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エルサルバドル共和国における
スペイン瓦の生産について
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はじめに
東アジアにおける造瓦技術は、中国から朝鮮半島や沿海州、ベトナム、そして日本など、周辺
地域へと伝わったとされる。それらの地域は、瓦当文様については各国独自の文様を創出してお
り、地域性が顕著な例が多いものの、瓦づくりの技術に関しては、中国から伝播した技術をほぼ
そのままの形で、近世・近代まで踏襲しており、また中国自身も、約 3000 年の造瓦伝統の中、
技術を大きく変革させることなく近代まで至っている。とくに、もっとも多くの数量を必要とす
る平瓦の製作技法として、つい近年まで、大きな桶型に粘土を巻きつけ、それを 4 分割すること
で平瓦を作りだす、「桶巻作り」が、中国をはじめ多くの地域で採用され続けてきた。
それに対し、日本は特異なあり方を示す。日本に瓦作りが伝わったのは 6 世紀末で、他の造寺
に関する諸技術とともに、朝鮮半島の百済から伝えられたとされる。その後 1 世紀程度は、日本
でも朝鮮半島と基本的には同様の造瓦技術を保持するものの、奈良時代には平瓦を凸型成形台を
もちいて一枚ずつ作る「一枚作り」が開発され、日本国内にまたたく間に波及していく。また同
時期には、特殊な型をもちいた軒丸瓦の製作技法である「横置型一本作り」が平城京および一部
の地域で採用された。中世になると、凹型台をもちいて平瓦の凹面を磨くことや、焼成の際に瓦
の表面を燻すことが一般的になる。また近世には、丸瓦と平瓦の機能を併せ持った軽量瓦である
「桟瓦」が発明され、町屋など一般民家への瓦屋根の普及に大きな役割を果たするなど、日本の
造瓦技術は、効率化や機能向上をめざして、絶えず進歩を繰り返しているといえよう。
これら前近代の瓦についての考古学的研究は、戦前から歴史考古学の発展が著しい日本におい
て、とくに進展してきた。瓦当文様に関する分析は、明治期の関野貞氏の研究を萌芽としており、
また瓦の製作技法についても、戦前の浦沢亮次氏の研究にはじまり、佐原真氏、昨今では大脇潔
氏の雲南の造瓦工房からの民族考古学的研究に至るまで、多くの諸研究が存在する。
しかし、技術研究において重要な位置を占める、民族学・民俗学的研究や、また実験考古学的
研究のほとんどは、日本においてすでに失われた古代瓦の製作技法である、桶巻作りに関するも
のがほとんどである。先にも触れたように、日本では絶えず造瓦技術の革新がおこなわれてきた
が、その諸段階において、造瓦効率的、また機能的に、どのように進歩を遂げたのか、どの程度
の効果があったのかを具体的に証明するためには、桶巻作りにとどまらない諸技術に関するこれ
らの研究が求められるところである。
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筆者は 2007 年 8 月、エルサルバドル共和国を訪れた。その際、この国ではおよそ 400 年前、ス
ペイン人によってもたらされた、いわゆる「スペイン瓦」とほぼ同様の製作・焼成法によって、
現在でも瓦づくりがおこなわれているとの教示をうけた。エルサルバドルで使用される瓦は、平
瓦のみで丸瓦はなく、日本の平瓦より曲率の大きい瓦を上下交互に組み合わせることで屋根を葺
きあげている。軒瓦は、筆者が民家等の瓦屋根を観察したり、また博物館資料を実見した限りで
は見受けられなかった。製作技法は凸型台をもちいた一枚作りで、窯構造はレンガ造りながらも
焼成室に火道となる牀をもち、日本におけるロストル式平窯にもやや類似している。
本稿では、エルサルバドル共和国における 3 ヶ所の瓦工房に関する民族学的調査の成果を提示
することで、日本における一枚作り工房のあり方を考えるための一助としたい。

