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土木分野における木材の耐久性に関する考察

－既存木製工作物の経年と腐朽劣化の関係に関する調査結果から－
笠間

聡

松田

泰明

１．はじめに
１．１

研究の背景

木材の利用は、環境負荷の低減や地場木材の利用に
よる地域活性化への貢献のほか、国内林業の再生とそ
れによる人工林の適切な管理、国土の保全などの観点
から、土木分野でも木材利用の促進が求められている
ところである1) 2)。
しかしながら、木材は強度や品質にばらつきがある
ほか、腐朽による耐久性の懸念もあり、公共インフラ
における維持管理費用と手間の縮減という課題もある
中、土木分野での普及は期待されるようには進んでい
ない。他方、木材には景観面での効果も認められ、適
切な利用が進めば、環境・林業・観光・地域活性化な
ど幅広い効果が期待されるところでもある（写真－1）。
そこで当研究所では、木材利用による効果と、木材
利用工作物の耐久性能やそれにより必要となる維持管
理について、平成27年度から研究に取り組んでいる。
写真－1

木製の防雪柵と鋼製の防雪柵
（写真出展：上 Google）

これらを通じ、土木分野における木製工作物の適用性
について検討するとともに、工作物等の管理者におい
てそれら木製工作物の採用を検討する際の判断材料を
提供することを目的としている。

進行にもばらつきのある木材の耐久性を、それらばら
つきを考慮せずに平均値などの代表値や、一律の「耐

１．２

用年数」といった数値で評価しようとしている点にも

既往の知見

木材の耐久性については、大学、企業のほか、国立

課題があるように思われる。

研究開発法人森林総合研究所や、林業が盛んな都道府
県等に設置された林業試験場等において研究の蓄積が

１．３

ある。しかし北海道における森林資源については、カ

土木分野における木材利用の可能性に関する
研究

ラマツとトドマツが主体であり、本州以南で主体のス

当研究所ではこれらを踏まえ、既存の木製工作物を

ギ材とは異なる。全国的にみてカラマツ材の土木構造

対象に経年と腐朽劣化の程度について、北海道立総合

物の腐朽劣化や耐久性に関する研究の蓄積は十分でな

研究機構 林産試験場と共同で計測調査を行い、設置

く、体系的なものは無処理材や治山構造物を対象とし

条件および設置からの経過年数と、腐朽劣化の程度の

たものが大半である

関係について分析を行った。本稿ではこれについて報

3) 4) 5)

。防腐薬剤処理されたカラ

マツ材を対象としたものは、設置後20年を経過した遮

告する。

音壁を対象としたもの や、設置後10年を経過した丸
6)

太積工を対象としたもの7)などに限られる。
また、多くの調査研究において、強度や腐朽劣化の
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２．道路等における木製工作物に関する調査

種樹種によっても計測値は異なるが、同一の材であれ
ば腐朽劣化の進行とともに木材の強度や密度が低下す

２．１

ることで、ピロディンによる計測値は増大する。この

調査の対象

本研究では、北海道内の道路等に設置されている木

ため、特定の材種樹種について、健全状態の材のピロ

製の道路工作物等を調査の対象とした。
短期間で木製部材の設置からの経過年数と腐朽劣化
の程度の関係について分析するにあたっては、既存の
構造物の、設置からの経過年数と腐朽劣化の関係を調
査するのが有効である。したがって調査にあたって
は、当該木製部材の設置年度が明らかになっているこ
とと、同様の構造物が長期間にわたって設置され続け
ており、設置からの経過年数で腐朽劣化の傾向を比較
できることが条件となる。
そこで、平成12年頃から北海道の高規格幹線道路に
継続的に設置が行われている木製の立入防止柵（写真
－2左列）を主たる調査の対象とした。また、比較の
ために他の構造の工作物として、木製の防雪柵と木製
の歩道舗装を調査の対象とした（写真－2右列）。これ
らの調査対象構造物の一覧を表－1に示す。
２．２

