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1．調査研究の概要

本調査研究は，石州瓦工業組合および浜田地区生コンク
リート協同組合からの委託により実施したものである。委
託調査研究の主な内容は，石州瓦のJIS製品を生産する際
に発生する規格外瓦（JISの規格を外れた瓦製品）を粉砕し
たもの（以下，「粉砕規格外瓦骨材」と称す。）を骨材として
活用したレディーミクストコンクリート（以下，「粉砕規格
外瓦骨材を使用したコンクリート」と称す。）を製造および
供給するうえで，その現状と課題等を調査し，当センター
内に設置した「粉砕規格外瓦を骨材として使用する構造用
コンクリートの製造と供給に関する調査研究委員会（委員
長 佐藤良一 広島大学大学院　特任教授）における審議を行
い報告書として取り纏めたものである。

粉砕規格外瓦骨材を使用したコンクリートの各種性状に
ついては，広島大学大学院の佐藤教授らにより実施された
研究成果 1）- 6）などが報告されている。

また，平成25年12月には，同大学院と国土交通省中国整
備局浜田河川事務所との包括的研究協力に基づき，研究・
開発がすすめられた「廃瓦骨材を使用した鉄筋コンクリー
ト構造物のボックスカルバート」が国道9号線浜田・三隅
道路に施工された実績 7）がある。

本報は，石州瓦および粉砕規格外瓦の概要と粉砕規格外
瓦骨材を使用したコンクリートの製造と供給に関する現状
と課題に関する調査研究概要を紹介する。

2．石州瓦の概要

石州瓦は粘土瓦である。粘土瓦は，JIS A 5208（粘土が
わら）に製品の種類，品質，試験項目等が規定されている。
粘土瓦の生産は，国内の3大瓦生産地（三州瓦，石州瓦，淡
路瓦）で約9割を占め（表1参照），石州瓦の生産・出荷比率
は，瓦の全生産量・出荷量の約15％である。
2．1　製品概要

粘土瓦は，粘土を主原料として混練，成形および焼成し
たものであり，石州瓦に使用される原料は，島根県の大田，

江津，浜田，益田地区に分布する都野津層中の粘土である。
瓦用の粘土は，粘土鉱物のカオリナイトと石英，長石の

混合物で，粘土が40％含まれていることが望ましいとされ
る。また，耐火度は少なくともSK20程度が必要とされる。

JIS A 5208に規定されている粘土がわらは，製法，形状，
寸法によって種類が区分されている。製法による区分では，
釉薬の有無，形状による区分では，和がわら（J形），洋がわ
ら（S形，F形）が規定されている。いずれの瓦も基本形と
なる桟がわらと付帯物である役物の各種がわらに大別され
る。JISに規定されている粘土がわらの種類を表2および
図1に示す。なお，特殊な瓦，例えば鬼瓦などはJIS製品に
はならない。
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表1　粘土がわらの生産・出荷統計
（平成22年　経済産業省工業統計）

産　地 生産・出荷比率

愛知（三州瓦） 65.30%

島根（石州瓦） 15.30%

兵庫（淡路瓦） 9.30%

その他 ＊注 10.10%

＊注  その他は，石川県（小松瓦），福井県（越前瓦），新潟県（安田瓦），
愛媛県（菊間瓦），群馬県，奈良県など

表2　粘土がわらの種類

種　類 区　分

製法に
よる
区分

(a) ゆう薬がわら（塩焼がわら）
(b) いぶしがわら
(c) 無ゆうがわら

形状に
よる
区分

(a)  J形粘土がわら　基本形（桟がわら），役物（軒がわ
ら，そでがわら，のしがわら，かんむりがわら）

(b)  S形粘土がわら　基本形（桟がわら），役物（半が
わら，そでがわら，かんむりがわら）

(c)  F形粘土がわら　基本形（桟がわら），役物（半が
わら，そでがわら，かんむりがわら）

寸法に
よる
区分

(a) J形粘土がわら　49A・49B・53A・53B・56・60
(b) S形粘土がわら　49A・49B
(c) F形粘土がわら　40



建材試験センター　建材試験情報 9 ’15 15

2．2　石州瓦の製造方法と生産量
石州瓦の製造方法の概要を表3に示す。石州瓦工業組合

の生産記録によれば，平成26年の石州瓦の生産量（実枚数）
で37,167,000枚，出荷量（実枚数）で36,718,000枚である。

図1　粘土がわらの形状による区分

J形粘土がわら S形粘土がわら F形粘土がわら

表3　石州瓦の主な製造工程

工程 概要・状況 工程 概要・状況

Ⅰ.
原料投入

原土を真空ドレン(土練 ) 機に投入，空気を抜き適当な硬さに調整

Ⅱ.
プレス
成型

カットしたものをプレス機にかけて成型する。金型の種
類により桟瓦，役物などの形に成型。

Ⅲ.
乾燥

乾燥工程でプレス成型時より
約20％縮小する。乾燥工程は
概ね12時間程度。

Ⅳ.
施釉

乾燥の後，釉薬を施す。

Ⅴ.
高温焼成

焼成釜（キルン）で焼成。キルンの長さは100m程度。焼成時間
は15 ～ 16時間。焼成温度は最高1200℃。石州瓦に使用される
粘土は，耐火度SK18 ～ 26と良質であるため高温焼成により高
耐久瓦が製造される。

