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f圃 寸
木材腐朽のメカニズムとその防止

1 .はじめ「

前章で説明したカピ汚染は，木材の表面を汚し，

見た目を悪くする点で問題あるものの，その被害

は木材のごく表面にとどまり，木材の強度性能に

はほとんど影響を与えない。これに対し本章で説

明する木材腐朽は，木材の強度性能を大きく低下

させる点で表面劣化と根本的に異なる。

木材の強度性能が低下すれば，木製構造物は初

期性能を失い，最悪の場合地震荷重や風荷重に耐

えられず崩壊に至るおそれもある。この様なこと

を防ぐためには，木材腐朽のメカニズムを知り ，

設計・施工段階から適切に対処しておくことが肝

要である。

2－－.－－木材を形作るもの－木材細胞壁

写真1は走査型電子顕微鏡で観察したヒノキ材

の切断面である。写真上部が木口面，手前が柾目

面となる。写真には沢山の四角い筒状の構造物が

認められるが，これが細胞壁である。また，細胞

写真 1 ヒノキ材の顕微鏡像
（写真提供田（研）森林総合研究所日本産木材データベース）

桃原郁夫

森林総合研究所

壁に固まれた内部は空洞となっている。

木材が持つ強度と軽さとを兼ね備えた性質は，

ここに示した細胞壁が作る中空構造によってもた

らされている。

軽い木材が優れた強度を発揮する上で重要な意

味をもっ細胞壁は，リグニンと呼ばれる難分解性

高分子化合物が多糖のセルロース ・ヘミセルロー

スをガードする構造をとっている。このため，多

くの生物は，木材中の多糖類を分解・代謝できな

い。一方， 進化の過程で，リグニンのガードをく

ぐり抜け多糖類を分解する仕組みを獲得した生物

が菌類からでてきた。これが木材腐朽菌である。

3.木材腐朽菌とその胞子

木材腐朽菌は，木材細胞壁を分解し代謝する仕

組みを獲得した菌類の総称であり，分類学上はそ

の多くが担子菌に分類される。シイタケ，マイタ

ケなどの食用キノコや北海道の家屋床下で大量発

生し甚大な被害を引き起こしたナミダタケなど，

見た目はまったく異なるが，全て担子菌である。

担子菌の特徴は，子実体（きのこ）のヒダや散孔

の表面に担子器と呼ばれる器官をもち，その先に

担子胞子と呼ばれる植物の種の様なものを作ると

ころにある（写真2）。

胞子は，直径が数μmと非常に小さく軽いため，

担子器から切り離されると風などに乗って運ばれ

ていく 。

胞子が風に乗って舞い上がり高いところまで運

ばれていくことを検証するため，ほほ同一地点の

地上 lmと3階ベラン ダ上で， 同日，同時刻に

胞子をサンプリングし，その胞子が腐朽を引き起

こす能力を調べる実験を行った。その結果を図 1

に示す。サンプリングされた胞子が木材を腐朽さ

木材保存 Vol.42-3 (2016) 



-133-

一 ー ・・ h 一

一 ー ・・4 － • • • , ' ' z一一• • •• ' . ・．．， … 一一 ， e …一 ι ・・ ・ … 
一一一一一 ι ……一一 1・ 0 ・．目 一

一 ＇ . … ー le …一一 ＇ ..... … ..... ＇ 一 一一 目 ・ E N一一… ・…十一 ＇ . 一一 l …一 一一 1 ・ I •• ••一 ιー ～

札幌市 つくば市 熊本市

札幌つ，＇ I平静本爪拘汽中 1－含＂＇＂＇ -h ' '-•cト， 代 、Jノニ:c. V」 d、何レ

が持つ腐朽力の比較

棒グラフは，腐朽により 5%以上質量が滅っ

こ試験体の出現率を示す。
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写真2 木材腐朽菌マツオウジの担子器と胞子
（写真提供・ （研）森林総合研究所服部カ氏）

違いがないことを示している I）。

これらの結果より ，日本にある木製構造物は，

地域や季節を問わず，常に腐朽リスクにさらされ

ていることカf明らかとなった。
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風などによって移動した胞子は，木材に付着す

ると細胞分裂を繰り返しときどき枝分かれしな

がら長い繊維状の菌糸と呼ばれる状態となって成

長していく 。

一方，木材に目を向けると，菌糸の伸長に伴い

細胞壁を構成していたセルロースなどが分解さ

れ，細胞壁は破壊されていく 。これは，菌糸が伸

びていく過程で，伸長に必要な栄養を菌糸が細胞

壁中のセルロースなどを分解して獲得していくか

らである。写真3に腐朽によって破壊された木材

細胞壁の顕微鏡写真を示す。写真 1で示した健全

腐朽の進行4. 

