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序 

 私は和瓦の復活を目指していろいろな文書を作っています。その一部として、

新しい凍害理論が出来ました。一読していただければ幸いです。   

 

目的 

今までの瓦の凍害理論では解決出来ない、色々な問題点がありましたので、

凍害理論を勉強すると共に、現場の状況を加味した結果、今までにない新し

い凍害理論が出来ました。  

 この理論は、水が凍るときに起きる現象を、瓦を中心に説明しています。

水を含んでいる全ての物質も凍るとき、同じ変化をしますので、この理論を

基に、瓦、タイル、コンクリート等の凍害防止技術の開発はもちろんのこと、

住宅、土木工事の凍害防止に、また、過冷却水の爆発力を上手にコントロー

ルして、衣類、食品加工など、いろいろの分野に応用していただくようお願

いします。 
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粘土瓦の凍害理論 

 

 瓦の凍害とは気温が氷点下になり、瓦に含んでいる水分が凍り膨張して瓦

に亀裂を作り，これを何度も繰り返し、瓦がめくれて割れる状態と、瓦の中

の過冷却水が爆発して、一瞬に瓦を割る凍害と2通りあります。 

 この凍害を防ぐ為、瓦の原料の粘土から製造、焼成、施工に至る全工程を

見直したいと思います。 

 まず瓦の原料の粘土から考えたいと思います。粘土は広辞苑によれば「き

わめて微細な風化物の総称…水を含めば粘性を有する…」と書かれています。

粘土には金属から有機物まで色々な物質が含まれている混合物と思われます。

その産出する場所で構成物質が変わります。原土に含まれている物には凍害

を起こす物も、又凍害に弱い物質も含まれていますので原土から考えなけれ

ばなりません。 

 次は製造工程です。昔は粘土を練って手作業で瓦を作っていました。最近、

全部機械化になり、この機械の選び方、使い方で凍害が起きることや、凍害

に弱くなることがあります。一例として皆様ご存知の土練機のラミネーショ

ンを考えてください。この他に機械化で起こる色々な現象を考えたいと思い

ます。 

 瓦の焼成についても同じ事が考えられます。現在、焼成温度が高ければ高

い程凍害に強いと考えられています。その通りだと思います。ただそれだけ

ではありません。耐火度の低い土は限界まで焼くと凍害に強くなります。そ

の他の条件も考えたいと思います。 

 最後に施工です。瓦の凍害は0℃以下の温度と瓦に含まれる水分の量と凍る

状態によるので、施工場所の水捌けを良くすると共に、過冷却水になりにく

い施工方法を考えて下さい。又、生産された瓦の凍害に安全な範囲を決め、

凍害の被害を出来るだけ少なくしたいと思います。 

 

次に瓦の中の水が凍っていく状態を調べ、凍害対策を立てたいと思います。 
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水の凍り方 

 水を含んだ瓦は（化学物質を含んだ水は別）気温が氷点下になると表面よ

り凍り初めます。水が凍ると潜熱が出ますので（潜熱＝0℃の水を80℃にする

だけの熱量）気温が0℃近くではその熱を奪いながら凍っていき徐々に瓦の内

部へ凍っていきます。水が氷になるとその体積は約9％増加します。増加した

体積の処理の仕方で、瓦に凍害が起きるかどうかが決まります。 

では瓦の内部で水はどの様に凍っていくかを単純に考える為に、瓦の中の

一つの気孔について考えたいと思います。以下絵を入れて説明します。 

 

粘土 

１． 瓦は粘土をこねて固め整形し焼き上げたものです。瓦の原料の粘土に

は色々な物質を含み、原土の出る場所により含んでいる物質は変わります。 

 

気孔 

２． 一枚の瓦には無数の気孔があります。この気孔に水が入り其の水の凍

り方が悪ければ凍害が起こります。 

３． 気孔の形は大きな気孔、小さな気孔、長方形の気孔、丸い気孔、曲が

りくねった気孔とさまざまな気孔が無数にあります。 

４． 凍害に特に関係のある気孔としては、表面と通じている気孔、独立し

て閉ざされた気孔、飽和点まで水が入った気孔、水分が全くない気孔等が

あります。(図４) 

５． 穴の開いている気孔も、穴の開いていない気孔にもほとんどの気孔に

水は浸入していきます。液体で、気体となって、又毛細管現象で気孔の中

に入っていきます。(図５) 

６． 瓦が凍害になるのはこの気孔が壊れるからです。分かりやすくするた

めに、一つの気孔の凍結していく状態を考えたいと思います。 
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７． 無数にある気孔の中から代表として二つの気孔を選びました。気孔の

一部が「開いている気孔」と「閉じている気孔」です。(図７) 

以上は気孔についての考えです。 

 

○ａ．気孔内の水の凍り方 

８． 気孔の容積中に水分が91％以下の場合は水が凍って体積が増えても、

容積がありますので問題はありません。(図８) 

９． 気孔容積の中の水が91％以上になり飽和点まで来ると水は簡単に、又

複雑に絡み合って次のいずれかの変化をします。(図９) 

①水分を気孔の外へ押し出す。 

②体積の増しただけ気孔を膨張させる。 

③過冷却水になる。 

 

開いた気孔 

１０．水分を外へ押し出す説明 

   気温が 0℃以下に下がると気孔中の水が表面より凍り出します。内部に

閉じ込められた水は凍っていく時、表面の生成された氷は内部の圧力に

よって（0℃近くでは僅かな圧力でよい）水に変わり表面に押し出され、

新たに針のような氷になります。この気孔は安定し続けます。この事は

ビール瓶に水を入れ冷した時、氷が瓶の口よりあふれ出ているのを見れ

ば解ります。（※過冷却水参照）(図１０) 
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 閉ざされた気孔 

