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特

文化財建造物や伝統木造における木材保存

l. はじめに

わが国には，多くの伝統的な木造建築物が現存

しており，その一部は国や地方の文化財に指定さ

れている。文化財には建造物以外に美術工芸品が

あり， これらには木材以外に天然繊維，紙，膠や

糊などの有機質材料が用いられている。さらに遺

跡などから発掘される出土木材も歴史的な遺産で

ある。文化財の定義や種類，登録件数などの解説

は文化庁のホームページに譲ることにする I)。

一方文化財に指定されていないが歴史的，

文化的な価値のある建造物や美術工芸品が，指定

物件に比べてはるかに多数存在している。社寺，

民家農家，商家，学校などの公共建築物，さら

に宮内庁などの管轄物件などがこれに相当する。

国や地方の文化財に指定 ・登録されている建造物

の概数を約 2万棟とすると，非指定の物件は200

万棟以上存在すると推定される。

文化財に指定されると，その保存や修復は文化

財保護法が根拠となって実施されるが，非指定物

件では，建築基準法の除外規定が適用される（既

存不適格建築物）。また前者の場合，保存や修復

の費用は，一部あるいは相当部分が公的資金で賄

われるが，非指定の場合には，所有者や管理者，

氏子や檀家などによる民間資金によって賄われ

る。修理・修復には，伝統木造の中でも特殊な技

術や材料が必要となる上，時間や経費もかかる。

また大工や技術者の高齢化や後継者の不足も課題

となって，昨今伝統的な木造建築物をとりまく環

境は， 指定 ・非指定を問わず厳しくなっている。

このような状況のもと，伝統木造の木部の保存

もこれまで以上に適切に実施し，建物を長寿命化

することが求められる。文化財の場合，材料は国

産材で，伝統的手法で修理されることが基本であ

るので最新の建築技術や材料の適用は限定的で

ある。耐震補強のために鉄骨や構造用合板などを

用いる場合もあるが，状況に応じて可逆的に修理
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前の状態に戻せるような配慮がなされるのが一般

的である。また現代の戸建て木造住宅を念頭にお

いて普及してきた木材保存の技術は，修理の間隔

が長く，維持管理のための予算措置が殆どない伝

統的な木造建築物にはマッチングしない場合が多

い。さらに伝統木造の修理に関わる技術者や管理

者が必ずしも木材や木材保存の専門家ではない

ことも課題といえる。

本稿では，上述の背景のもと筆者がわかる範囲

で，文化財建造物や伝統木造の保存や修復の事情

を解説することとする。

2. 伝統木造の耐久性

有史以来わが国は身近に調達できる木材を使っ

て建築物を造る技術を培ってきた。仏教が伝来し

た飛鳥時代やそれに続く貴族や武家の時代以降

大型の建築物を造る技術とともに，それらを住宅

などに転用する技術も発達してきた。

これらの木造建築物の構造，工法や意匠につい

ては，建築学的，宗教学的，文化人類学的あるい

は芸術学的観点から様々な考察が可能である。一

方伝統工法による木造の技術を木材保存の観点

から考察することもできる。

わが国は気温の高い夏場に湿度も高くなるとい

う木材が生物劣化しやすい気候条件にあり，木造

建築物を長期間にわたり腐朽や虫害から守るため

の建築上の工夫も独自に発達したと考えられる。

伽藍や御殿のような背の高い建物においては，柱

脚の雨除けのために必須となる懐の深い庇とそれ

を支えるための組物，桔木（はね木）や二軒構造，

土壌からの水分と縁を切るための石場建て構造，

亀腹や通気性の高い床下構造台所，風呂や便所

などの水周りを母屋（主屋）と分離した計画（こ

れは水道技術や衛生管理上の理由もある）などが

例として挙げられる。これらの対策は雨水や土壌

水分と木部との縁を切る，直接の雨掛りには木材

を用いない，濡れてもすぐに乾くような構造とす
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る， といった考え方を基本としている。またシロ