地上lm 3階ベランダ

地上 1mと3階ベランダ上で捕集した胞子が

引き起こした腐朽

棒グラフは質量減少率の平均値を，

標準偏差を示す。

誤差棒は

4 

2 

。
図1

腐朽後のスギ細胞壁写真3
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せる能力が高いほど質量減少率も高い値となるた

め，3階においても地上 lm と同等かそれ以上の

腐朽活性があったことになる。このことは，高い

位置にある木製部材であっても，そこが腐朽に適

した環境になると胞子が付着 し腐朽が進行するこ

とを意味している。

また，その後の研究により ，木材腐朽菌の胞子

は，北海道から九州で， 春から冬まで常に空中に

漂い腐朽を引き起こす機会をうかがっていること

も確認された。一例として，札幌，つくば，熊本

市の空気に含まれる胞子が持つ腐朽力を確認した

実験の結果を図2に示す。これは，胞子が付着し

質量が大きく減少した試験体の出現割合を示す図

である。札幌，つくば，熊本のいずれの都市でも，

空中に漂う胞子が引き起こす腐朽リスクに大きな

木材保存
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表1 ISOの使用区分

ユースクラス

1 

使用状態

完全に雨や水から守られた状態

木材を加害する主な生物種

乾材害虫（＋カンザイシロアリ）
2 
3 
4 

雨からは守られているが，たまに湿る状態
雨には当たるが，地面には接していない状態
地面や淡水に接している状態

1 ＋表面汚染菌 ・変色菌（＋腐朽菌，シロア リ）
2＋腐朽菌＋シロアリ
3＋軟腐朽菌

5 海水に常に又はしばしば接する状態

な細胞壁では，細胞壁の内面（例えば，写真1の

手前に見えている面）が平滑であるのに対し，腐

朽材では細胞壁が激しく破壊されているのが確認

できる。腐朽によって細胞壁がこの様に破壊され

ていけば，強度もそれに伴い低下することになる。

木材を使う際は，使い方を誤れば木材が腐朽し，

強度が低下する リスクがあることを常に意識し，

必要に応じて適切な対策を施しておく必要がある。

5.庸朽が進行しやすい環境

腐朽を防止するための適切な対策を施すために

は，まずどの様な箇所で腐朽が発生するかを正し

く理解しておく必要がある。その際参考となるの

が，ISO21887 . 2007である 2)0

この ISO規格では，木材の使用環境を 5つの

クラスに分け，それぞれの状態とその使用環境で

木材を加害する生物種を提示している。表 1に

ISOの使用区分を簡単にまとめたものを示す。こ

の表から腐朽が進行するのはユースクラス 2以上

であることが分かる。

それでは，表1の湿る状態とはどのような状態

かということになるが，腐朽防止の観点からは，

木材の含水率が繊維飽和点（含水率約30%）以上

になると腐朽の発生や進行の危険性が著しく高ま

ると考えられることから 含水率30%を目安にす

るとよい。

木材が30%以上の高含水率になるケースとして

は，屋外に置かれた部材や，地面に接した部材に

加え， 屋内であっても設計・施工不良や防水層の

経年劣化により雨水が浸入してしまった場合や，

結露水が浸入した場合などが考えられる。

木材を使った工作物を設計 ・施工する際は，原

則として木材の含水率が30%以上にならないよう

に配慮し，どうしても湿った状態となるのを防げ

ない場合は，その期聞が極力短くなるよう，浸入

した水分を速やかに排出する対策を施しておく必

要がある。そのための具体的な対策については，

4＋フナクイムシ，キクイムシ

この後説明する「建築物の雨仕舞・結露と劣化の

軽減」を参照されたい。

6. 腐朽への対処法 1ー素材耐久性

構法的な対策を施し含水率を極力低く保つよう

努力しそれでも含水率が30%を越えてしまう畏

れがある場合は，含水率を下げる対策に加え，さら

に別の対策を施しておく必要がある。そのための

対策の一つは耐久性の高い木材を使うことである。

動物と違って何百年も生き続ける樹木は，進化

の過程で様々な抗菌成分を生み出し，それを主に

心材部分に蓄えることで， 心材部分が木材腐朽菌

によって分解されるのを防いで、きた。

これらの抗菌成分は，進化の過程で各樹種が獲

得してきたものであり，樹種によって異なるだけ

でなく，地域やさらには一本一本の樹木でも，そ

の種類や含有量が異なると考えられている。この

ため，耐久性が高いとされる樹種の木材であって

も，その耐久性は個々の木材で大きく異なること

が起こり得る。

さらに，これら抗菌成分の耐久性に期待する際

は，木材を樹木から切り出す位置についても考慮

する必要がある。なぜならこれらの成分の多くは，

樹木が辺材から心材へと変わる際に作られるから

1.0 

辺材 移行材
,....., 0.8 
渓

E岡 0.6
入
ホ
も 0.4
ー句、

ーニ注

ミ0.2

0.0 

図3 木材各部におけるノルリグナン量の割合
引用文献4から作図

木材保存 Vol.42 3 (2016) 
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表2 心材の耐久性区分

