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やすいものを利用するのがよいと思う。これらを利用し、自分なり
のチェックリストを作成するのもよいであろう。
　また、点検には日常点検、定期点検と言われる通常点検と、雨漏
り発生時や地震、強風、大雨の後の臨時点検がある。期間を決めて
定期点検を行い、異常時には、その都度点検をする必要がある。木
材点検のチェック項目をまとめたので参考にしてほしい［表1］。木造
建築物の軸材や床、屋根、外装材などの木材について、必要な項目
を使って調査していただきたい。
　また、木材の劣化診断は、建物の診断のうちの一部である。今回
は木材の診断に特化して説明するが、腐朽がどれくらい進んでいる
か、その進み具合によってどのような保守を検討したらよいのか、
判断が難しい場合が多い。そこで、まず目視や簡単な工具を使った
診断方法について、私が今までの調査・研究をもとに作成した図が
あるので説明する。その後に、測定機器を使って客観的な数値で
劣化を診断する方法と保守方法の概要を説明しようと思う。

木材の簡易劣化診断法

この劣化診断法は、「日常点検でわかる木製外構材の耐久性簡易
診断マニュアル」と言って、当林業技術センターのHPからダウン
ロードできる。これは、自然公園などにある木柵などの小規模な施
設用に作成したものであり、現場の施設管理者がわかりやすいよう、
被害度判定や含水率測定で、残存強度や保守方法が判別できるよ
うになっている。
　まず、このマニュアルには被害度という判定が必要である。JIS K 

1571（2004）「木材保存剤の性能試験方法および性能基準」より被
害度の判定基準を示す［表2］。判定基準は、言葉にするとわかりにく
いかもしれないが、判定基準で0、1、2、4、5はおおよそ判断でき
ると思うので、これらに該当しない場合が、わかりにくい3となる。
この基準を「判定区分」として、とりあえず目視で判定してほしい。

木材の点検の概要

今回は、木材の点検や保守の方法について、チェック項目や被害度
判定、測定機器などの実務的な話をしようと思う。
　木材の劣化診断方法は、さまざまな調査報告書などに掲載され
ている。たとえば、住まいの情報発信局「既存住宅の住宅性能表示
制度ガイド」（現況検査の方法）や、（一社）木を活かす建築推進協議
会「木造建築物の耐久性向上のポイント」（平成27年）は、ホーム
ページ（以下、HP）からダウンロードが可能である。また、（公財）日
本住宅・木材技術センターの「住宅資材標準化推進審査事業報告
書（木造住宅の劣化防止マニュアル）」（平成12年3月）、「リフォーム
資材利用技術開発事業報告書（木造住宅のリフォーム技術資料）」（平
成14年3月）などがある。
　上記報告書などの劣化診断の方法については、専門家の執筆や
監修があり、チェック項目に従い確認すればよいようにまとめられ
ているのでわかりやすい。いろいろと種類があるので、一番わかり
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木材と腐朽

表2  腐朽被害度の判定基準

表1　点検チェック項目

目視

経年劣化
塗装の剥がれ
反り、亀裂

腐朽菌
変色
菌糸
カビ・キノコ発生

シロアリ
蟻道
食痕
糞

腐食 接合金物の錆

触診
腐朽菌 腐朽深さ
シロアリ 食痕範囲

打診 打音 鈍い音
嗅覚 腐朽菌 カビ・キノコ臭
聴覚 音 キシミ・ガタツキ

被害度 判定基準
0 健全
1 部分的に軽度の腐朽
2 全面的に軽度の腐朽

3
2の状態の上に部分的に
激しい腐朽

4 全面的に激しい腐朽
5 腐朽によって形が崩れる
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腐朽している個所には地下シロアリが侵入してきている場合があ
るので、食害されている部分も腐朽断面としてカウントする。外構
材の点検用ではあるが、建物でも水回りなど厳しい環境もあるので、
同じように使えると思う。
　調査は床下が中心になると考えられるが、雨漏りの場合は屋根
裏も対象となる。視覚（目視による）、嗅覚（キノコの臭い）、聴覚（ハン
マーの打音を聴くとボコボコ濁ったような音がする）、触覚（千枚通しな
ど先がとがった工具を使い亀裂から刺し込む）を使い、腐朽部分を探す。
大壁で壁内が見えない場合は、小さな穴をあけて内視鏡（USB接続

などさまざまな商品が安価で販売されている）で確認し、必要あれば外
装を取り除いて調査する。ポイントは、地際、隅、ボルトの穴、雨水
が集まるところ、周囲が湿っているところ、菌糸やキノコの有無で
ある。春から秋にかけて腐朽菌やシロアリの活動が活発になるので、
この時期は一気に腐朽が進むので気をつけたい。
　次に、経過年数と残存強度の関係と被害度から推定される残存
強度、含水率区分、保守区分と［図1］、残存強度の推定式を示す［図2］。
　図1の見方であるが、たとえば、被害状態が被害度3と判定でき
たら、図1の右側のグラフを見て、被害度3に該当する範囲が縦軸
で残っている強度の割合を60％から40％、というように読み取る。
経過年数がわかっているときは、図2の劣化が平均的に進行したか、
劣化しやすい環境か、また、無処理材か木材保存剤注入材か判別
して、それぞれの係数を入れて計算式で残存強度が評価できる。
　また、被害度区分から直接保守方法が判別できる。被害度1は