アリに対しては，床束の接地部の周囲に溝を掘っ

て油を入れておく方法や蟻返しなどの工夫も見ら

れる。また劣化しやすい部位にはヒノキやヒバな

ど劣化しにくい材料を用いている。さらに銅板に

よる被覆や挿入によって，劣化が抑制されている

場合も多いが，これは意匠金物の性格が強い。か

つては高価であった銅製品を木材保存のみが目的

で積極的に使用している事例は，後述する柿（こ

けら）屋根の葺込み銅板（後述）を除いてまれで

あり， この技術も厳密には伝統的な技法には入ら

ない。

3. 伝統木造の劣化特性

年月を経た伝統木造には，蟻害，甲虫害や腐朽

などが生じている場合が多い。劣化の特徴をまと

めると以下のようになる。

① 長期間放置のために被害が甚大化している

被害に気がつかない，気がついていても正しく

認識できない，諸般の事情で対策できない，など

が原因となっている。また保存修復の周期に比べ

て，劣化が短期間で頻繁に発生するために被害が

甚大化している場合もある。

② 大規模建築であるため被害が甚大化している

床下も小屋（天井）裏も広すぎて十分な点検が

できないことがよくある。結果として被害が建物

の中や敷地の中で飛び火的に広がっている場合が

ある。また例えば寺院内の特定の建物は文化財指

定を受けていて保存や修復が適切になされている

が，周囲の非指定物件は放置されている場合があ

る。

③ 建物の様式や構造，環境，建築や材料事情に

よる被害の発生

建築様式や技術と，環境要因，材料事情，建物

の使用方法などとの間で整合性がとれず劣化が生

じている場合がある。例えば軒反りの大きな屋根

や複雑な流れの屋根回りの下地部分，伝統木造で

はないが明治期以降に導入された庇の殆どない

洋風造は雨仕舞いの面で日本の多雨な気候と適合

せず，小屋組みなどに劣化が多発している場合が

ある。また伝統木造でも意匠を凝らした複雑な構

造，擁壁や土蔵などでは劣化が避けられないよう

な木材の使い方をせざるを得ない場合もある。さ
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らに温熱環境や水回り設備など，生活環境の改善

などを目的として行った改修の結果，劣化が誘発

されている場合も多い。

④ 伝統の技をとりまく環境変化による劣化

伝統木造が希少化し，昔ながらの建築仕事がし

難くなった，地方や現場での創意工夫などの技術

が伝承し難しくなった，などの事情は少なからず

劣化の発生と関連している。

⑤ 維持管理に対する過信による被害の甚大化

「うちは大丈夫」と思っていても，実はそれほ

どの確かな根拠があるわけでもなく，所有者や管

理者が適切な維持管理のデータをもっておられる

ケースは皆無といってもいい状況にある。昔はシ

ロアリのことを「堂倒し」と呼んでいたことがあ

り，シロアリによって突然本堂が崩落したという

記録もあるが，一般的には生物劣化が建物の全体

で起き，これによって建物そのものが自ら倒壊す

ることはまれである。しかし劣化の特徴を踏まえ

ると，建物には多数の強度的な弱点が発生してい

ることが多く，少し大きな地震がくると倒壊する

危険性がある。最近の地震で倒壊した古い木造の

多くに生物劣化が多数見られたことがこれを物語

っている。

4. 文化財建造物の修理と木材保存

4. 1 修理の流れ

文化財建造物の修理の基本は，屋根の葺き替え

である。伝統的な屋根は，瓦葺き，檜皮費き，柿

葺き，草葺きや金属被覆で仕上げられているが，

30年から50年を目途に葺き替えされる。

その際，修理前や修理中の調査の結果に応じて，

屋根の葺き替えにとどまらず，野地板，小屋組み

や下部構造の修理にまで及ぶ場合もある。状況に

応じて，解体しながら修理を進めるが，半解体か

ら全解体に至るケースはまれである。

修理の際の調査では歴史的観点や美術工芸的

観点からの調査だけでなく，構造材料や技法な

どの調査も行われ，昨今では耐震診断とそれに基

づく補強なども実施される。

木部の劣化に関しては，雨漏りによる腐朽，床

下からのシロアリ食害建造物内外にみられる甲

虫害と， これらが複合して発生している場合が殆

どである。屋根の場合は，雨漏りが激しく，野地
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や小屋組みにまで劣化が進行している場合には，