既往の知見と調査の方法

木材の腐朽劣化の診断・調査方法としては、目視触
8)
診による方法（腐朽被害度判定）
、抵抗貫入試験（ピ

ロディン）、穿孔抵抗試験（レジストグラフ）などが

写真－2 調査対象とした木製工作物
（左列：立入防止柵、右上：防雪柵、右下：歩道舗装）

あるが、現場で非破壊で調査ができること、計測機器
を用いた定量的なデータが得られること、計測機器の
普及の状況なども考慮してピロディン（図－1）によ
る方法を主とした。
ピロディンによる計測値は、一定エネルギー（6ジ
ュール）で直径2.5mmの計測ピンを木材に打ち込んだ

ピロディン(Pilodyn)
・ 内蔵のバネで打ち出した
径2.5mmの針が、
何mm貫入するかで
⽊材の強度を推計
する計測装置。

ときのピンの貫入深さ（略称：Pe、単位：mm）であ

一定エネルギー(6ジュール)

る。この計測値には、木材の強度や密度が影響し、材

表－1

図－1

ピロディン計測器の概要と計測例

調査対象とした木製工作物の一覧および概要

材

構造

設置年

調査年

経過年数

調査数量

⽊製⽴⼊防⽌柵

カラマツ(間伐材)
防腐薬剤加圧注入処理

H=1.5〜2.5m
柱︓φ100〜180
梁︓φ100〜160半割

平成12年度
〜26年度

平成27年度
〜31年度

2年〜16年

3000体*
(計測72000点）

⽊製防雪柵

同上

支柱は鋼製
防雪板︓t30xW100xL2970 を
ユニット化

平成16年度

平成29年度

13年

23体
(計測69点)

⽊製舗道

同上

平成18・19年度
H18施⼯︓ t140xW200xL2000
砕⽯路盤の上に敷き並べ
H19施⼯︓ t120xW180xL2500
デッキ構造(コンクリート基礎の上に
ボルト留め)

平成29年度

10年〜11年

25体
(計測200点)

* 概数。延べ調査数量。
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ディン計測値と、調査対象の材のピロディン値を比較
ロディン計測値と、調査対象の材のピロディン値を比
較することで、材の健全度・腐朽度を診断できる。
することで、材の健全度・腐朽度を診断できる。
ここで、今回調査対象とした北海道産カラマツ材の
ここで、今回調査対象とした北海道産カラマツ材の
健全材のピロディン計測値は、平均
15.5 程度、分散
健全材のピロディン計測値は、平均15.5程度、分散2.5
9)
9)
2.5 程度の正規分布を示すとの調査結果があり
、ピ
程度の正規分布を示すとの調査結果があり
、ピロデ
ロディン計測値と、調査対象の材のピロディン値を比
ロディン計測値 32mm 以上の部位を腐朽劣化部分と
ィン計測値32mm以上の部位を腐朽劣化部分と判断す
較することで、材の健全度・腐朽度を診断できる。
10)
判断することが可能との調査結果がある
。ただし、
10)
ることが可能との調査結果がある
。ただし、ピロデ
ここで、今回調査対象とした北海道産カラマツ材の
ピロディンによる計測値は、ピンを打ち込んだ「点」
健全材のピロディン計測値は、平均 15.5 程度、分散
ィンによる計測値は、ピンを打ち込んだ「点」の測定
の測定結果であり、必ずしも「点」の計測結果が、今
2.5 程度の正規分布を示すとの調査結果があり 9) 、ピ
結果であり、必ずしも「点」の計測結果が、今回評価
回評価の対象としたい単一の部材あたりの腐朽劣化の
ロディン計測値 32mm 以上の部位を腐朽劣化部分と
の対象としたい単一の部材あたりの腐朽劣化の深刻度
深刻度の評価とはならない。
判断することが可能との調査結果がある 10) 。ただし、
の評価とはならない。
ピロディンによる計測値は、ピンを打ち込んだ「点」
したがって今回の調査では、各部材あたり、同一部
したがって今回の調査では、各部材あたり、同一部
位で 2 の測定結果であり、必ずしも「点」の計測結果が、今
点以上の計測を行い、複数計測点でピロディン
位で2点以上の計測を行い、複数計測点でピロディン
計測値回評価の対象としたい単一の部材あたりの腐朽劣化の
32mm 以上を記録した部位について、
「要処置
計測値32mm以上を記録した部位について、
「要処置
深刻度の評価とはならない。
（腐朽劣化が進行している）」と評価することとした。
したがって今回の調査では、各部材あたり、同一部
（腐朽劣化が進行している）
」と評価することとした。
位で 2 点以上の計測を行い、複数計測点でピロディン