防腐塗料などを塗装すること、被害度2は補修、被害度3以上の場
合は部材交換で対応する。
　図1の判定基準と残存強度の関係などは、無理やり感があると
思われるかもしれない。しかし、チェックだけではどのような対応
をしたらよいか現場で判断できないため、あえて踏み込んで数値化
できるようにした。ご存知のように、木材の劣化は一様ではない。
図1では劣化しやすい環境を一つの目安として捉えて、被害度に
応じてそれぞれの仕口の耐力がどれぐらい残っているのか検討し、
設計上の必要耐力と比較していただきたい。特に、構造上必要な接
合金物が取り付けられている個所での腐朽は、要注意である。

測定機器の種類と特徴

被害度判定では腐朽の数値化が難しい、または対外的に説明が必
要な場合、客観的な数値を測定できる機器があるので紹介する。
木材の表面付近の劣化の測定には、ピロディン、高周波含水率計
が有効である。内部の空洞などを調べる場合は、レジストグラフ、
超音波伝播速度測定装置、FFTアナライザーが、また、シロアリに
はAE検出器がある。それぞれ測定機器の特徴を説明する。

ピロディン
コンクリートの強度を非破壊で検査するシュミットハンマーをご存
知であろうか。シュミットハンマーは打撃部のプランジャーが太い
が、ピロディンの打撃部は、直径2.5mmの鋼線を切断した形状で
ある［写真1］。針金が出る側を木材に押し当て、反対の端部を押すと、
衝撃的に鋼線が押し出され、木材に刺さる。この刺さった深さを測
定し、表面の腐朽程度を数値化するのである。健全な木材で調査し、
それぞれの樹種で閾

しきいち

値を決めて、その値より大きければ表面が腐
朽していると判断する。私は被害度と関連させ、スギの場合、被害
度0を22mmまで、被害度2は26mmまで、被害度3は34mmま図2　残存強度の推定式

写真1　ピロディン

1.劣化が平均的に進行したスギ材の強度推定式
推定強度＝〔a＋（100-a）/｛1＋（経過年数÷c）b｝〕÷100×40（N/mm2）
無処理材…a＝0、b＝5、c＝8
木材保存剤注入材…a＝12、b＝4、c＝16

2.劣化しやすい環境のスギ材の強度推定式
推定強度＝〔a＋（100-a）/｛1＋（経過年数÷c）b｝〕÷100×40（N/mm2）
無処理材…a＝0、b＝6、c＝5
木材保存剤注入材…a＝10、b＝4、c＝15

図1　経過年数と残強度の関係と被害度から
推定される残存強度、含水率区分、保守区分
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る。土台、柱や梁のように組まれた構造の場合、健全時にどのよう
な周波数となっているか、事前にデータを収集しておく必要がある。
腐朽時の測定のみで被害程度を評価するのは難しい。ただし、穴も
あくことはなく、フーリエ変換できるフリーソフト（Wave Spectra）

もあるので、パソコンとマイクがあれば測定可能である。今後は計
画的に利用したい測定方法ではある。

AE検出器
アコースティック・エミッション（AE）法とは、材料が破壊する際の
超音波（内部に蓄えていたひずみエネルギーが超音波として放出される）

をAEセンサで検出して、破壊状況を評価する方法である。アメリ
カカンザイシロアリなどが木材を食害する際の超音波を検出して、
その存在を明らかにすることが可能である［文献1］。複数のセンサを
使うことで検出音の時間差から食害個所の特定も可能とのことで
ある。ポータブルAE検出器も販売されている。
　地下シロアリについては、最近の駆除方法としてベイト工法があ
る。この方法を矛として紹介したい。餌木を入れたカップ状の容器
（ベイトステーション）を建物周辺に埋設し、シロアリが入ったら遅効
性薬剤を入れて、これをコロニーまで運ばせて、コロニーのシロア
リ全部を死滅させる方法である。詳しくは（公社）日本しろあり対策
協会のHPをご覧いただきたい。このベイトステーション内の餌木
にAEセンサを取り付けて、シロアリ侵入のモニタリングもできるよ
うである［文献1］。

木材の保守方法

木材を新築時と同じ状態で保守することは難しい。紫外線劣化に
よる退色、浮造り状態になるヤセや、腐朽菌、シロアリによる生物
劣化も重なってくるからである。保守方法は劣化の度合いによって
違うため、基本的な保守工事を説明する。