事例１

マリア・フェルナンド氏の瓦工房（図１、写真 1 〜 3）

2007 年 8 月 29 日および 9 月 5 日の 2 日間にわたり、エルサルバドル共和国ラウニョン県エルカー
メンの幹線国道沿いに所在する、マリア・フェルナンド氏の瓦および煉瓦の製作・販売所の調査
をおこなった。氏によると、この地域では、知る限りでは 40 年くらいは同じ製作法で瓦を作っ
ているとされる。
・粘土作り
瓦や煉瓦の原料となる粘土は、土と牛糞を混ぜて作るとされる。牛糞を混ぜる理由は、粘土に
粘り気を出すためとされ、粘土の粘性が瓦作りには足りないか適さないものと考えられる。日本
において粘土に混和剤を混ぜるのとは、意味合いが違うようである。土は現地のエルカーメン産
であり、土も牛糞も、いずれも購入している。土と牛糞の混合比率は 8：2 くらいで、牛糞はフ
ルイ（ザランダ zaranda）に掛けて細かくして使用する。
原料粘土は土こね場でこねた後、高さ 70〜80cm の鐘型に成形してまとめ、乾燥を防ぐため
シートを被せておく。この粘土玉のことを、泥の猿（マノ・デ・ロド mano de lodo）と呼んで
いる。粘土玉は寝かすことはせず、乾燥しないうちにできるだけすぐに生瓦製作をはじめる。
・生瓦製作
生瓦製作にあたっては、鉄製の粘土型取り具（グラディージャ gradilla）と鉄の棒（ラサドー
ル rasador）および、オリーブの木で作った蒲鉾型の成形台（ガラッパゴ galapago

図 2）をも

ちいる。これら瓦の成形に使われる道具は、すべて注文生産ということであった。
まず、ガラッパゴを作業台の上に載せ、上から砂を大量に振り掛ける。これは粘土とガラッパ
ゴの間の、離れ砂的な役割を果たす。実際の製品にも、凹面に離れ砂が多く付着している。この
砂は、工房から北西 30km ほどのサンミゲル産で、これも購入している。
次に、グラディージャを作業台の上に置き、ここにも離れ砂を振り掛ける。そして粘土玉か
ら粘土を掴み出し、グラディージャの中に詰めていく。粘土が完全に詰められたら、グラ
（2）
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ディージャの上からラサドールを滑らせることで、余分な粘土を取り除き、粘土板の厚さを揃
える。
この生地をガラッパゴの上に載せることで、瓦の曲率をつけるわけだが、グラディージャごと
作業台から滑り落とし、それを一瞬で持ち上げてガラッパゴの上に綺麗に生地を被せるという方
法をもちいていた。これはまさに職人技と言ってよく、熟練が必要と思われる。
その後、ガラッパゴを地面に降ろし、ガラッパゴの上から手を縦方向に滑らせることで、凸面
を調整していく。製品の凸面には、このとき撫でた手指の痕跡が明瞭に残っている。これは、エ
ルサルバドル国立博物館や、ホンジュラスのサンペドロスーラ博物館（伊藤伸幸氏のご教示によ
る）などで所蔵される、スペイン期の瓦でも同様であり、数百年の間、技法がほとんど変化して
いないことが想定できる。
最後にガラッパゴを抜き取り、生瓦が完成する。
この工程は実際おこなってもらったが、その間に掛かった時間は、瓦 1 枚あたり約 2 分であり、
想像より早い時間で、手際よく瓦を作っていく様子を実見することができた。
一方で煉瓦は、4 つの煉瓦をいっぺんに型作りで製作している。
一日あたりの生産量は、瓦のほうは 4 人がかりで一日約 500 枚、煉瓦のほうは 2 人で担当し、
一日約 400 個程度ということであった。
生瓦の成形においては、日本の古代瓦に見られるような、粘土中の空気を追い出すための叩き
締めの工程はなかった。粘土自体の締まりがよいのか、また焼成温度が高くないため、気泡が膨
らんで瓦が爆ぜることは少ないのだろうか。
（3）
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図２

・乾

ガラッパゴ galapágo

燥

その後、完成した生瓦と煉瓦を乾燥させる。瓦・煉瓦ともに、屋外に一枚づつ並べて、直接天
日に当てて乾燥させる。乾燥時間は約半日程度で、その後瓦は広端を下にして数段重ねで、窯の
上に作られた覆屋の脇に置かれ、煉瓦は外に、風が通るようにすこし斜めに積み上げて置かれ、
焼成を待つ。煉瓦には、雨季には雨が掛からないよう、シートを被せることもある。
・焼