１１．表面とつながっている気孔では体積の増加分水分を外へ出すことがで

きますが、出口のない閉ざされた気孔では体積の増加分だけ気孔を膨張

させます。(図１１．１２) 

１２．この膨張が弾性限界までなら、氷が溶けると元の大きさに戻り気孔は

安定しています。弾性限界を超えると気孔自身が大きくなります。 

  （弾性限界：固体に圧力を加えて変化させる時、圧力が小さければ圧力

を除くと元の形に戻ります。或限界以上に圧力がかかると、元の形に戻

らなくなります。その境となる限界）(図１１．１２) 

１３．更に何回となく繰り返されると、気孔自身が大きくなり気孔の物理的

な性格もその度に変わります。(図１２．１３) 

１４．更に膨張の限界を超えると、一番弱い気孔壁を破壊し水分を外へ出し

ます。 

  閉ざされた気孔→開かれた気孔に変わります。(図１４) 

 

 過冷却水になる 

１５．過冷却水の説明（凍害の大きな原因の１つ）(図１５) 

   氷に圧力をかけると、氷は容積の小さな水になろうと変化します。気温

が 0℃近くでは小さい圧力で水になりますが、気温が低くなるにつれて

その圧力は下の表の様に強くなっていきます。 

   温度       0   －5    －10   －20   －72 

   圧力（kg/㎝３）  1   610    1590    1970     2115 

                       （建築用セラミック材料の資料より） 
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１６．水が飽和状態で閉じられた気孔の温度が0℃以下になると気孔内の水は

凍ろうとします。水が凍る為には体積が約 9％増加しなければ凍れませ

んから、体積を増そうと気孔壁に圧力をかけます。気孔壁が強ければ水

は凍れず、水温が－１℃、－２℃……と過冷却水のままで、気孔は安定

しています。(図１６) 

１７．気温が更に低くなれば、気孔壁にかかる圧力が強まり、最後には一番

弱い気孔壁を破ります。気孔壁の破り方は二通りあります。 

 

気孔壁の破り方(図１８．１９) 

１８．外気の温度が0℃近くでは、気孔壁にかかる圧力が弱く、寒くなればな

る程、圧力が強くなり、一番弱い気孔壁を破り、開かれた気孔になりま

す。この場合、気孔から水が外へ出ますので、気孔は安定しています。 

１９．気孔壁が強いと温度が低くなっても凍れず、気孔壁への圧力が強くな

り最後に気孔壁を破ります。この時水は爆発し気孔壁を吹き飛ばします。

この爆発で近くの過冷却水の爆発を誘発すると、瓦は凍害になります。

このような爆発による凍害は、過冷却水の温度が低ければ低いほど、又、

水量が多いほど爆発力が強く、瓦をはじいた様に割れます。 

 

２０．直径の小さな気孔は過冷却する。 

（ソ連のSSTCCHARNY）（建築用セラミック材料より） 

   毛細管内の水の凍結温度は気孔の大きさで変化する。 

    直径1.57㎜では過冷却は‐5.5℃まで 

    〃 0.24㎜  〃   ‐14.2℃まで 

    〃  0.1㎜  〃   ‐18.6℃までと言われています。 

   以上、気孔内での水の凍る状態です。 
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○ｂ．瓦の凍結と凍害      

上記は気孔内の凍害を説明しました。これが原因で瓦全般に凍害の起きる

状態を考えたいと思います。 

瓦の中には無数の気孔が有ります。各気孔共凍結する条件が整うと自然に

凍結します。その時、体積が約9％増えます。その増加を気孔内で収めるか、

近くの気孔に出すか、気孔が膨張するか、破裂するか、各気孔が勝手に自然

に変化していきます。 

瓦はこれら各気孔の集合体ですから、前項の気孔の凍結と対比して瓦の凍

結していく状態を考えたいと思います。 

 

 

 

 

安定している瓦 

２１．瓦の中に含まれる水分が少なく、瓦の中の各気孔内の水の飽和係数が

91％以内なら、凍結しても瓦は安定しています。（図８参照） 

       これを屋根に使っている瓦で考えますと水は瓦の谷に集まりますので、水

分の一番多い谷で、しかも瓦の重なっている所の気孔が 91％以内が望ま

しく、瓦全体としては70％以下が良いと思っています。 

気孔内の水の量 
飽和係数 ＝ 

気孔内の空隙 

（今回の意味は、水が容器にどれ程入っているか、そのパーセント） 

 

 （開かれた気孔） 

   ２２．瓦に水分が多く気孔の水が飽和点まで来ても、開かれた気孔が多いと体

積の増える分、水を外部へ出しますので瓦は安定しています。昔から素

漏する瓦やセメン瓦は凍害に強いと言われています。気孔が開かれてい

ますから凍るとき余分な水を簡単に外へ出せるからです。(図２２) 

(但し、素漏りする瓦は不良品です。又、極寒な地域や、表面に防水加

工をしていると過冷却水の問題に注意をしましょう。) 
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   （閉ざされた気孔）(図２３) 