再塗装
新築時の外装部分の塗装は、1年、2年と過ぎるに従って剥がれて
くる。できれば1年後に再塗装するのが後のメンテナンスには有効

で、被害度4以上は40mmに達した場合と考えている。木材に穴
が開くので、どこでもというわけにはいかない。

高周波含水率計
電極の静電容量の変化を水分値に置き換えて表示する水分計で、
数十mmの深さを検知できる。腐朽個所で含水率が高くても測定
可能である。高周波含水率計による含水率と全乾法（測定する木材
をカラカラに乾かして重量測定して計算した含水率）による含水率、そ
れぞれの測定部分の全乾状態の縦圧縮強度と変形量の関係を図に
示す［図3］。高周波含水率計では含水率の大小傾向は読めるが、精
度はあまり高くなく、数値は目安としてほしい。グラフからは含水
率が高い部位の試験体が、縦圧縮強度が低くなることがわかる。

レジストグラフ
長い鋼線状で先端がマイナスドライバーのような形状をしたドリル
刃を使った装置である。ドリルで穴をあけて、抵抗値と深さの関係
を印字したり、このデータを保存したりすることができる［写真2］。こ
れもピロディンと同じで、木材に穴が開くため、試験後に補修が必
要である。

超音波伝播速度測定装置
木材に2カ所端子を押し当て、片方のセンサから超音波を発信し、
他方のセンサで受けて、その伝播速度を測定する装置である［写真
3］。木材内部に腐朽個所があると、伝播速度が遅くなる。古くは木
製電柱の内部腐朽の測定などに使われた。木材の伝播速度理論値
は約1,000m/sで、これを閾値として腐朽の有無を判断する。木材
の表面がデコボコしているとセンサが当たりにくく測定が難しい。
この場合、端子を打ち込むタイプもあるが、木材に穴が開く。

FFTアナライザー
木材の動的ヤング係数を測定する装置で、木材が単体であれば、
木口面を叩いてその周波数を評価すれば、ヤング係数が評価でき

図3　高周波含水率計と全乾法による含水率及びそれぞれの測定部分の全
乾状態の縦圧縮強度と変形量の関係

写真2　レジストグラフのドリル刃

高周波含水率計測定

全乾法含水率測定
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は千差万別である。この項は、特に釈迦に説法であるが。腐朽部分
などを切り取って、単純にその部分だけ交換するのでは強度不足と
なる。部材全体の交換や、同じような断面の部材を添えて、金物で
留めつける方法がよい。この場合、部材や仕口などの必要耐力を保
持できるよう配慮することは言うまでもない。具体的な工法は、（公
財）日本住宅・木材技術センターの「リフォーム資材利用技術開発
事業報告書（木造住宅のリフォーム技術資料）」（平成14年3月）など
を参考にされたい。

おわりに

木材の点検や保守について実務的な説明をしたが、木材の乾燥や
強度特性を理解したうえで、建物に使った木材の保全計画を立て
ていただきたい。次回は、木造建築物の長寿命化の話をしたい。

であるが、現実的には難しいであろう。塗装が剥がれてきたら、で
きるだけ早く再塗装をお願いしたい。

接合金物
腐朽などによる劣化の説明ではないが、製材品では乾燥が十分で
なく、表面割れや乾燥収縮する場合がある。私は、屋根裏に上がっ
て、緩んだ羽子板ボルトを締めて回った経験がある。新築後半年か
ら1年ぐらいで増し締めを行い、錆や変形の確認をしたほうがよい。

木材の亀裂
含水率がSD25などと表示された製材品は、断面のどこでも含水
率が25％であると思われがちだが、実際には表面が10％ぐらいで、
中心付近は繊維飽和点を超える30％以上ある場合がある。この場
合、木材内部は乾燥収縮し、表目割れが起こる。この亀裂に雨水な
どが浸入した場合、内部が腐朽するため、雨水の浸入を防ぐ補修が
必要となる。ただし、コーキングによる補修はお勧めできない。乾
湿繰り返しによる変形でコーキングの一部が剥がれた時には、内部
の水分が乾きにくく、腐朽がさらに進むからである。雨水浸入の元
を絶っていただきたい。

交換
図1で被害度3を超えた場合に交換が必要と説明したが、建物に
はさまざまな形状の木材や継手、仕口があり、それぞれの補修方法

※不正解の場合は、
単位に登録できない場合があります。
※自習型教材の選択欄における、
会誌『建築士』選択項目は、
平成28年1月より建築士会会員のみの
表示項目になります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問
設問2  

次の説明のうち、 
間違っているものはどれか。
a.  アメリカカンザイシロアリの侵入の有無は、 
蟻道を探せばわかる。

b.  木材の点検では、変色やカビ・キノコ臭に 
気をつける。

c.  湿った環境の亀裂のある木材内部は、 
腐朽している可能性がある。

設問1 

次の説明のうち、正しいものはどれか。
a.  かなり腐朽している木材でも、 
強度は低下しない。

b.  木材の日常点検は、目視、触診、打診が 
有効である。

c.  耐力壁付近の腐朽している土台は、 
交換しなくてよい。
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写真3　超音波伝播速度測定状況