Ⅵ．
製品
検査

焼成された瓦をセンサーおよび目視により検査。
切れ，変形（ゆがみ），キズ，割れ，施釉不良，くっつき，
などが無い製品が合格品として出荷される。
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（2）規格外瓦の年間発生量
石州瓦工業組合が取り纏めた規格外瓦の発生量は，生産

枚数の8％（約2,973,000枚）であり，瓦一枚の平均質量を
3.28kgとして推計すると約9,750tである。
3．2　粉砕規格外瓦製品

粉砕規格外瓦製品の調査は，石州瓦工業組合の協力のも
と実施した。
（1）粉砕規格外瓦製品の製造と年間生産量

粉砕規格外瓦製品を生産している工場は3工場（大田市1
工場，江津市1工場，浜田市1工場）あり，年間の生産量は
概ね10,000tと規格外瓦の発生量に相当する。粉砕規格外
瓦製品の製造は，図3に示すように，集積した規格外瓦を粉

砕機へ投入し，破砕し，所要の篩（ふるい）機を通して粒度
毎に分類し，製品として出荷されている。

粉砕規格外瓦製品の寸法は，30mm以上，30 ～ 5mm，5 ～
0mmに大別される。粉砕規格外瓦製品をコンクリート用骨
材として利用する場合，製品の種類をコンクリート用骨材
の区分に従って分類すると粗骨材と細骨材に分けられる。
粗骨材相当の30 ～ 5mmの骨材は，生産者により使用する
ふるい寸法が異なり，30 ～ 20mm，30 ～ 15（13）mm，20 ～
13mm，15（13）～ 5mmと単粒度ごとに製造されている。細
骨材相当の製品も5 ～ 2（1）mmと2（1）mm以下と生産者
により異なる。

3．規格外瓦と粉砕規格外瓦製品の概要

3．1　規格外瓦について
（1）規格外瓦の判定

規格外瓦とは，JIS A 5208では，「使用上有害な変形，き
ず及びき裂並びに焼成むら及び色調に著しい不ぞろい」が
生じた製品を対象としている。石州瓦の製造メーカ各社は，
製品検査の際に，各種不具合のサンプルを定め，JIS製品と

しての適否を判定している。
JIS A 5208に適合しない瓦製品の主な不具合は，切れ，

変形，きず，冷割，施釉不良，くっつき，その他　に区分さ
れている。図2に主な不具合の事例を示す。製品の適否は，
主に目視による検査が行われているが，変形については製
造ラインに設置されている変位計で，冷割については打音
検査により瓦内部の微細ひび割れの確認が行われている。

切れ（ひび割れによる切れ） きず（不純物等の付着によるきず） 施釉不良（釉薬のむらによる不良）

変形（変位計による変形の確認） 冷割（打音検査による冷割の確認）

図2　主な不具合の事例
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（2）粉砕規格外瓦骨材の品質
粉砕規格外瓦骨材の品質試験結果の一例を表4に示す。
一般的にコンクリートに用いられる天然の骨材に比べ

て，密度はやや小さく，吸水率が大きいことが特徴である。
これは，JIS A 5208（粘土がわら）で規定されている粘土が

わら（ゆう薬がわら）の吸水率が12%以下となっているこ
とによるものである。また，アルカリ骨材反応性試験につ
いては，既往の研究において，化学法では「無害でない」と
の報告 8），9）もあるが，モルタルバー法では「無害」との報告
10）もある。

石州瓦の釉薬には重金属が含まれるため，粉砕規格外瓦
骨材をコンクリートに使用する場合に，重金属の溶出が懸
念された。各社が定期的に実施している重金属の溶出試験
結果を確認したところ，環境省の告示第46号に定められる
土壌環境基準の値を上回る物質は検出されなかった。

粉砕規格外瓦骨材を使用したコンクリートを製造管理す
る際には，骨材の物理試験，アルカリ骨材反応性試験の定期
的な実施とともに，粉砕規格外瓦骨材の生産工場別，ロット
別の変動などを確認することも今後の課題の一つである。