   ２３．閉ざされた気孔でも弾力性の強い気孔は、凍る時体積の増える分気孔を

膨張し、氷が溶けると元の大きさに収縮する、このような瓦は安定して

います。 

凍結の度に物理的に変化していく瓦（風化） 

   ２４． 閉ざされた気孔で水が飽和状態の瓦は、凍る時、体積の増加分膨張し

ます。弾性限界以内なら氷が水になると元に戻りますが、弾性限界を超

えると氷が水になっても元に戻らず大きくなります。又、膨張の限界を

超えると気孔壁は破裂します。 

       これを一枚の瓦で考えますと、一部の気孔は弾力限界以内で、他の一

部は弾力限界を超え、他の一部は膨張限界を超え、又、開かれた気孔も

混じっています。 

       これらの気孔は凍結の条件が整えば各々凍結します。各自独立して凍

ったり関連しながら凍ったりします。ある気孔は余分な水を隣の気孔に

送り、又膨張して隣を圧迫したり、又破裂し、隣をも破裂させたりと、

瓦の性質を変えていきます。これが何回も何回も繰り返されている間に

瓦の力が弱くなり凍害の起きる瓦も出てきます。  （図11～14参照） 

 

過冷却水（厳寒時には凍害につながる現象）（図15～19参照） 

   ２５． 閉ざされた気孔で水が飽和状態の時、気温が0℃以下になっても水は

体積の増加するスペースが無いので凍れません。気孔壁に圧力をかけ容

器を広げようとします。0℃近くではその圧力が弱いので他の気孔にか

ける負担は少ないですが、低い温度で凍る時は（‐5℃では 610kg/㎝３  

‐10℃では 1590 kg/㎝３ ）相当な圧力になり、気孔壁が破れると、水

が爆発し、その影響で他の気孔も連鎖して爆発が起きる事があります。

この爆発の力を瓦が持ちこたえるか否かで、凍害になるか否かが決まり

ます。たとえ凍害にならなくてもこのような事を繰り返しますと瓦の物

理的な性質が変わり凍害が起こるかもしれません。（寒冷地域の凍害参

照） 

以上、瓦が凍結する時に、凍害の起こる現象と考えています。この原因を原
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土→製造→焼成→施工に分けて考えたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造工程での凍害問題 

凍害に強い瓦とは、下記の２項目が中心です。 

１． 水が氷になる時の圧力を小さくし、又その圧力に耐える瓦 

２． 過冷却水の爆発力を小さくし、又、その爆発に耐える瓦 

上記のような瓦を作るには、瓦内部の歪、切れを少なくし、土と土とを強

く結びつけ、質の均一な瓦を作ることで、昔の製造方法を念頭において最新

の機材を上手に使い、良質の瓦を作ることです。 

 

○ａ ．原土 

１． 膨張率、収縮率が大きく違う物質 

  粘土の中には色々な物質が含まれています。それぞれの物質は温度や湿

度で膨張し、又、収縮します。粘土の中に膨張と収縮に極端に差がありま

すと、瓦の中に目に見えない歪
ひずみ

ができます。瓦の製造中や、乾燥時の歪
ひずみ

と

切れ、焼く時の歪
ひずみ

と切れ等で凍害が起こり易い瓦になります。凍害はこの

歪
ひずみ

や切れの中に水が入り凍る時、この歪
ひずみ

や切れを押し上げて大きくします。

一度で凍害の起きる時もありますが、これを繰り返して徐々に凍害が進ん

でいきます。 

  私の知っている凍害の起きやすい物質としては、石灰と石膏です。固ま

って入っている時や大量に入っている時は危険です。その他にも色々な物

質があると思いますので皆様考えてください。 
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２． 可燃性の物資（凍害に弱い瓦になる） 

粘土の中に有機物の含んだ土、特に石炭や泥炭、木切れや竹等可燃性の

物が含まれていると焼成時その物質が燃えて空洞ができます。その空洞の

分布状態によっては弱い瓦になります。又空洞内に水が入り凍る時の作用

によって凍害の起きる可能性があります。 
さらに油類や化学薬品類が混ざっていますと土と土がなじまず、油の線

に沿って歪
ひずみ

ができますと凍害になり易い瓦になります。（プレスの時に同

じ注意が必要です） 

 

３． 塩を含んだ瓦は、凍害に弱い(融雪剤に使う物質も同じです) 

(難しい説明ですみません) 

水の凝固点(氷になる温度)は0℃です。塩は800℃です。この水と塩が混

じりあい飽和塩水になると、凝固点が－22℃まで下がるという不思議な現

象が起こります。この凝固点の降下が、凍害を起す原因です。 

言い換えますと、氷に塩をかけると、氷は溶けて塩水になります。氷が

溶けるとき、融解熱(氷1ｇで約80calの熱)を奪いますので、新しく出来た

塩水は、融解熱にとられる分、低くなります。 

この現象を瓦屋根に当てはめますと、瓦から流れた塩は瓦の裏を伝って、

瓦の重なっている次の瓦の表面に溜まり、釘穴を伝って下地に出ます。(現

場で確認済み)このように瓦に含まれている塩は、雨水によって決まった所

に蓄積され、その付近だけが濃度の高い塩水になります。一枚の瓦でも場

所によって濃度が変わります。塩分濃度の高い所では、雪や氷を溶かし融

解熱を取るので、その部分だけ他の所より温度が低くなり、回りの真水を

急激に凍らせ、凍害の原因を作ります。しかも急速に凍らせると過冷却水

になりやすく、同じ温度でも、一層厳しい凍害を起こす原因になります。 

理論上、塩水は、－22℃まで下がります。現実、屋根の上では塩水の濃

度も低く、雪や氷の量も不明で、しかも塩水の所も、真水の所もあるなど、

複雑な要素が多く、正確な温度差は解りませんが、私の経験では、気温が3℃

～5℃低くなると考えています。 
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過冷却水   

真水は 0℃以下になると凍り、体積が約 9%増えます。体積が増えないと水

は凍れません。このように0℃以下になっても凍れない水のことを過冷却水と

いいます。過冷却水は、凍りたいので、体積を増そうと壁に圧力をかけます。

その圧力は、温度が低ければ低いほど強力になり、一番弱い壁を破壊します。

気温が－3℃、－5℃と低くなればなるほど爆発力が強く、他の粒子にも影響

を与え、連動して破壊します。この時、パチパチと音を立てて、弾けるよう

な凍害が起こります。(P8の１５参照) 