成

窯（オルノ horno）で焼成される。窯は煉瓦やアドベを積み重ね、その上に漆喰を塗って
作られている。先述したが窯は覆屋で覆われ、窯に直接雨が掛からないようになっている。
窯の構造は図 3 にあらわした。燃焼室と焼成室をもち、焼成室は牀をもち、下から炎が吹き出
す形となっており、日本のロストル式平窯や達磨窯の構造に似ている。ただ、日本の窯のように
上部まで密閉されておらず、屋根にはトタンを掛けただけである。そのため、火度はかなり低い
ものと思われる。燃焼室・焼成室とも、日本のロストル式平窯に比べてかなり深い。
瓦と煉瓦は一緒に焼かれている。窯詰めの際は、まず下部に煉瓦を並べる。最下段は横一直線
に並べ、その上は順次市松状に並べていくことで、炎が上まで通るようにしている。瓦は窯の上
方に立てて並べている。窯詰めは、焼成室の横に開けられた入口から入って詰めていく。その穴
は最後に、製品の煉瓦を積み上げて塞ぐ。
1 回の焼成で、瓦約 2000 枚、煉瓦約 3000 個を焼くが、全部詰め終わるまでには、6〜7 時間か
かり、結構な重労働ということであった。
火入れは朝の 4 時頃である。薪は近くで採れるマゴヤーノを用いているが、これは人によって
いろいろということであった。フェルナンド氏は、マゴヤーノは高い温度が得られるので、いち
ばん適していると思うと述べておられた。
焼成時間は乾期で約 8 時間、雨期では 14 時間程度だが、天候によって微妙に変えている。窯の
火を止めたあとは、そのまま 3 日ほど置く。
雨季は月に 2，3 回程度、乾季には週に 1 回程度のペースで焼成をおこなっている。また、製品
の損耗率は、瓦で 2000 枚中 50〜100 枚、約 2.5〜5% 程度とのことであった。
（4）
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燃焼室
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図３

マリア・フェルナンド氏の瓦工房の窯

・販売・経営
販売形態は単純であり、工房の傍のメイン道路脇に製品を積んで売り、必要な人がそこまで買
い付けに来る。買いに来るのは、サンミゲルからラウニョンあたりまで。国内の東方の人が幅広
く買いに来る。サンサルバドルなど、西のほうからは買いに来ないということであった。この工
房が所在するサンミゲルの東、ラウニョンの西のメイン道路沿いには同業者が多く、この地域一
帯で、広くエルサルバドル東部の瓦需要を賄っているようであった。
ちなみにエルサルバドルの瓦の葺き方は、屋根の垂木または野地板の上に直接瓦を並べ、必要
な部分をセメント漆喰などで塞ぐ程度の単純なものであり、多くの人は自分で買っていって、自
分で葺いているようであった。実際、筆者がエルサルバドル滞在中に宿泊した、カサブランカ遺
跡公園内の宿舎も、近くのおじさんたちの手で瓦の葺き替えをおこなっていた（写真 7）。
価格は瓦が 1 枚 20 セント、煉瓦が 1 個 10 セントだが、まとめ買いしたらさらに安いとのことで
あった。仮にすべてこの値段で売ったとすると、一回の焼成で約 600〜700 ドル程度の収入とな
るが、実際はもっと安く売っているのであろう。フェルナンドさんは工房の経営者であり、従業
員は 6 人。家族経営ではない。賃金は出来高払いである。
瓦の規格については、小さい瓦と普通サイズの瓦の 2 種があり、工房間で規格はだいたい揃っ
ている。ここで作っているのは普通サイズの瓦のみとのことであった。
（5）
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事例２

