－21 棟換気孔 
 
ｈ．谷 
①谷の勾配は、屋根部分に比べて約 70%の緩勾配になるので、特に雨仕舞に注意して施工す
る。 
②谷葺きの下地構造は、谷にかかる全荷重を負担するので、銅板葺き部分に力がかからない構

造形式にすることが大切である。 
③銅板のたたみはぜ折り谷は、幅 606mmをそのまま使い、板厚は 0.35mm以上を使用する。 
④長尺銅板の長さは 6m以内とし、6mを超す場合は伸縮継手を設ける。 
⑤谷板両際は、たたみはぜ付きとする。両端ははぜ折りとし、吊子間隔 300mm内外に止めつ
ける。葺き板は、たたみはぜにつかみ掛けとする。 

 

 
 

図 4－22 一文字葺きの谷部 
 
ｉ．壁との取合い 
①水上部分：雨押さえ板の形状、寸法に合わせ、雨押さえ包み板は、葺き板にはぜ掛けとし、

壁際の立ち上がりは 60mm以上とし、立ち上がり上部は 10mm程度折り返す。 
②流れ方向：水上部分に準じる。 

 



 

 
図 4－23 水上部分      図4－24 流れ方向 

 
ｍ．一文字葺のエキスパンションジョイント 
（1）一文字ぶき(平ぶき)の縦はぜの重なり部分はふき 板が 4枚となり横はぜを加工すると堅
く固定され、熱伸縮の大きい銅板は、ふき板がムクレ上ったりつり子に思わぬ応力が作用

する現象を起こす場合がある。この現象を防止する為、桁方向のふき板長さ、5～6mに 1
ケ所の熱伸縮を吸収するエキスパンションジョイントを設ける。 

（2）この方法によるエキスパンションジョイントは、縦はぜの一部を爪切り瓦の継ぎ目のよ
うに、上はぜと縦はぜの重なるところ、下はぜと縦はぜの重なるところを切り捨てること

により、この箇所で葺き板の伸縮を吸収するものである。この際、ジョイント部は図のよ

うな捨て板を置き、つかみ込んで漏水を防いでいる。 
 

  

図 4－25 一文字葺 つかみコミ工法 図 4－26 エキスパンジョイント（mm） 
 
 
 
５）施工管理 
 
ａ．養生 
屋根ふき工事終了後、他職工事が屋根面を汚染又は損傷の恐れのある場合は、適切な方法で

養生する。 
 
ｂ．自負検査 
別紙の表に記載 



 
 
 
 
 
  



 
５．屋根工事安全対策 
 
１）安全ミーティングの実施 
現場での作業開始前と作業終了後 5分間、安全ミーティングを実施する。 
ａ．作業前の打合せを綿密に行う。 
・作業の手順 
・段取り 
・使用機器 
・作業員の配置 

ｂ．作業終了後の打合せ 
・本日の安全作業の確認 
・明日の段取り 

ｃ．輻輳作業、危険作業を避ける。 
・作業予定（他業者との関係） 
・安全作業の確認（安全ネット、足場等）･･･････高所作業・危険作業 
・上下作業は禁止 

ｄ．定期安全点検の実施 
・現場内の整理・整頓、清掃（毎日） 
・作業通路の確保（トラロープ等での表示） 
・元請主催の定期安全点検（清掃も含む）への参加 

 
２）安全基本項目 
ａ．正しい服装であるか確認する。 
①作業服②安全靴③地下足袋 

ｂ．正しい保護具であるか確認する。 
①保安帽 
②安全帯 
③遮光眼鏡 
④溶接面 
⑤手袋 

*職長に全作業員の服装並びに保護具の点検を行うよう指示する。 
ｃ．機械・工具の点検と手入れ 
取扱い責任者を選任し、機械・工具の点検整備を行う。 
①不良品 
②不良箇所 
③交換修理 
*機器類の現場持込み時並びに毎日の作業前点検を必ず行うよう職長に指示する。 
*現場により機器類持込み書を提出する場合がある。この場合、職長に対し提出指示を行う
とともに会社に対しても報告を義務付ける。 

 



３）災害防止計画 
ａ．墜落災害防止 
（1）足場及び登り桟橋には必ず手すりを設ける。 
（2）高所での移動の際は必ず歩み板を使用する。 
（3）墜落の危険のある箇所での作業には安全ネットを設置する。 
（4）軒先や壁張りの作業では安全環や足場などを利用し、命綱を使用する。 
（5）強風・降雨などの悪天候時における高所作業は原則として中止する。 

 
ｂ．成型災害防止 
（1）機械の整備点検は、必ず電源を切ってから行う。 
（2）合図者を定め、必ず合図を確認してから作業を行う。 
（3）機械には必ずアースと安全カバーを取り付ける。 