4．粉砕規格外瓦骨材を使用したコンクリートの製造と供給

浜田地区の生コンクリート工場の概要と粉砕規格外瓦骨
材を使用したコンクリートの製造・供給に関する調査を浜
田地区生コンクリート協同組合の協力のもと実施した。こ

表4　粉砕規格外瓦骨材の品質例（3工場の平均値）

品質項目 粗骨材
（30 ～ 5mm）

細骨材
（5 ～ 1mm）

表乾密度　g/cm3 2.23 2.4

絶乾密度　g/cm3 2.1 2.27

24時間吸水率　% 6.4 5.7

飽和吸水率　% 7.6 5.7

煮沸時の吸水率　% 8.1 5.6

単位容積質量　kg/L 1.29 1.31

実積率　% 61.4 57.9

粒形判定実積率 % 58.8 47.9

破砕値　% 22.8 －

集積され，粉砕される規格外瓦の状況

規格外瓦製品の例

図3　粉砕規格外瓦製品の製造の一例

規格外瓦の集積場 粉砕機への投入状況

篩機にかけられた後，各粒度に区分され
トンパック詰めにされる

規格外瓦製品の例
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こでは，浜田地区におけるレディーミクストコンクリート
の生産量，粉砕規格外瓦骨材を使用したコンクリートの製
造実績と今後の製造および供給における課題などの調査概
要を報告する。
4．1　レディーミクストコンクリートの生産量と工場数

浜田地区生コンクリート協同組合加盟の生コンクリート
工場は7工場である。浜田地区生コンクリート協同組合の
年間出荷記録によれば，平成25年の浜田地区生コンクリー
ト協同組合の総出荷量は117,354m3 と報告されている。地
区別には，浜田地区が54,156m3，金城・旭地区が16,134m3，
江津地区が38,937m3，三隅地区が8,127m3 である。
4．2　粉砕規格外瓦骨材を使用したコンクリートの製造実
績

粉砕規格外瓦骨材を使用したコンクリートを製造・出荷
実績のある工場は，1工場であった。その他の生コンクリ
ート工場においては，モルタルを練混ぜて場内または現場
で粗骨材を運搬車（アジテータートラック）に投入した事例

（3工場），生コンクリート工場の製造ラインで一部の粗骨
材を抜いた配合でコンクリートを製造し，現場で抜いた分
の粗骨材の替わりに粉砕規格外瓦骨材（粗骨材）を投入した
事例（1工場）などがあった。製造実績のない工場は，3工
場であった。
4．3　�粉砕規格外瓦骨材を使用したコンクリートの製造に

おける課題
（1）粉砕規格外瓦骨材の生産量と供給

粉砕規格外瓦骨材の年間生産量から，粗骨材に相当する
製品（30 ～ 5mm）の生産量は，年間約3,600t，細骨材に相
当する製品（5mm以下）は年間約500tと見込まれる。粉砕
規格外瓦骨材は，単粒度（30－20mm，30－15（13）mm，20
－13mm，15（13）－5mm）ごとに製造されているため，コン
クリート用粗骨材をして使用する場合には，所定の寸法の
製品を砕石と置換して使用するなどコンクリートの配合設
計上の工夫が必要となる。

また，粉砕規格外瓦骨材の供給エリアに関しては，粉砕
規格外瓦製品の生産工場と粉砕規格外瓦骨材を使用したコ
ンクリートを製造・出荷が可能な生コンクリート工場との
所在地の関係から，運搬コストが高じる等のケースも想定
される。そのため，浜田地区以外のエリアの生コンクリー
ト工場における製造・出荷の可能性なども今後の検討課題
とされている。
（2）材料の受入れと工程管理

粉砕規格外瓦骨材を受け入れるには，搬入形態（トンパッ
ク）を勘案して，クレーン機能付きバックホー等の重機およ
び専用のトンパックの調達が必要となる。

材料の保管場所は，1回の出荷量（例えば200m3 程度）に
使用する骨材量を約20tとすると，トンパック20袋を工場

の敷地内に置くスペースが必要となる。浜田地区生コンク
リート協同組合の生コンクリート工場で，材料の受け入れ
が可能な工場は，7工場中6工場であった。また，レディー
ミクストコンクリートに使用する粉砕規格外瓦骨材の含水
状態管理には，概ね1週間（散水（冠水吸水）に4日間，水切
りに3日間）を要する。
（3）製造設備

粉砕規格外瓦骨材を使用したコンクリートを製造するた
めには，骨材のストックヤード，プラントの貯蔵ビンの空
きが必要となる。浜田地区生コンクリート協同組合の生コ
ンクリート工場で，材料の保管が可能で，ストックヤード
および貯蔵ビンに空きのある工場は2工場であった。また，
貯蔵ビンに空きがあり，ヤードを仕切る（要改修）ことで対
応ができる工場は1工場であった。

