
瓦屋根被害の初期対応について

一級瓦ぶき技能士 神谷彦二

台風、地震時に瓦屋根が被災した場合、雨養生の応急処置としてブルーシートがかけられ

ることが多いですが、慣れない作業で危険を伴うため、作業ははかどりません。

できれば屋根専門の業者に任せるべきではありますが、手配ができない場合で、作業者

が高所作業の可能な業者で、かつ安全に十分配慮できることを前提で解説します。

屋根全面をシート養生される場合もよく見かけますが、雨漏りに必要な最小限の範囲に

することで、シートの飛散を防ぎ、資材の節約、作業効率を上げることができます。

特に、ブルーシートの上は、本格的な補修作業を行う場合や、シートをかけ直す際にも

非常に滑りやすいため、可能ならば屋根上にシートのかかっていない、通路部分を確保す

ることが望ましいです

①室内への雨漏りがしていないならできるだけシートをかけない。

1、平部については、瓦がずれたり飛散したりしても、ルーフィングが劣化、破損してい

なければ雨漏りはしにくいです。（築 20年以内の物件なら該当しやすいです）

2、軒先やケラバから 2～3列目までは、室外なので雨漏りしにくいです。

3、棟部については、地震時とは違い、棟の被害状況によっては棟から雨は入りません。

＊台風の棟への被害は上部だけで、土台があれば雨漏りはしにくいです。

②外れた瓦を再利用してシート養生する箇所を減らす。

1、和瓦は外れても並べ直せば十分に雨仕舞をしてくれるため、やみくもに捨てずに、で

きるだけ再利用します。並べ直すことでシート養生する箇所を減らすことで、かえっ

て効率的になる場合があります。（下図で色付部分の瓦が無い場合）
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2、複数個所の被害部位の瓦を 1カ所に集めて並べることで、シートをかける場所を減ら

すことができます。平瓦を軒や袖部に使用もできますが、室外の部分なので、危険な

場合は、あえて並べなくてもよいです。

3、和瓦の場合、製造年代や色、メーカーが違っても応急的な再利用が可能なので、産地

から補修用瓦が届きづらいのを想定して、他で再利用できなかった桟瓦を、確保して

おくことが必要です。

4、下図にある平板瓦や、洋風瓦、厚形スレートは互換性の無いものが多いので、再利用

するときは注意が必要です。

5、並べ直した瓦は、あくまで応急処置なので、あとで専門業者にきちんと直してもらえ

るよう、場所をわかるようにしておくことが必要です。

瓦は左下から並べれば比較的簡単に

並べられるが、（①②③⑤⑥⑦の順に）

接合する（④⑧、⑨～⑬）場合は、重な

る瓦の下に、差し込む形となり

左上の切込みと右下の切込みを、組み合

わせしないと、うまく並ばない。

③

⑥

⑩

⑦
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屋根の部位名称 呼び方、種類

架台の呼び方 和瓦の屋根
平部（桟瓦）軒部（万十軒瓦）
ケラバ部（右、左）袖瓦

平板瓦 （焼き物の瓦です）
多くは製造開始から 20年未満です。
防災フックのあるものあります。

洋風瓦（焼き物の瓦です）
これらも築年数が最近のものが多いです
が、他の瓦と互換性はありません。

圧型スレート（セメントの瓦です）
築年数 20年超のものもありますので、下
地の劣化も確認が必要です。
すでに生産中止しているものが多く、互換
性もないため入手が困難です。
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和瓦の初期対応

No.1 台風の被害状況の再現
瓦がランダムに飛んで、割れた瓦も散らば
っている

No.2 割れた瓦をかたづけて、外れた瓦を
一ヵ所に集めます。

No.3 下地のチェックを必ずしてください。
桟木の状態（腐り、欠損）
防水紙の状態（敗れ、劣化）

No.4 破れた防水紙を防水テープ（市販されてる
物でＯＫ）で補修します。
築２０年以内ならこの状態で雨の室内漏
入は防げると思われます

No.5 被害の多い古いタイプの和瓦の桟瓦 No.6 現行モデルの和瓦（防災瓦）右下の切込み
に突起がある（防災爪）
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No.7 古いタイプの切込み部分
被害物件のほとんどの物件がこのタイプ

No.8 右下の瓦の切込みと下図のように
組み合わせる

No.9 防災瓦には切込み部分に突起（防災爪）が
あり、古い瓦と合わせると当たってしまい
うまく組み合わせることができない

No.10 防災瓦同士では、爪の厚み分がそいである
ため、邪魔にならない

No.11 古い瓦と組み合わせても、瓦の高さがおか
しくなり、うまくかみ合いません

No.12 うまくかみ合わない時は、金槌で爪を落と
してください。
軽くたたけば落ちます。



4

No.13 爪を落とす場合、できるだけきれいに、取
り残しがないようにしてください。

No.14 爪を落とせば、うまくかみ合います

No.15 組み合わせた切込み部分
（普段は隠れている）

No.16 組み合わせ部分に瓦が重なることで、雨が
入らないようになっています

No.17 瓦の裏に引っ掛け爪があり、これを桟木に
引っ掛ける形で瓦がずり落ちないように
並べます。

No.18 引っ掛けの爪が桟木にきちんと引っかか
っているか確認します。
桟木が劣化していたり、欠損していたりし
た場合は、ずれて落下するので、無理に並
べないよう注意してください。
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No.19 軒瓦も桟瓦で応急代用できます
（軒先は危険なので十分注意してくださ
い）