セゴビア煉瓦工房（図 4、写真 4 〜 5）・クルツ工房（図 5、写真 6）

2010 年 3 月 16 日、エルサルバドル共和国サンタアナ県チャルチュアパの西側郊外幹線に所在
する、セゴビア煉瓦工房の瓦および煉瓦の製作・販売所について、瓦専門の従業員ラファエル・
デ・ヘスス・パチェコ氏および、煉瓦製作の従業員アルシデス氏より聞き取り調査をおこなった。
また、同 17 日、チャルチュアパ市街西部に所在する、クルツ工房の現地調査をおこない、経営
者のウーゴ・セルナ氏より成形用の型 3 個の恵贈をうけた。
・粘土作り
瓦と煉瓦の原料粘土はやや異なる。煉瓦は白土・黒土および、タルペタテと呼ばれる土を混ぜ
てもちいている。瓦については、瓦 200 枚あたり、白土を一輪車 4 台、普通の茶色い土を一輪車 4
台に、ハボンシージョという土を一輪車に 1 台分混ぜて、より粘性の強い粘土を作る。原料につ
いては、昔はここで取れたが、いまでは取り尽くしてしまい、遠くに土が取れる土地を持ってい
て、そこから供給したり、また購入したりもしている。とくに瓦用のハボンシージョはすぐには
手に入らない。
これらの土をこね合わせて粘土を作るのだが、煉瓦や瓦を作る「パティオ（patio）
」のすぐ近
くに、直径 2 〜 3m の円形に土を積み上げ、それにじゅうぶんな水を加えつつ、鍬や足でこねて
粘土を作る。こねる時間は、煉瓦でも瓦で
も 2 時間くらい。だいたい朝の 3 時くらいか
ら、午前 10 時くらいまでかけて、土を混ぜ
合わせたりこねたりしての粘土作りをおこ
なう。粘土ができたら、だいたい 1 日くら
い寝かせておく。
・生瓦製作
生瓦製作にあたっては、フェルナンド氏
の工房と同様、鉄製の粘土型取り具（グラ
ディージャ）と鉄の棒（ラサドール）、蒲鉾
型の成形台をもちいる。成形台については、
普通は単に「型（モルデ molde）」と呼ばれ
ているが、「ガラッパゴ」という呼び方もす
ることを確認した。
セゴビア氏の工房の場合、瓦専用の作業
台はなく、煉瓦を腰の高さまで積み上げ、
その上に「タブラ（tabla）」と呼ばれる厚い
木の板を置く。その上に、離れ砂をまぶし
図４
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たグラディージャを置き、さらに上から離
れ砂をかける。グラディージャに粘土を詰
め、鉄の棒（ラサドール）で上面を均して
不要な粘土を除去する。それをタブラから
横にずらして、脇に置いておいた、離れ砂
をかけたモルデの上に落として曲率をつけ
る。フェルナンド氏の工房では、グラディー
ジャを手際よく跳ねあげていたが、セゴビ
ア工房の場合は、モルデの一定の位置に粘
土板を落とすために、あらかじめ目印をつ
けておくなど、丁寧な作業工程のようであ
る。その後粘土をモルデごとパティオに
持っていき、そこで粘土の上を指で撫でて
整えたあと、モルデを抜き取り、乾燥させ
る。
セゴビア氏の工房の場合、煉瓦は 2 個ぶ
ん の「 グ ラ デ ィ ー ジ ャ」 に 粘 土 を 詰 め て
作っている。

図５

一日あたりの生産量は、瓦は一人 200 枚

クルツ工房

程度、煉瓦は 1 人 400 個程度ということである。
なお、この工房ではセメント瓦も作っているが、セメントの場合、専用の薄手のグラディー
ジャにセメントを詰め、凹凸が逆（凹面が上）のこれも専用のモルデの上に落として成形すると
のことであった。
・乾

燥

その後、完成した生瓦と煉瓦を乾燥させる。瓦・煉瓦ともに、まずパティオの上に並べて乾燥
させ、その後煉瓦はパティオの脇のアドベの台の上に、風が通るように縦横に並べて積み上げ乾
燥させる。乾燥時間は、パティオでの乾燥が一日〜二日程度、その後積み上げて完全に乾くまで
には、乾季で一週間、雨季では三週間くらいかかるようである。
・焼