なお，コルゲートサイロタイプのストックヤード設備の
場合には，デッドスペースの関係から貯蔵ビンへ投入する
骨材量の3倍程度の骨材をサイロに入れる必要があり，出
荷後の骨材の抜き取り作業に係る手間が膨大となることか
ら実質的な出荷は難しいといえる。

また，上記の対応が可能な工場全て，空きヤード，空き貯
蔵ビンは粗骨材用のものであるため，粉砕規格外瓦骨材の
細骨材を使用する場合，粗骨材の計量ビンでの累積計量と
なる。そのため，計量精度を担保できない場合がある。
（4）揚重設備

生コンクリート工場で所有する骨材運搬用車両は，タイ
ヤショベル（ショベルローダー）が一般的である。タイヤシ
ョベルには，クレーン機能が付されておらず，トンパック
等をつり下げて移動することは違法になるため，場内にお
けるトンパックの移動には，クレーン機能付きのバックホ
ーを調達する必要がある。粉砕規格外瓦骨材を詰めたトン
パック（約1t）を吊り上げるためのクレーン機能付きバッ
クホーの能力は，静止つり最大つり上げ能力2.9t，走行つり
最大つり上げ能力1.4t程度が必要となる。
（5）使用材料の変更に伴う影響

ストックヤードに空きがなく，粉砕規格外瓦骨材を搬入
するためにヤードを改良して対応する場合，現在使用して
いる材料を一部変更する必要が生じる。

浜田地区における生コンクリートの主な出荷製品は，普
通24－8－20 BBと普通24－8－40 BBである。そのため，
粗骨材の最大寸法20mmと40mmの2種類を常時確保して
おく必要がある。浜田地区の生コンクリート工場で，粗骨
材の最大寸法が20mmの砕石について，砕石2005を使用し
ている工場（ 4 工場）と，砕石 2015 と砕石 1505 又は砕石
2010と砕石1505の組合せで配合を定めている工場（3工場）
があった。粉砕規格外瓦骨材用のヤードを確保するために
は，最大寸法20mmの粗骨材を，2種類の砕石（砕石2015と
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砕石 1505 又は砕石 2010 と砕石 1505）の組合せから砕石
2005へ変更する必要がある。使用材料の変更は，JIS製品
に関する社内規格を全て見直すことに繫がるものであり，
砕石2005を使用していないJIS認証工場では，粉砕規格外
瓦骨材を用いたコンクリートの実質的な出荷は難しいとい
える。
（6）JIS製品の出荷に及ぼす影響

JISに規定されていない材料を使用してレディーミクス
トコンクリートを出荷した後にJIS製品を出荷する場合に
は，JISに規定されていない材料がJIS製品に混入しないこ
とを確実にする必要がある。JIS認証工場では，粉砕規格
外瓦骨材を使用したコンクリートを出荷した場合，プラン
トのミキサ，運搬車（アジテータトラック）を全て洗浄し，
かつ，粉砕規格外瓦骨材がJIS製品に混入しないことを確
認した記録を残すことが要求される。そのため，粉砕規格
外瓦骨材を使用したコンクリートの製造，出荷にあたって
は，JIS製品との出荷管理を十分に行い，規格外の材料が
JIS製品の出荷に影響を及ぼさない工夫が必要となる。
（7）製造コストの試算

粉砕規格外瓦骨材を使用したコンクリートを製造する場
合には，通常出荷のJIS製品よりも材料費，配送費，重機設
備，工程管理上の労務費等のコストが別途かかることとな
る。今回，出荷量を仮定してコスト試算を行ったが，実際
の出荷に際しては，製造条件等を設定して，製造コストの
試算を行う必要がある。

5．まとめ

石州瓦および粉砕規格外瓦骨材の概要と浜田地区生コン
クリート協同組合の生コンクリート工場における粉砕規格
外瓦骨材を使用したコンクリートの製造および供給に関す
る調査概要を紹介した。

粉砕規格外瓦骨材を構造体コンクリートに使用すること
ができる条件が整えば，前例のない研究成果となる。今後
は，粉砕規格外瓦骨材を使用することによる効果や付加価
値を明らかにし，地域創生の観点からもオーソライズされ
た骨材として広く認識されるべく，積極的なロビー活動を
行うことが重要である。

また，助成金や補助金制度などを有効活用し，粉砕規格
外瓦骨材を使用したコンクリートに関する各種課題の実験
検討や調査研究が進められるとともに，実施工事例などの
実績を増やすことも望まれる。
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