３．計測結果
計測値 32mm 以上を記録した部位について、
「要処置
３．計測結果

（腐朽劣化が進行している）」と評価することとした。

３．１ 木製立入防止柵
３．１
木製立入防止柵
図－2
は、設置後 2 年～16 年経過の木製立入防止柵
３．計測結果
の柱一般部、柱地際部、梁一般部の各部位について、
図－2は、設置後2年～16年経過の木製立入防止柵の
「要処置」と評価された部材、すなわち健全とは言え
柱一般部、柱地際部、梁一般部の各部位について、
「要
３．１ 木製立入防止柵
ないと評価される部材の数量比率を示したものである。
図－2 は、設置後 2 年～16 年経過の木製立入防止柵
処置」と評価された部材、すなわち健全とは言えない
図－3
に計測した木製立入防止柵の構造の例および
の柱一般部、柱地際部、梁一般部の各部位について、
と評価される部材の数量比率を示したものである。
「要処置」と評価された部材、すなわち健全とは言え
計測位置を示す。計測対象の木製立入防止柵は、材は
図－3に計測した木製立入防止柵の構造の例および
ないと評価される部材の数量比率を示したものである。
いずれも防腐剤加圧注入処理されたカラマツであるが、
計測位置を示す。計測対象の木製立入防止柵は、材は
図－3 に計測した木製立入防止柵の構造の例および
構造の詳細や柵の高さ、材の加工形状、処理に用いら
いずれも防腐剤加圧注入処理されたカラマツである
計測位置を示す。計測対象の木製立入防止柵は、材は
れた防腐薬剤が異なる。このうち材の加工形状と防腐
が、構造の詳細や柵の高さ、材の加工形状、処理に用
いずれも防腐剤加圧注入処理されたカラマツであるが、
薬剤については、図中にプロット形状を変えて示した。
いられた防腐薬剤が異なる。このうち材の加工形状と
構造の詳細や柵の高さ、材の加工形状、処理に用いら
これらによると、おおむね以下のことが確認できる。
れた防腐薬剤が異なる。このうち材の加工形状と防腐
防腐薬剤については、図中にプロット形状を変えて示

した。 薬剤については、図中にプロット形状を変えて示した。
・地際部については、材の加工形状に関わらず、腐朽
これらによると、おおむね以下のことが確認できる。
これらによると、
おおむね以下のことが確認できる。
劣化が進行する。
・また地際部については、10
年程度以上経過でも非
・地際部については、材の加工形状に関わらず、腐朽
図－2 木
図－2
木製立入防止柵部材の経年と腐朽劣化の発生比率
製立入防止柵部材の経年と腐朽劣化の発生比率
・地際部については、材の加工形状に関わらず、腐朽
健全材の比率が
2～5%程度のものもある一方、非
劣化が進行する。
に関する調査結果
に関する調査結果
劣化が進行する。
健全材の比率が
15～30%近くに及ぶものもあるな
・また地際部については、10
年程度以上経過でも非
図－2 木製立入防止柵部材の経年と腐朽劣化の発生比率
・また地際部については、10年程度以上経過でも非健
健全材の比率が 2～5%程度のものもある一方、非
どばらつきが大きい。
に関する調査結果
全材の比率が2～5%程度のものもある一方、非健全
健全材の比率が 15～30%近くに及ぶものもあるな
・梁一般部と柱一般部では、部材の加工形状が剥皮丸
どばらつきが大きい。
材の比率が15～30%近くに及ぶものもあるなどばら
太であるもの（図中白抜きプロット）を除き、腐朽
・梁一般部と柱一般部では、部材の加工形状が剥皮丸
つきが大きい。
劣化はほとんどみられず、10～15
年程度経過の部
材でも太であるもの（図中白抜きプロット）を除き、腐朽
1%程度以下である。
・梁一般部と柱一般部では、部材の加工形状が剥皮丸
劣化はほとんどみられず、10～15 年程度経過の部
・剥皮丸太材では、14～16
年で腐朽劣化がみられる
太であるもの（図中白抜きプロット）を除き、腐朽
材でも 1%程度以下である。
が、円柱加工材では同経過年数でも腐朽劣化はごく
劣化はほとんどみられず、10～15年程度経過の部材
・剥皮丸太材では、14～16 年で腐朽劣化がみられる
軽微である。
でも1%程度以下である。
が、円柱加工材では同経過年数でも腐朽劣化はごく
・特に柱一般部では、局所的には腐朽がみられるが、
・
剥皮丸太材では、
14～16年で腐朽劣化がみられるが、
軽微である。
・特に柱一般部では、局所的には腐朽がみられるが、
円柱加工材では同経過年数でも腐朽劣化はごく軽微