成

窯で焼成される。セゴビア氏の工房には、地上式の窯（図 6）が 2 基作られていた。ちなみに
フェルナンド氏の窯は地下式である。窯はいちど作ったら、メンテナンスをすればだいたい 20
年くらいは保つようである。窯はアドベと煉瓦を積み重ねて作られている。フェルナンド氏の地
下式窯よりも、かなり大きな窯であった。
地上式窯は、窯自体にロストルを持たず、前面に開けられた 3 つの穴に沿って、煉瓦の生地を
（7）
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4 段分積み重ねることで、ロストルの代わりにしている。生地を積む位置がわかりやすいように、
その部分にはアドベを並べて目印にしてある。4 段の煉瓦の上に、火が上まで通るように、煉瓦
を立てて市松状に並べていく。これをベッド（カマ cama）と呼んでいる。瓦を焼く場合は、4
段ほど市松状に煉瓦を並べてベッドを作ったあと、その上に瓦を立てて、横方向→縦方向と窯詰
めしていく。瓦と煉瓦は交互に積んでいく。窯の高さが高いので、上のほうに空洞をあけて積み、
その中にさらに薪を入れる場合もある。
窯詰めは、焼成室の横に開けられた入口から入って詰めていく。その穴は最後に、製品の煉瓦
を積み上げて塞ぐ。
1 回の焼成で、瓦約 8000 枚、煉瓦約 6000 個を焼くことができる。煉瓦だけなら、1 回に 12000
個ほどを焼くことができる。
火入れは朝の 5 時頃ということであった。まだ暗いうちのほうが、奥まで火が通っているか確
認しやすいとのことである。薪はアマテブランコ（amate blanco）かペペトブランコ（pepeto
blanco）をもちいている。薪は採りに行く専門の人がいて、コーヒー農園などに採りに行ってい
るようである。細かく割らずに、かなり大きな塊の薪を、前面の穴から焼成室のいちばん奥から
順に詰めていく。焼成時間は乾木の場合約 1 日、生木ならさらに掛かるとのことであった。火を
止めたら、3 日くらい冷却する。
製品を取り出す際は、窯の脇にトラックを横付けして、そのままトラックに製品を詰め込ん

図６

セゴビア工房の地上式窯

（8）

エルサルバドル共和国におけるスペイン瓦の生産について

55

で、運び出していく。
セゴビア氏の工房には、地上式窯が 2 つあるが、2 つ合わせて月に 3 回程度焼成するとのこと
であった。瓦を焼かずに煉瓦だけなら、月に 40000 個の煉瓦を生産できるそうである。製品の損
耗率は、瓦で 8000 枚中 50 枚いくかいかないかということで、かなり優秀であった。
・販売・経営
瓦も煉瓦もほとんどが注文生産であり、煉瓦は一部を金物屋などに卸すこともあるが、とくに
瓦は普段は作っていない。屋根材はセメントやラミナなどの別の建材に替わってしまい、いまや
瓦は、屋根に葺いて涼をとるために、金持ちが自宅や別荘に葺くだけのものになってしまったと
のことである。とくに、サンサルバドル郊外のネハパに、セロブロックという機械化した煉瓦工
場ができてからは、都市部を中心に伝統的な瓦は急速に姿を消しつつあるようだ。
そのためこのあたりでは、瓦職人が減る一方で（チャルチュアパの南〜西側にかけて、多くの
煉瓦工房があるが、瓦はもうほとんど焼いてないようである）、若い職人は煉瓦ばかり作ってい
るそうである。ちなみに経営者のセゴビア氏の話では、このあたりでは瓦工房は減ったが、サン
ミゲルやシウダ・バリオあたりには、まだたくさんの瓦工房があるそうである。
商圏としては、チャルチュアパではむしろあまり売れず、ワチャパンやカンデラリアなど近郊
からの注文が多いらしい。
価格は瓦が 1 枚 30 セント、煉瓦が 1 個 10 セント、正方形の大きな煉瓦は 1 個 25 セントとのこと
であった。
セゴビア氏工房での従業員は、まず煉瓦づくりの職人が 8 人。彼らはそれぞれ工房内で自分の
パティオが決まっているそうである。瓦職人は需要に応じ、いろいろな窯で作業をしており、必
要になったら呼ばれる。その他、材料運びなどに 4 人、雑用アルバイト 1 人を雇用している。
賃金は最低で 1 日 7 ドル、それ以上は出来高払いで、多いときは 1 日に 12〜13 ドルほど稼げる
そうである。