※水に溶けて流れ出した塩類は、釘や谷板を腐食させ建物に損害を与えます。 

塩と同様に酸性やアルカリ性の強い粘土にも注意が必要です。 

（但し、谷板や樋の腐食は酸性雨や酸性露が中心です。これは銅製の銅

像が泣いておられるのを見れば明らかです。） 

 

４． 粘土の粒子 

粘土は産出する場所で含む物質が違います。粒子の大きい粘土、

小さな粘土、ねばい粘土、さくい粘土等様々です。粘土によって、

瓦の内部の焼成具合が変わり、水の吸水率も、過冷却水との関係も

変わります。これら３条件共凍害の大きな要因ですから各々につい

て考えたいと思います。 

ａ．焼成 

  一般にきめの細かい粘土は肌のやさしい瓦になりますが、焼成する

時に瓦の内部の火の回りが遅く、表面の温度が上がっても瓦の内部ま

で焼くのに時間がかかります。 

  他の粘土で作った瓦と同じように焼成しますと、瓦の内部の温度が

低いので凍害の起きやすい瓦になります。 

  火の回りにくい粘土は長時間かけて焼成する必要があります。 

  ｂ．吸水率 

    吸水率とは瓦に含む水の量です。吸水率が高いと、水が凍結する時

瓦にかかる圧力が多いので凍害が起きやすく、吸水率の低い瓦は水の

凍結時に圧力を出す水が少ないので凍害に強いと解釈しています。 
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    最近凍害は吸水率と焼成だとよく言われますが、淡路瓦の場合は販

路の大部分が吸水率よりも瓦の強さを必要とする地域です。この事は

瓦について常に考えておられる人々が、凍害を防ぐ為に粘土に砂を少

し加え吸水率を高くしている工場が多数あります。ここで作られる瓦

は淡路瓦としては凍害に強く、焼成も良く色もすばらしい瓦が多量に

生産されています。吸水率の低い瓦は確かに凍害には強くなりますが、

吸水率だけでは凍害の解決にはなりません。 

   

ｃ．過冷却水 

    過冷却水とは水が 0℃以下になっても体積の増加する空間が無いの

で凍れない水の事です。 

    瓦の中の閉じられた気孔に水が一杯になり 0℃以下になっても凍れ

ない時や、毛細管の水に起こります。この過冷却水の起こりにくいよ

うな土を選ぶ必要があります。 

① 表面をきめ細かすぎないように 

② 厚すぎない瓦 

    過冷却水の問題は、厳寒な地方では凍害の一番重要な原因です。 

  ◎過冷却水が氷る時は気温が低いほど、爆発力が強く、ぱちぱちとはぜ

るように割れる凍害です。 

 

５． 土の寝かせとうませ 

粘土の中に水溶性の物質が含まれていますと、屋根の施工後、雨で溶けて

屋根下地につく事があります。瓦の一部が空洞になるので吸水率も高くなり、

又瓦の強度も落ちる事になります。 

土を寝かせるのは、これら水溶性の物質を雨で流す事と、粘土を風化させ

る働きとがあります。 

又、土をうませるのは、土の中の水分量を均一にする事です。乾いた土に

水を混ぜて練ると、すぐに練り上がります。しかし粘土の粒子の中まで染み

込むのには長時間かかります。この事は屋根葺職人なら皆様気付いている事

です。屋根土を練る時、乾いた土を練ると1５分ほどで練れます。その屋根
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土を１日置くと、土を練り直さなければ堅くて使えません。しかし、２～３

日前に練った土はすぐ使えます。土の中まで水が染み込んだからです。 

瓦を作る時、土練機の前やプレスの前に土をうませると、土の中の水分を

均一にして良質の瓦ができます。 

 

 

 

 

原土まとめ 

    原土は色々な物質の集合体ですから、注意していても凍害

の起きやすい粘土が混ざる事があります。普段から原土を粉

砕し攪拌していますと粘土の粒子が小さくなりさらに分散し

ますので、凍害を起こす物質が混じっても力が弱く、周りに

いる凍害に強い粘土が勝ち、安定した瓦になります。 

    凍害が起こりますと、瓦の一部に凍害があると言わず瓦に

凍害が起こったと言われます。 

   粘土はできるだけ粉砕し攪拌する事をお勧めします。又、

粘土を粉砕し攪拌すると瓦のねじや傷にもよい結果が出、瓦の質の

向上にも役立ちます。 

 

 

  

○ｂ ．製造 

 製造中にできる歪と小さな傷（広い意味のラミネーション）は凍害の大き

な原因です。ラミネーションの強い瓦は、瓦の中が幾重にも層になっていて、

その層に水が入り、凍り、少しずつその層を押し上げ持ち上げて歪を大きく

します。その回数が増す度に亀裂が大きくなって、目に見える凍害になりま

す。現在の淡路瓦では、製造中のラミネーションを完全に治めると温暖地域

の凍害はほぼ解消できると思います。 

 以下、製造工程毎に説明します。 
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１． 土の粉砕と攪拌と練り 