樹種の耐久性 樹種

土台に無処理で使用できる樹種
（品確法評価方法基準）

ヒノキ，ヒパ，ベイヒ，ベイスギ，ケヤキ，クリ，ベイヒパ，
タイワンヒノキ

心材の耐久性区分Dlの樹種

スギ，カラマツ，ベイマツ，ダフリカカラマツ，サイプレスパ
イン ウエスタンラーチ，タイワンヒノキ，ダフリカカラマツ，
タマラック，クヌギ， ミズナラ，カプール，セランガンノTツ，
アピトン，ケンパス，ボンゴシ，イペ，ジャラ

心材の耐久性D2の樹種 上に示したもの以外の樹種

である。このため樹木の耐久性に関与する抗菌成

分は，辺材に少なく， 心材に多く含まれることに

なる（図 3）。

このように樹種の耐久性を担う上で重要となる

抗菌成分は，その量や種類を左右するファクター

が非常に多いため，耐久性が高いとされる樹種で

あっても，場合によっては耐久性が低い部分が混

ざってしまう畏れがある。

表2に耐久性の特に高い樹種，高い樹種，それ

以外の樹種のリストを示すが，この表は以上のこ

とを理解した上で活用していただきたい。

7.腐朽への対処法2一保存処理

腐朽への対処法として耐久性の特に高い樹種を

使用することが一つのオプションとしてあるもの

の，実際に木材を使用する場合のことを考えると，

心材だけを選んで使うことが難しいことや，スギ

など市場に多く流通している樹種が使いにくくな

るという問題がある。そこで，スギなど一般的な

樹種の耐久性を高める方法が開発されてきた。そ

れが保存処理である。

この保存処理は処理の方法で大きく 2つに分け

ることができる。表面処理と加圧式保存処理であ

る。両者の特徴を表3に記す。

7. 1 表面処理の特徴

表面処理は，防腐・防蟻効果を持つ木材保存剤

表3 2つの保存処理の特徴

処理法 特徴

表面処理

長所：現場で，簡単な道具で処理できる。
短所 基本的に表面しか処理できない。

多くの場合，効果は短期間しかもた
ない。

長所・木材内部まで処理できる。
加圧式 長期にわたる効果が期待できる。
保存処理短所－現場で処理できない。

加工後の処理が困難なものが多い。

を木材表面に付着させ そこに防腐 ・防蟻層を構

築し木材内部を木材腐朽菌やシロア リから守る

方法である。ハケやローラーあるいはスプレーを

用いて現場で処理できるのが一番の利点である。

表面処理では，柾目面，板目面から木材内部へ

の薬剤の浸透がほとんど認められないため，その

効果は次に説明する加圧式保存処理と比べると限

定的である。

7.2 加圧式保存処理の特徴

加圧式保存処理は，圧力をかけて木材保存剤を

木材内部へと押し込み 木材内部まで薬剤を染み

込ませることで，木材全体に高い耐久性を付与す

る処理法である。

JAS材， AQ認証材など適切に保存処理された

ものであれば，辺材については全体の80%以上，

心材については材面からlOmmかそれ以上の80%

以上に木材保存剤が浸透している。この様に木材

内部まで処理されるため，表面処理とは異なり，

木材表面に少々傷がついたとしても内部が直ちに

腐朽することはない（写真4）。

高い耐久性が期待できる加圧式保存処理である

が欠点もある。加圧式保存処理では，処理の都合

写真4 適切に処理された円柱材

木材保存 Vol.42 3 (2016) 
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写真5 野外試験の実施例