No.20 軒に置いた桟瓦を
上から見た様子。
出来れば釘又はビスで留める

No.21 左袖瓦も桟瓦で代用できます No.22 左袖瓦を桟瓦で代用した状態

No.23 右袖瓦も代用可能です。 No.24 右袖を桟瓦で代用した状態
ひれの部分が無くても雨は防げます。
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No.25 まとめた桟瓦を応急的に袖部、軒部に代用
した状態

No.26 ブルーシート養生が効率的になるように
瓦の無いところをできるだけ四角くなる
ように並べ替えます、列全体が埋めれるな
ら、上の段から埋めます。

No.27 必ず一番上の横の列は、揃えてください。
寄棟の場合でも一緒です。
その下の列は必ず空けておきます。

No.28 四角くするのに桟瓦が足りない場合は、他
の屋根から色の違う和瓦を持ってきても
代用は可能です。

No.29 空地は上から埋めていきますが、④⑧⑫を
埋めたら、すぐ下の③⑦⑪はシートをきれ
いに張るため、必ず開けてください。

No.30 ①番に余った瓦を置いた状態
列全体を揃えて埋められない場合は、
一番下の列に順に並べます。
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No.31 空地の最上部上の瓦は重なる下の瓦が無
い分、不安定でずれている

No.32 下の瓦がない分（15 ㎜）瓦が斜めになっ
てしまいますが、とりあえずこのままの状
態で構いません

No.33 空地の最上部の瓦の下からブルーシート
をスタートさせます。

No.34 ブルーシートスタート部分に該当する最上
段の瓦を外して空けます。シートの幅と同じ
木材を 1本用意します。
幅＝（列数+1）④×265＝1,060ｍｍ

No.35 用意した木材（幅４０㎜、高さ３０㎜
長さ 265×4＝1,060ｍｍ、高さは 25～35）
を置いて確認する。

No.36 ブルーシートを幅 1,060ｍｍ、
長さは（段数+1）×250ｍｍ＝1,250ｍｍ
以上で用意する。
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No.37 ブルーシートの端を木材を巻き込んで 50
ｍｍ以上のビスにて固定、できれば、垂木
に効くようにするとよい。

No.38 左右の瓦の半分にブルーシートがかぶる
ように下まで広げます。

No.39 ブルーシートを留めた木材にあらかじめ
ビスを打って、土嚢袋等を吊り下げるロー
プか、できれば銅線を出しておく

No.40 銅線をビスで止めた状態
銅線を二つ折りにして輪っかができるよ
うにビスに巻き付けます。

No.41 いったん外した最上部の瓦を、左から並べ
ていきます。となりの瓦とジョイントの瓦
は差し込む形になります。
瓦下から銅線を出しておきます。

No.42 ブルーシートをまいた木材が支えになっ
て瓦はきれいに並びます。
水をとめる防波堤の役割もします
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No.43 左端をめくり上がり防止のための防水テ
ープ等で留めます。基本的に雨は入らない
ので途切れていても大丈夫です。

No.44 右端もめくり上がり防止のための防水テ
ープで留めます。できるだけ幅のある粘着
力の強いタイプがいいです

No.45 軒先は風にあおられやすいので、補強する
ために余分にテープ張りが必要です
濡れても剥がれにくい防水テープが適し
ています。

No.46 さらに風でめくりあがり防止のため、引き
出した銅線等を使って、土嚢袋で抑えてく
ださい

No.47 土嚢袋を真ん中の銅線に直接留め付けた
状態

No.48 端部分にめくられ防止で土嚢袋を置いた
状態
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No.49 銅線から垂らしたロープの途中に輪っか
を作って、中間も留められます

No.50 銅線から垂らしたロープを使い、木材など
を縛ってシートを押さえることは有効で
す。

No.51 銅線に木材を吊って土嚢袋を留めるのも
有効です。

No.52 木材同士はビスで留め付けるのも容易で
す

No.53 土嚢袋と押さえの木材（縦、下端）でシー
ト効率的に押さえた状態

No.54 土嚢袋と下端の木材で軒先を抑えた状態
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No.55 防水テープだけで留める場合は、一枚一枚
を強力に留められるようにします。

No.56 危険な場合は軒先まで垂らさなくても、風
のめくり上がり防止ができればよい

No.57 完成形の一例
木材や土嚢袋、強力な接着テープ等で、風
でのめくり上がりを防止することが必要
です。
後の作業が少しでも安全になるよう、ブル
ーシート周りに通路としての瓦部分を確
保することも重要です。

No.58 瓦が入手出来たら①から順番に並べて
いけば、ブルーシートに頼らずに雨漏りは
予防できます。
2次的な飛散、脱落を防ぐためにも、可

能ならば瓦桟瓦 2 枚に 1 枚程度、45～55
ｍｍの長さのビス（釘だと補修時に外しに
くい）で留め付けることをお勧めします。