   粘土には凍害に弱い土が含まれている可能性があります。大量に含まれていると除外

しないと凍害になります。少量の時は気付きません。 

   常に土を小さく粉砕して、混ぜ合わせますと、凍害に弱い土が混ざって歪

や亀裂ができても、微々たる事で、瓦全体に及ばず、瓦は安定しています。 

   次に粘土をよく練りますと、粘土の粘着力が強まり粘い瓦になり、瓦の凍

る時に出る圧力に耐え、その圧力をかわします。 

   さらに練る時に使う水は、乾燥中に水蒸気になり外へ放出されますので、

水蒸気の通り道ができ、水の凍る時、圧力の逃げ道になります。 

   粘土を練る時の水量は柔らか過ぎると瓦のねじがきつくなり、堅すぎると

凍害の起きやすい瓦になりますから、過去の経験に基づき適度の水分量を考

えて下さい。（凍害だけを考えると水分の多い荒地が悪い） 

 

２． 土練機（ラミネーションのない瓦を作りましょう） 

 粘土を練って荒地を作るのに真空土練機を使います。運転開始時、最初出

てくる土は真空が効きにくいのでラミネーションが起きやすく、これを捨て

ラミネーションの無いのを確認して荒地を出して下さい。  

 次に原料の粘土によるラミネーションがあります。粘土の水の量の相違、

固さの違いでラミネーションになる事もあります。又、機械の調子と機械の

使い方にも注意して下さい。 

 凍害はラミネーションの中に水が入り、凍るとその層に沿って瓦を押し上

げ、瓦を割ります。特にラミネーションの少ない瓦を作る必要があります。 

 次に、土練機の馬力ですが、あまり馬力の弱いのは凍害を起こします。昔

の例ですが、５馬力の真空土練機で土の出る速度の速い瓦は奈良県で全滅し

た事がございます。５馬力の真空土練機でも土の出るのが少ない瓦は、生き

残ったようです。 

 土練機の馬力が強く真空の効いている瓦は、土の密度が高く固い耐久性の

瓦になりそれだけ凍害に強くなります。しかしながら馬力の強い土練機を使

うと瓦の行儀を考え粘土の水分を少なくした荒地が出されます。 
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 粘土は水分を含んで練れば粘るので、水分の少ない瓦は粘着力が弱く、瓦

を金槌で割ると音が悪く、しかも走って割れます。 

凍害では小さな傷口を広げたり、目に見えない小さな歪をも大きく押し上

げ大きな凍害になる可能性があります。水分を少なくして練ると、凍害には

一歩後退した瓦です。 

 

３． 成型（プレス） 

 ラミネーションの無い荒地を作りましょう。次は成型です。成型時のラミ

ネーションは、土をつなぎ合わせる時と、土を動かす時に起こります。でき

るだけ土を動かさないでプレスする方法を考えなければいけません。 

凍害になりやすい瓦は、万十、一文字、よど、横車、丸、丸巳等でプレス

時に土を大きく動かすものばかりです。土を高圧でプレスしますと土は幾筋

にもなって飛び出し重なってプレスされます。重なった所はラミネーション

になったり、又、油が入って、土と土が分離したりすごく危険です。さらに

プレス後の土の密度で瓦のねじれが変わります。土の密度の高いところは乾

燥や焼成でも動きが少なく、土の密度の低いところは土が引けるので、瓦の

ねじの原因になります。凍害と瓦のねじの両方を考えても、土の動きを最小

限に止めたいと思います。土を伸した瓦は反り易いので、往々にして焼くの

を控え目にしています。 

 成型はできるだけ土を動かさないようにしたいものです。特にプレスは瓦

の型を整えるだけで土の動きを最小限に止める事が大切です。特にあまり堅

い土をプレスするのは無理が起こりますので控えましょう。 

 又、瓦を手で貼り付ける時は、できるだけ貼り付け部分にラミネーション

が起きないよう気をつけて下さい。 

４． 瓦の厚さ 

 薄い瓦の長所 

  瓦が軽く、瓦の芯まで均一に焼け、その上、凍るときは、直に瓦の内部

まで凍るので、過冷却水にならない。 

 欠点  

  薄いと割れやすく、又、素漏りする可能性も高くなる。 
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瓦の厚さは、その長所を活かし、欠点を補うように焼成し、適当な厚さを

選びましょう。特に、万十や鬼瓦などの特殊な部分で厚くなっているとこ

ろに注意してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ｃ ．焼成 

凍害は水の吸収率と焼成だと考えている人が多いので、焼成の事は皆様共、よく

考えておられ、問題点はありません。焼きが甘くて凍害になるのは皆様ご存知の通

りです。良く焼いている中に見落しのある瓦があります。 

 凍害に関しては瓦の中で一番焼きの悪い所を基準にして考えて下さい。瓦

の一部に凍害が起きれば、瓦に凍害が起きた事になります。例えば万十で、

くりこみの入れていない万十は凍害が起きやすい。これは瓦の厚さが原因で

す。厚い部分の外側は焼けていますが、内部に｢あんこ｣が入っていて外部と

内部の温度差が歴然です。焼成は、瓦の一番分厚い所と、火の回りにくい所

を基準に考えて下さい。又、厚い瓦は、急激に温度が下がると過冷却水にな

りやすく、これも凍害を大きくします。 

 凍害に強い焼き方とは高温で焼くという意味ではありません。土の耐火度

近くまで焼くという事で、耐火度の高い土はそれだけ高温で焼かなければい

けません。耐火度の高い土は、瓦が固く耐久性がありますので凍害に強い瓦

と言われています。瓦を焼く時、耐火度に近付ければ近付けるだけ、凍害に

強くなります。なぜでしょう。 

 粘土は色々な物質の集まりで、それぞれ耐火度が違います。瓦に使う粘土

の耐火度は、粘土全体から見た耐火度ですから、耐火度の低い土から高い土

も含まれています。 
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 耐火度を過ぎると土は液体になり流れます。粘土の中の耐火度の低い土は