 
ｃ．揚重一運搬災害防止 
（1）有資格者による玉掛を確実に行う。 
（2）合図者を定め、必ず合図を確認してから作業を行う。 
（3）作業前にワイヤー・ナイロンスリング等の点検を行う。 

 
ｄ．電気災害防止 
（1）有資格者以外の電気の取扱いを禁止し、保護具を使用する。 
（2）充電部は完全に被覆し、電源には感電防止用の漏電遮断器を取り付ける。 
（3）適正にヒューズを使用し、アースを確実に取り付ける。 
（4）アーク溶接機には自動電撃防止装置を取り付ける。 

 
ｅ．揚重機の安全対策 
（1）移動は必ず誘導員の先導で行う。 
（2）ブームの制限傾斜角を明確にしておく。 
（3）定格荷重を超えて負荷させない。 
（4）荷を吊ったまま移動しない。 
（5）荷を吊ったまま運転席を離れない（ラフターも同じ）。 
（6）ブームを上げたまま移動しない。 
（7）アウトリガーを必ず使用する。 
（8）合図者（有資格者）を指定し、その者に合図を行わせる。 

 
ｆ．運転操作員の厳守事項 
（1）免許証を常時携帯する。 
（2）荷を吊ったまま運転席を離れない。 
（3）玉掛作業が不備な場合は、速やかに指導を行う。 
（4）強風時の場合は、作業を中止する（目安：瞬間風速 8～10m/秒以上）。 
（5）地震の場合は、作業を中止する（目安：震度 4（中震））。 
（6）作業再開時には必ず点検を行う。 



（7）オペレーターは揚重機安全作業に基づき作業を行う。 
 
ｇ．飛散防止対策 
（1）結束養生 
・成型材等を地上、小屋面に仮置きする場合は、結束養生を行う（結束は、梁、母屋等と

一体に山積ごと結束する）。 
・毎日の作業終了時にボルト類、成形材、残材等を所定の位置に片付ける。 
・軽量な材料や単品の加工品は、屋根上に放置しない。 
・結束に番線を使用する場合は、さび養生に注意する。 

（2）仮葺き、仮止め材の養生 
・仮葺き、仮止め時には、はぜ締め及びボルト締めを完全に行って、突風時の飛散に備え

る（木毛板、ボード類は、張り仕舞部を一枚当り 4ヶ所以上緊結する）。 
・養生時の緊結箇所 
○折板類………各梁ごと全数 
○瓦棒類………母屋 3本置き以内とし、軒先、棟、中間部は必ず行う。 
○壁……………胴縁 3本置き以内とし、上、中、下段 3点は必ず行う。 

・作業中は常に安全に注意し、必要に応じた養生を行うことを指示する。 
・作業範囲内は常に片付け、整理整頓を行うよう指示する。 

 
 
６．清掃・片付け 
 
ａ．屋根面の清掃 
引渡しの前に屋根面全体の清掃を行なう。鋼板の切り粉などは、錆の原因となるため取り除

く。他業種による汚れ、もらい錆等がないか確認する。役物の切れ端・部品・ビス等が残っ

ていないか注意する。 
ｂ．仮設電源設備等の撒収 
仮設電源設備等のため設置した電気設備等を撤収する。既存建屋・既存設備等に損傷を与え

ていないか、元のとおり復旧されているかなどを確認する。 
ｃ．足場の解体 
引渡し前に既存建屋等に損傷を与えないよう足場を撤去する。足場繋ぎ跡が確実に処理さ

れているか確認する。 
ｄ．工事現場全体の清掃 
最終引渡し前に工事現場全体の清掃を行なう。近隣対策で行なった設備・処理等が元の通り

復旧されているかなどを確認する。ゴミ・産業廃棄物等がその処理区分ごとに確実に処理さ

れているか確認する。 
 
  



 
７．自主検査 
自主検査はチェックリストに基づいて、屋根工事施工開始から各項目ごとに仕様書通りである

か確認を行い、チェックリストを完成させる。 
 
１）漏水の恐れのある箇所の確認 
漏水の恐れのある箇所（換気設備、明かり採り、水切り、役物、出隅、入隅、突起物廻り）の

雨押えの納まり状態、ビスの取付け状況などが施工図通り施工されているか確認する。部分改

修などの場合は、取合い部分からの漏水が多いので注意する。 
無駄穴はないか、取付けピスのゆるみはないか、役物・水切りの継ぎ手及びコーキング状態は

よいかなどに注意する。 
 

２）異種金属の接合部の処理 
アンテナアンカー、丸環、避雷針の取付金具、雪止め金具等の絶縁が行われているか確認する。 

 
３）傷・汚れの確認 
汚れの有無を確認し、屋根葺き材料に応じた方法で清掃する。傷等がないかを確認し、補修塗

料等で適切に補修処置する。 
 
４）仕上がり状態の確認 
施工図をもとに役物の取付状態や雨押えの納まり状態などを再確認する。他業種との取り合

いの納まりは施工図通りか確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