上加圧容器が必要となり現場処理ができない。こ

のため，加圧処理をする前に可能な限り仕口やボ

ルト孔等を加工しておき，その部分からも木材保

存剤を浸透させておくことが望ましい。また，加

圧処理の前に適切に乾燥させておくことも重要で

ある 4)0 

7.3 加圧式保存処理で処理された杭の耐久性

木材保存剤の防腐 ・防蟻性能は，日本工業規格

Kl571 : 2010「木材保存剤一性能基準及びその試

験方法」で評価することになっている。

写真5に， 加圧処理用木材保存剤の野外試験の

様子を示す。この試験では，木材保存剤を注入し

た3×3×60cmのスギ辺材杭を長さの半分まで

地面に埋め，その後の腐朽や蟻害の進行具合を毎

年測定することにより 木材保存剤の性能を評価

する。空中を漂っている多数の木材腐朽菌（の胞

子）や地中にいる不特定多数の菌の影響から，雨

水，太陽光（赤外線や紫外線）の影響まで，木材

に加わる様々な劣化外力がかかった状態における

保存処理木材の耐久性（木材保存剤の性能）を総

合評価できる点で信頼性が高い評価方法である。

JIS Kl571では，無処理スギ辺材杭を基準に，

処理することで杭の被害（腐朽や蟻害）の進行が

3倍以上遅くなれば，その薬剤は木材保存剤とし

ての性能基準を満足するとしている。ここでは，

ACQで処理された杭の結果（図 4）に基づき野

外試験の考え方を説明する。

図4の縦軸は， JISKl571に規定された基準で，

杭の被害状況を目視で評価して得られた値であ

る。数字が大きいほど激しい腐朽や蟻害が発生し

ていることを示す。図4に示すように無処理杭，
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制
抑
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再
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？
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10 15 

暴露年数

図4 ACQ処理スギ辺材杭と無処理スギ辺材杭を用
いた野外試験の例
赤丸 ：無処理スギ辺材杭，青丸 ACQ処理ス
ギ辺材杭

5 20 25 

処理杭ともに，野外に暴露された杭は，腐朽や蟻

害により被害を受けていく。 JIS規格では平均被

害度が2.5となる年数を耐用年数と定め，その数

値で比較することになっている。無処理杭，

ACQ処理杭の耐用年数を求めると，それぞれ3

年弱， 20年程度となり，木材保存剤 ACQは木材

保存剤としての性能基準を満足したと評価され

る。なお，スギ心材の耐用年数は，この条件では

おそらく 5年程度となると考えられる（写真6）。

この様にして得られた試験結果を表4にまとめ

た。いずれの保存処理杭も高い耐久性があること

を示していた。ただし暴露試験地によっては，

より短期間で耐用年数となった例も報告されてい

る5）ことから，特に接地状態で木材を使用する際

は注意が必要で、ある。

写真6 スギ及びAZN加圧注入スギの劣化状況
野外試験開始後4.5年目の試験体の様子。ス
ギ心材無処理杭 （上）では，被害度が2.5に
達していた。一方， AZN処理杭（下）では
被害の兆候は認めらなかった。

木材保存 Vol.42 3 (2016) 



表4 野外試験から求めた保存処理杭の耐周年数

薬剤略号 吸収量（kg／ぱ） 耐用年数

AAC 8.0 19 
BAAC 6.4 12 
ACQ 2.4 18 
CUAZ 2.3 16年以上

AZN 0.25 14年以上

AZNA 9.6 16年以上

NCU-e 1.3 21年以上

NZNe 2.5 13 
VZN 3.1 15 
NCU-o 4.5 37年以上

※（研）森林総合研究所未発表データ

なお，ここで示した耐用年数は，試験杭を腐朽 ・

蟻害を受けやすい環境（ユースクラス 4）に放置

した際の耐用年数である。非接地状態などユース

クラスがより小さい環境で使用した場合の耐用年

数は表4に示した値よ りもさらに長くなる。

7.4 加圧式保存処理で処理された木材の耐久性

保存処理木材の耐久性は保存処理杭の耐久性と

同等となるのが理想であるが，実際には木材保存

剤が浸潤していない部分の露出などにより ，耐久

性が低下しているのが現実である。木材保存剤で

処理されていない部分が処理後の切断や仕口 ・ボ

ルト孔加工，干割れなどによって表面に出ると，

そこから腐朽菌やシロアリが木材内部に侵入し未

処理部分を加害するため 所期の耐久性が期待で

きなくなる（写真 7）。この様なことを避けるた

めには，プレカット加工後に木材保存剤を加圧注

入した製品や（写真 8），ラミナの段階で加圧注

入する ことで全断面に木材保存剤が浸潤している

集成材などを使用するのが望ましい。JASでは

写真7 処理後に切断されたため，未浸潤部が露出

してしまった土台

-137-

写真8 プレカット後に加圧注入した信頼性の高い

保存処理製品

このような保存処理製品に対応できていないた

め，必要に応じてこの様な高耐久部材を認証して

いる（公財）日本住宅 ・木材技術センターの AQ

認証製品の中から適切なものを選ぶことで，品質

は確保される。
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