液体になり、近くの粘土と結合し瓦を強くします。私は、耐火度を越えた物

は土から岩になると思っています。瓦内部の結合を増し耐久力を付けると思

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

○ｄ 施工 

凍害は湿度と寒さが原因ですから、建物の状態に応じて、湿度を避ける工法で施工し、

少しでも凍害に強い屋根にしたいものです。 

 凍害に一歩弱い場所は次の所です。 

１． 木々に囲まれた場所は、住宅密集地より約２℃～３℃低いと思っ

た方がよい。 

２． 日当りの悪い家で屋根に湿気の多い所。 

３． 川筋で川から風の吹き込む場所。 

４． 常に濡れている瓦。（温水器の水漏れ等） 

 

瓦の凍害は寒さに加え、瓦に水分を含んでいる時に起こります。小さ

な凍害は、その回数を重ねる度に凍害が強くなります。回数を重ねない

ようにしなければなりません。 
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寒冷地域の凍害（過冷却水による凍害） 

今までは温暖な地域を中心に書きました。温暖な地域では、風化に強く、

上手に焼いた瓦で内部に歪みのない瓦、言い換えますと、高品質の瓦を使い

ますと、凍害に強いことが分かったと思います。寒冷な地域は温暖な地域の

凍害原因に加え、急速な気温低下で、閉じ込められた水が過冷却水となって、

爆発を起こす凍害を知って、その対策を考える必要がございます。 

以下、寒冷地域には特に厳しい過冷却水について考えたいと思います。 

(P8,15～25参照)  

 

１．過冷却水の存在する説明 

水は0℃以下になれば凍ります。凍る時１㎤について８０カロリーの潜熱

を出します。その潜熱を吸収するまで、瓦はじわじわと凍ります。凍る時、

体積が約９％増えます。増えた体積の処理の仕方が悪いと瓦に凍害が起こ

ります。これは皆様ご存知のことと思います。 

今、寒冷地域の凍害を説明するために仮に次のように考えたいと思いま

す。気温が０℃からー２℃になっていくと考えてください。 

瓦は凍りだします。一時間も経てば瓦の内部まで０℃以下になっている

と仮定します。瓦の中の水は全部凍ったと考えてください。これ以上寒く

なっても、瓦の中に凍る水がありませんから、体積は増えないので、これ

以上いくら寒くなっても凍害は起きないことになります。 

このように考えますと気温がー２℃の地域で凍害の起きない瓦は－５℃

でも、－１０℃でも、いくら寒くても凍害は起きないことになります。事

実と大きく違います。現実は寒ければ寒いほど凍害は厳しく、厳寒地方で

凍害を防げません。 

このことから「瓦の中の水が全部凍った」と考えるのは誤りだと気づき

ます。 

凍害の起こるのは、いくら寒くても瓦の中に凍っていない水が残っている

からです。それが過冷却水です。 

文献によれば、（P8 参照）過冷却水の時、水温が低ければ低いほど気孔を破る圧

力が強く、次々と連鎖反応を起こし爆発的に瓦を割ります。気孔自身は小さいので 
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爆発力も小さいですが、小さくても連続して起きれば大きな力で、凍害を引き起

こします。この凍害を防ぐには、この爆発に耐える瓦を作るか、又は、過冷却水の

爆発力を弱める方法を考えなければなりません。 

 

２．気温の変化で大量の過冷却水のできる説明 

(P6,10 開いた気孔)の説明で、ビール瓶に水を入れた状態をもう一度考

えてください。気温が0℃以下に下がりますと、水は凍りだします。水が凍

るとき、潜熱が出ますので､(1ccで 80cal)その熱を取り除きながら徐々に

凍ります。水はビール瓶の周りから凍り、瓶の口元も最初に凍ります。ビ

ール瓶の口が完全に凍り、瓶に蓋をした状態になりました。(ここから新し

い過冷却水を考えたいと思います。) 

この状態で、瓶の中に取り残された水が凍るには、体積の増加が不可欠

です。瓶の口の氷を溶かして、蓋の上に出るが、瓶を割るか、2通りしかあ

りません。 

上記を要約しますと、瓶の中に残った水は、下記の３項目のどれかを選び

ます。 

① 過冷却水のまま残る。 

過冷却水の壁にかける圧力 ＜ 氷を溶かす圧力、瓶を割る圧力 

ただし、過冷却水の圧力は、温度が下がるほど強くなる。 

② 瓶の口の氷を溶かして、体積増加分を外へ出る。 

瓶の耐圧力が、氷を溶かす圧力より強いとき。 

（瓶の耐圧力 ＞ 瓶の口の氷の溶ける圧力） 

ただし、氷の溶かすのに必要な圧力は、氷の温度が低いほど強くなる。 

③ 瓶を割る（瓦の場合 凍害） 

瓶の圧力 ＜ 瓶の口の氷の溶ける圧力 

（使う瓶によって、耐圧力が違います。） 

 

 

結論 瓶の割れるのを、瓦に置き換えますと、 

 Ａ．過冷却水で、瓦が爆発しない条件は上記①と②で 
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  瓦の耐圧力 ＞ ①過冷却水の圧力 

  （大きい）   ②蓋をしている氷を溶かす圧力 

＊ 上記の①②よりも、瓦の耐圧力が大きい時 

Ｂ．過冷却水で瓦が爆発する条件（Ａの逆の場合） 

瓦の耐圧力 ＜ ①過冷却水の圧力 

        ②蓋をしている氷を溶かす圧力 

＊ 上記の①②の両方より小さいとき、瓦が割れます。  

＊ 過冷却水の圧力  ＝ 過冷却水の量 × ０℃以下で生ずる圧力    

 