梁/上段

柱/中部

梁/上段

柱/中部

柱/地際部

柱/地際部

図－3

木製立入防止柵の構造の一例と調査部位

図－3 木製立入防止柵の構造の一例と調査部位
木製立入防止柵の構造の一例と調査部位
図－3

である。
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柱一般部では、経年にかかわらず多くの材が、健全

・特に柱一般部では、局所的には腐朽がみられるが、
円柱加工材では、材として「要処置」のものは確認

材同様のピロディン計測値の分布を保っていることが

できない。

わかる。一方で、柱地際部では、経年などとともにピ
ロディン計測値が増大した材の比率が増えていること

したがって、円柱加工材等の材加工形状で、使用箇

がわかる。
なお、累積分布のグラフからは、すべての材が一様

所が地際部でなければ腐朽劣化の発生は著しくなく、
15年程度経過でも非健全材の発生は1%程度以下ある

にピロディン計測値が増大していく（腐朽劣化が進行

いは0に抑えられることがわかった。

していく）わけではなく、一部の材は健全材同様のピ

図－4は、設置9～16年経過の木製柵部材について、

ロディン計測値を維持しながら、計測値の増大した材

柱一般部、柱地際部、梁部のピロディン計測値の分布

の構成比率が徐々に増大することで、部材グループ全

を累積分布で示したものである。

体としての腐朽劣化が進行していることが読み取れ
る。
３．２

柱 一般部
100%

累積構成⽐率

図－5は、設置後13年経過の木製防雪柵（写真－2右

H12' 剥皮丸太/AAC

90%

H12 剥皮丸太/AAC

80%

H13 剥皮丸太/ACQ

70%

H15 円柱加⼯/AAC

上、図－6）の腐朽劣化状況に関するピロディン計測

H14 剥皮丸太/ACQ

結果を示したものである。

H16 円柱加⼯/ACQ

60%

これらからは、木製防雪柵の木製部材（防雪板）に

H17 円柱加⼯/ACQ
H18 円柱加⼯/ACQ

50%

ついて、地際付近の材も含め腐朽劣化がほとんどみら

H19 円柱加⼯/ACQ
健全材 正規分布

40%
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れないことがわかった。
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H16防雪板(H1.5m位置)
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80%
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60%
50%
40%
30%

30%

20%
20%

10%
10%
0%

0%
0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

図－5

梁 一般部
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図－4

木製立入防止柵に関するピロディン計測値の分布
（計測：H28年）
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図－6

防雪柵の構造と計測位置
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がみられたが、この木製防雪柵では地際部が鋼製の部

⽊製歩道舗装

材でできており、梁的な構造の部材である防雪板につ

100%

３．３

木製歩道舗装

累積構成⽐率

H19 材端部/縁⽯側
H19 材端部/接地側
健全材 正規分布

50%
40%
30%

装（写真－2右下および図－8、9）の腐朽劣化状況に

10%

にみられ、特に図－8の木製歩道舗装の材端部/接地側

H19 材中央部

60%

20%

結果からは、いずれも腐朽劣化の傾向が各部位部材

H18 材端部/接地側

70%

図－7は、設置後10年および11年経過の木製歩道舗
関するピロディン計測結果を示したものである。

H18 材端部/縁⽯側

80%

いことから、全体として高い耐腐朽劣化性能を有して
いると考えられる。

H18 材中央部

90%

いても最上段の材以外には天端面からの雨がかりがな

0%
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図－7

木製歩道舗装に関するピロディン計測値の分布

でより腐朽劣化が著しいことが読み取れる。
このことには、図－9の木製歩道舗装がデッキ構造
で木材が路盤材から浮いた構造である一方、図－8の
木製歩道舗装は路盤材の上に直接木材が敷き並べら