おわりに
以上、筆者がエルサルバドル共和国の瓦工房でみた瓦づくりの様子について述べてきた。
大脇氏は雲南の造瓦工房に関する報告の中で、「瓦を作るということは、一定の大きさの粘土
板に一定の曲率を与えるだけのことだ、という単純な原理」【大脇 2002】と述べているが、エル
サルバドルのこの瓦も、まさにそのような作り方をしていることがわかる。
さらに述べるなら、「一定の大きさの粘土板」を作るにあたっては、型作りという手法が非常
に効率的であることも確認できた。日本の中世以降の造瓦具などをみると、立ち上がりのない成
形台をもちいて、端を成形台にあわせて切り揃える手法をとっている。しかし、古代の平瓦や軒
平瓦の一部には、瓦の側端面まで布目が廻るものも存在することから、奈良時代における平瓦一
（9）
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枚作りや、また横置型一本作り軒丸瓦の広がりには、型作りによる造瓦の容易さが背景にあると
いう想定を、筆者は加えたことがある【梶原 2003】【梶原 2008】
。エルサルバドルの瓦工房では、
粘土板の作成から生瓦の完成まで、とても手際よく短い時間でおこなっていることが確認できた。
一方、桶巻作りでは、粘土角材の作成や粘土板の切り出しに手間と技術が必要なうえ、粘土板の
巻きつけなどに「少しばかりの熟練が必要なようである」【大脇 2002】とも指摘されている。民
族例の比較からは、型作りとしての一枚作りが、大量生産や非熟練工による容易な生産を見込ん
だものという筆者の指摘の妥当さが浮かび上がってくる。
最後に一枚作り平瓦における粘土の詰め方であるが、上原真人氏は、軒平瓦瓦当部の粘土継ぎ
目の分析から、平瓦に粘土塊を次々とつなぎ合わせていく手法が存在したと想定しているが【上
原 1984】、エルサルバドルの瓦は粘土塊を詰め込むという部分では、類似した作り方であるとと
もに、そのような手法は、型作りが前提となるとも考えられる。日本の一枚作り平瓦においても、
型作りによる粘土板成形過程と、曲率をつける過程が分離していた可能性も一考する必要があろ
う。
本稿は、エルサルバドルという、日本からみたらほぼ地球の裏側にも近い場所の事例である
が、日本の造瓦技術の解明に対しても、いろいろな示唆に富んでいるものと考える。
＊

＊

＊

本稿は、平成 19 年度名古屋大学文学研究科プロジェクト経費「スペイン語によるフィールド
ワーカー養成プロジェクト」（研究代表者：伊藤伸幸氏）などにより、筆者がエルサルバドルに
渡航した際の調査成果である。調査にあたっては、名古屋大学大学院文学研究科・伊藤伸幸助教
には、造瓦工房の存在をご教示いただき、またスペイン語のわからない私の通訳をしていただい
たことを含め、多大なるお世話になった。また、エルサルバドル共和国文化庁考古部長・柴田潮
音氏、名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程・市川彰氏、同博士前期過程・吉留正樹氏にも、
通訳や情報提供などを含め、非常にお世話になった。図面作成については、同博士前期課程・新
谷葉菜氏の手を煩わせた。末筆ながら謹んでお礼申し上げます。
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Abstract
Spanish Roof-Tiles Production in Republic of El Salvador
Yoshimitsu Kajiwara
The present author visited El Salvador in August, 2007. In El Salvador, even the present, some workshops produce roof-tiles with craft of “Spanish roof-tiles” introduced by Spanish people. Current houses
in El Salvador are roofed with concave flat-tiles, on the other hand eave tiles were not observed in this
visit. As for the craft of roof-tiles production, workshops produce tiles with a table which make a tile
concave. The structure of kilns built of bricks, with holes connected to the chamber for firing is similar
to the structure of Japanese updraft kilns with roaster.
This article shows results of ethnological researches which taken at 3 roof-tiles workshops in El
Salvador. These results not only contribute to Salvadoran archaeology and ethnology, but also become
ethnological data for the study about history of Japanese roof-tile production.
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