言い換えますと、穴の開いた気孔でも気温が急激に低下しますと表面が凍り、

取り残された水は過冷却水になって 厳しい凍害の起きる可能性を暗示して

います。 

 

３．自然条件下での過冷却水のできる説明 

屋根瓦は建物の外にあって、瓦の表は外気に接しています。瓦の裏は建物

内に続いています。瓦の表面は屋外と同じ温度で、瓦の裏は建物内の温度に

影響されますので、一枚の瓦の表と裏に温度差があり、場所によっても、風

向きによっても、住む人によっても、などなど、いろいろな条件の変化で温

度差が変わります。 

（第一条件）  

仮に外気が－5℃とします。瓦の裏は建物内からの暖かい空気と通じてい

ますので5℃だと仮定しますと、屋根瓦の表面は－5℃の氷で覆われますが、

瓦の裏側は凍らず水のままです。普通に考えますと、瓦の上半分が凍り、

下半分は凍らないように考えられますが、瓦の重なっている部分や、瓦の

山、谷、厚みの相違など、条件に差がありますので、瓦の表面は凍ります

が、氷の厚みはばらばらです。 

（第二条件） 

この状況で、仮に風の向きが変わったり、家の暖房を止めるなど、瓦の

裏の温度が急に外気と同じ－5℃になると、瓦の内部に水が閉じ込められ、

過冷却水になります。北海道などの厳寒な地方では、外気が－10℃以上で
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も建物内は常に20℃程度を保っていますので、屋根瓦の裏、表の温度差は

大きいものと思います。 

この例のように、気温が氷点下で、急激な温度の低下は、瓦の内部に過

冷却水を作り、厳しい凍害を起こす大きな原因になっています。 

※対策  

厳寒地域では、屋根瓦の表と裏全体に温度差を少なくするように施工する

ことです。 
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過冷却水の爆発力＝水の量×過冷却水の圧力（水温が低いほど大きい） 

ですから、凍害に勝つには 

1. 過冷却水の爆発力を弱める 

2. 爆発力に勝つ瓦を作る 

上記2点を同時に実行することです。 

 

1.爆発力を弱める対策 

a.瓦の吸水率を低くする。 

  瓦に含まれる水を少なくする。 

b.瓦の粒子を荒くして、水捌けの良い瓦にする。 

  瓦の内部の水を、早く外へ出すと共に、凍るときの圧力を外部へ逃が

しやすくする。 

c.製造時、水分を多めにして作る。 

  瓦の内部に、乾燥時、水蒸気の出る道が残っているので、凍る圧力を

逃がす道になる。 

d.屋根の水捌けをよくして、乾燥した屋根にする。 

e.瓦内の水を出来るだけ低温で凍らせる。 

 イ．薄い瓦を作る。 

   耐寒時、瓦の表と裏と同時に凍っていくと、瓦が厚いと水が閉じ込

められて、過冷却水になる可能性が高い。 

 ロ．瓦の表面に防水や断熱塗装は避ける。 

   瓦と防水塗装の間に水が溜まりやすく、しかも凍るとき、塗装で温

度の低下を防ぎますので、瓦の裏側から凍ると過冷却水になりやすい。 

２．爆発に勝つ瓦を作る 

以上、１．２．共に良い瓦を作りますと、耐寒に強い瓦が出来ます。 
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過冷却水の凍害実験（皆様も試してください） 

実験場所 淡路瓦組合 

参加者  9名   

日    平成18年5月 

室温   ２０℃ 

＊用意するもの  水、塩、氷、容器、瓶 

実験  

１．容器（バケツ）に水を入れ、塩と氷を加えよくかき混ぜると、塩水の温

度は０℃以下になり、次第に温度が下がります。 

２．この容器に水を入れた瓶を入れますと、初めは瓶の回りが凍り、そのう

ち瓶の細くなった入り口が凍り、氷で蓋をした状態になります。このと

き、塩水の温度は-１２℃で、瓶の内部の水は、０℃です。少しの時間の

経過後、瓶の入り口の氷が、少し高くなります。これは、瓶の内の圧力

が強くなって、蓋になっている氷を溶かし、その上に瓶内の水が出て、

新しい氷を作ったことを示しています。さらに時間の経過と共に、瓶の

蓋になっている氷の温度が下がりますと、氷を溶かす圧力が強くなるの

で、瓶が負け、割れてしまいます。この実験では、１本は割れ、１本は

爆発しました。この爆発前の塩水の温度は-１２.５℃で瓶の内の水は-

３℃でした。 
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防水した瓦の凍害 

瓦の防水には、シリコン、ラッカー、アクリル樹脂など、いろいろな建材

があります。どれも表面から水の浸入を防ぎます。  

表面から水が入らなくても、瓦の裏から、横から、又、建物の内部から、

瓦と瓦の隙間から、などなど、いろいろな方法で瓦の内部に水が入ります。  

例えば、建物内部の水は水蒸気で、瓦の裏面より瓦の内部に入ります。防

水の施していない瓦では、表面から水蒸気で出ていきますが、防水加工した

瓦は、蒸発できず、水が瓦の内部に残ります。夜、瓦の表面温度が下がりま

すと、これが水滴となり、防水面近くに溜まります。 

 防水面近くで溜まった水は、凍るとき、①防水材の強度の弱いときは防水

材を破って表に出ます。(ペンキなどの場合)②強度が強いときは体積増加圧

力を、瓦の裏面で処理することになります。 

体積増加圧力を瓦の両面で処理するのと、片面で処理するのとでは違いは

明らかです。 

次にもっと大きな問題は、過冷却水が出来易いことです。防水加工された

瓦は気温が下がりますと瓦の表面は凍りますが、熱伝導率の低い材料で防水

されますと、防水内の水はすぐには凍れません。瓦の裏面が凍り、水が閉じ

込められて過冷却水になりやすく、気温の急激な低下時には、大きな凍害要

因になります。 

数年前、奈良県天川村で表面に樹脂加工した大波スレート瓦で、凍害が起

きました。天川村は最低気温が－18℃以下の日が一年間に数日ある地域です。

このスレート瓦は表面に樹脂加工され、裏面は水の含む大波のスレート瓦で、

波の山で凍害が起きました。これは一種の過冷却水で爆発した力を瓦が支え

きれなかったことによると考えています。 
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夏に凍害の起こる現象(凍害ではありません) 