材端部
材中央部 材端部
/接地側
/縁石側

れ、雨水や地盤からの湿気の影響を受けやすい構造で
あることが影響している可能性がある。図－8の木製
歩道舗装は比較的簡易な構造で、維持管理も容易な構
造であるが、木製部材の腐朽劣化という点からは課題
があるように見受けられる。
４．考察とまとめ
図－8

木製歩道舗装(H18設置)の構造と計測位置

本稿では、土木分野で用いられる木製工作物の耐腐
朽性について考察を行うため、既存の木製工作物の腐
朽劣化状況についてピロディン計測器を用いて計測を
行った結果について報告した。
３．１の木製立入防止柵の地際部および３．３の木
製歩道舗装の調査結果からは、水分・湿気の供給源で
ある地面に近い部分（地際部）では木材に長期の耐朽
性を見込むのが困難であることがわかった。また、樹

材端部
/接地側

材中央部

材端部
/縁石側

皮を一部残した加工である剥皮丸太形状の部材につい
ても長期の耐朽性が十分には期待できないようで、こ
れには、樹皮部分の乾燥収縮剥落とともに防腐剤が十
分に浸透した表面部分の断面が減少していることが一
因と考えられる。

図－9

木製歩道舗装(H19設置)の構造と計測位置

３．１の木製立入防止柵および３．２の木製防雪柵
の調査結果からは、地際以外の部分での水分の供給源
は雨水であり、これが木製部材の乾燥に伴って発生す

同様に干割れ内部に雨水が浸入・滞留しない構造を確

る部材表面の「干割れ」内部に滞留しない構造となっ

保することで、15年以上経過でも腐朽材の発生比率を

ていることが長期の耐朽性維持に寄与すると考えられ

ほぼ0に抑え込むことが可能であると予見される。（な

る。柱部材では干割れが鉛直方向となることから、縦

お、これらの部材表面に発生する干割れについては、

方向に排水されて干割れ内部に滞留しにくく、長期の

それが材を貫通するようなものでない限り、材の強度

耐朽性が見込める。これらからは、梁部材についても

への影響は考慮しなくてよいものとされていることを
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加版「耐久性を考慮した木製土木構造物の設計」、

木材の腐朽劣化には、水分・酸素・腐朽菌の3要素

2010.

が揃うことが必要であり、どれか1つを遮断できれば

4） 石川芳治：木製施設の腐朽度実態調査、2010年度

腐朽劣化は進行しないとされる。計測結果とあわせる

土木における木材の利用拡大に関する横断的研究

と、常時水分・湿気にさらされない環境の維持された

報告書、pp.78-92、2011.

部位部材では、防腐剤加圧注入処理されたカラマツ材

5） 大橋一雄、多田野修：ピロディンおよび目視被

は15年経過でも腐朽劣化の発生は1%程度以下あるい

害度を用いたカラマツ杭材の耐用年数評価、岩

は0に抑え込める可能性が確認された。一方で、地際

手県林業技術センター研究報告 No.13、pp.35-40、

部等の地面からの水分湿気の影響を受ける部分に関し
ては、材料レベルでの耐朽性確保は困難で、構造的に
腐朽劣化対策を講じる必要がある。

2005.
6） 柴田直明、吉野安里、橋爪丈夫、戸田堅一郎：木
製道路施設の耐久設計・維持管理指針策定のため

今後、土木分野における木製工作物の採用にあたっ

の技術開発 －設置後約20年を経過したカラマツ

ては、これらのことに留意し、長期耐久性が見込める

製遮音壁の性能評価－、長野県林業総合センター

ような木材の使われ方が普及していくことが期待され

研究報告 第24号、2010.

る。これに向けて、今回の調査結果等を踏まえ、土木

7） 森満範、宮内輝久、杉山智昭、前田典昭、藤原拓

分野における木材利用にあたっての留意点等を取りま

哉、今井良：北海道内で土木資材として使用され
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第1号、pp.17-24、2006.
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