屋根にはいろいろな埃が積もります。化学工場の近くでは、埃の中に化学

物質が含まれています。その物質が水に溶け、瓦の中に滲み込んで、瓦にい

たずらをする物質があります。 

 私の知っている物質は硫酸ソーダー（Ｎa₂ＳＯ₄.10Ｈ₂Ｏ）です。硫酸ソ

ーダーは水に溶け、瓦の中に滲み込みます。瓦の水分がなくなると、結晶に

なります。そのとき体積が82％増加します。瓦の凍害よりも厳しい条件で、

瓦の内部に亀裂を作ります。これが度重なりますと、瓦が弱体化し、気のつ

いたときには、凍害と勘違いする状態になります。この硫酸ソーダーは、瓦

の中で作られる可能性もございます。瓦に塩類の化合物が含まれていますと、

大気中の埃や、煤煙中の悪硫酸と触媒を通じて、瓦の中で化学反応を起こし、

硫酸ソーダーが生成されるかもしれません。 この他に、瓦に不都合ないろ

いろな化学物質が存在すると思います。皆様も調べてください。お願いしま

す。 
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厳寒地方でも凍害のない瓦(大胆な提案) 

吸水率0％の瓦でしたら凍害は起きませんが、これは瓦とはいえません。 

私の考えている瓦は、理屈で考えているだけで実際には出来るかどうかは

分かりません。まず原土ですが、瓦が出来上がったときに瓦の芯柱になるよ

うな原土(鉄骨の建物の鋼材と同じように考えています)で、この原土Ⓐ耐火

度(仮に1100℃とします)より少し高温(1,150℃)で焼きますと、この原土は液

化します。次にⒶよりも耐火度の高い原土Ⓑで、Ⓐの液化した原土を吸収し

て瓦の内に骨組みを作ります。これらのⒶとⒷ共、強度の強い物質を選びま

す。さらに原土Ⓒは、強度の弱い土で、瓦に含んだ水分で過冷却水になって

も、弱い気孔の部分が破れ、温度の低い間に気孔を破り、穴の開いた気孔に

します。これらをよく拡販して、各成分が均等になるようにします。また、

厚みは薄い瓦にします。 

施工時、瓦の表面と裏面ともに温度があまり違わないよう屋根裏の通気を

大きくします。 

このような瓦ですと、よく攪拌され高温で焼成されていますので吸水率も

低く、過冷却水になっても温度の低いときに気孔が開き、早期に瓦の内部が

安定します。さらに施工状態で、気温の0℃近くで瓦全体が凍り、過冷却水の

爆発も、低温時に終わりますので爆発力が弱く、強い強度の瓦の芯とあわせ

て、瓦全体のバランスを守ると考えます。理論だけで終わるかもしれません。 
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凍害のまとめ 

瓦の凍害は水が凍るときに体積が9％増えます。この圧力で瓦に小さなひび

割れを作り、凍結と溶解を繰り返す度に、ひび割れが大きくなる凍害と、過

冷却水が爆発して瓦を割る凍害があります。これらが別々に、又は同時に起

こり、凍害の問題を複雑にしています。この両者とも、瓦がその圧力に耐え

るか、その圧力を除去すれば凍害は起きません。言い換えますと、瓦に含む

水が凍る時の圧力に勝つ瓦を作ると共に、その圧力を少なくするように、又

は小さくするように努力すれば凍害に強い瓦になり、従来の地域では凍害の

心配のない安全な瓦ができます。 

最近瓦の製造は、圧力の強い大型土練機や高圧プレス、高度な焼成技術な

ど、目覚しく発展しています。これらは凍害に強くなる要因です。 

反対に凍害に弱くなる要因もあります。原土の悪化、土に水を加えて練る

工程の省略や、急激な圧力でプレス成型するなど合理化の副作用もございま

す。成型プレスは仕方によっては凍害に強くも、弱くもなります。                                 

最近の瓦を金槌でたたきますと、良質の瓦といわれている｢カーン｣となる金

属音が少なくなりました。｢カーン｣となっても、打ち方によっては「ブス」

と感じ、どこかにひびが入っているような瓦が多くなりました。瓦自体強度

が強くても、瓦の内部に小さな傷やひびやゆがみが多数ありますと、凍害に

弱くなり、瓦としては失格です。 

製造工程の中で瓦が凍害に強くなるか、弱くなるか、関係ないかを常に考

えて、新しい機械を入れて、いろいろな条件を考え一つずつ最良の方法で瓦

を作る努力をお願いします。小さな努力の積み重ねで、凍害に強い瓦が出来

ます。 

現在の凍害理論は、原因を偏っていますので、分かりにくくなっています。

系統立ててください。凍害原因の見方を変えますと、どの工程に力を入れれ

ば良いか分かります。 

最近の高度な技術を用いれば、合理的に品質の良い良質の瓦を、たやすく

出来ると思います。手ごろな値段で凍害に強く、雨漏りのしない良質な瓦を

作っていただけるようお願いして凍害の理論を終わりたいと思います。 

ありがとうございました。       松田瓦店 松田和男 