野地部材が交換される。野地全体への保存剤の塗

布などは実施されない。また柿，檜皮や草本系の

屋根葺き材について，部材や施工後の保存処理も

実施されない。シロアリ食害については，食害部

位に応じて，根継や補強がなされる。この際，塗

布型の防蟻剤が部分的に使用することもある。修

理後のシロアリ防除（土壌処理や木部散布など）

は状況に応じて実施される。昨今ではホウ素系の

薬剤で処理される事例も増えてきたようである。

甲虫害（多くはシバンムシ類やキクイムシ類）

は，小屋裏の野物に多用されるマツ材，外周周り

の柱や梁桁に用いられる針葉樹材，床下などに用

いられるクリ材の他，品位の高いとされるケヤキ

普請の他，竹部材によくみられるが，食害が辺材

に留まることもあって，多くの場合，根本的な対

策をとらない（とれない）。駆除方法としては天

幕燻蒸による建物全体の駆除があり，完全な駆除

が期待できるが，臭化メチルやフッ化スルフリル

を用いた処理の安全管理や環境影響のほか，予防

対策に決め手がないことなどが課題となって，建

物での実施は減少傾向にある。

いずれの場合でも，木部の劣化部位の見極め，

処置や対策については，現場技術者や管理者の経

験と判断で進む場合が殆どである。しかしその一

方で，修理に際しては，基本的には現状の材料を

残す方向で修理が進められるため，劣化条件を温

存したまま，継木や矧ぎ木がなされる場合も多く，

後年に劣化が激甚化する場合もある。

さらにこれらの劣化対策は，前述の修理工事の

一環において実施されるため，通常，劣化による

不具合があっても，劣化対策のためだけの工事や，

維持管理の措置が講じられることはほとんどない

のが現状である。以下に，文化財建造物における

劣化対策の事例を紹介する。

4.2 日光山輪王寺本堂の燻蒸処理

日光山という山号は，かつては日光東照宮，輪

王寺および二荒山神社などの社寺群の総称であっ

たが，明治以降は栃木県日光市にある輪王寺をさ

す。この本堂（三仏堂）において，平成25年7お

よび8月に大規模な建物の被覆くん蒸が実施され

た。もともとは屋根の葺き替え修理のみを行う予

定であったが，解体するにつれ，小屋組み材，外

陣・内陣柱，裳階部材や梁桁の多数について，甲

虫による食害が心材部にまで及んでいることが明

らかになった2)。詳細な調査の結果，この食害は

主にオオナガシバンムシによるものであることが

明らかになり，食害は進行性であることもわかっ

た。

進行性で，激甚である以上，一且虫害を止め，

部材の補強や修復， さらに予防措置が必要と判断

し，急きょ修理の計画を変更し，フッ化スルフリ

ルによる燻蒸を実施した叫内外に例を見ない大

規模な燻蒸であり，既に建設されている鉄骨の素

屋根における処理ガスの排気経路を確保しなけれ

ばならない，夏場のごく限られた期間しか処理で

きず，かつその時期に広域閉鎖区間を設けなれば

ならない， と課題の多い処理であったが，無事に

効果をあげることができた。

甲虫類による食害は，概ね辺材部に留まること

が多い。しかし，オオナガシバンムシの食害は心

材にまで及び，建造物の強度や耐震性を損ないか

ねない。また過去の記録から，修理時に虫害を認

識せずに矧ぎ木や継ぎ木処理のみを施した結果，

漆塗りで仕上げられた部材内部で長年にわたり虫

害が進行したものと思われる＼

4.3 湿度制御した温風処理による虫害駆除

輪王寺の事例は例外的といえるかもしれない

が，この事例から学ぶことは多い。この燻蒸処理

後，既往の燻蒸処理以外の手法の可能性も検討さ

れ始めている。既に欧州では，湿度制御した温風に

よって材温を55℃から60℃程度にまであげ， 2日

間ほど保持することで，卵から成虫に至る全ての

例の甲虫を駆除する方法が導入されつつある叫

この処理では平衡含水率の曲線に沿うように昇温

期には加湿し，処理後の降温期には除湿すること

で，木材の含水率を一定に保ちながら温度変化を

与える。温度変化に由来する膨張・収縮は発生す

るが，それらよりもはるかに大きなオーダで発生

する含水率変化に由来する膨潤・収縮を抑制する

ことができる。木材の熱膨張率は小さく， しかも

温度変化の幅も大きくないので，熱による膨張や

収縮は軽微であると考えられる。

この手法は博物館収蔵品などを対象に，すでに

相当普及しており，専用の処理チャンバーを備え

る博物館や美術館も増えつつある。また，大掛か
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りにはなるが建物に対して行われる場合もある。

教会の礼拝堂などについては，建物の全体あるい

は一部を気密・断熱した上で，移動式の装置を持

ち込んで処理するエ

日本ではこの手法の実施例はなく，基礎研究や

実用化研究が緒に就いたところである 7)。気候風

土や木造建築の構造・仕様， さらには文化財保存

の基本的な考え方や実務が異なる日本では，大型

の木造建築物での手法の駆除効果だけでなく，建

造物に対する毀損が生じないか，慎重に検討する

必要がある。とりわけ漆や彩色などで仕上げられ

た表面について，変色や亀裂などの発生リスクを

検討する必要がある。

4.4 柿葺き屋根の劣化について

柿（こけら）葺きは社寺建築に用いられる屋根

葺き工法の一つであり， 3mm程度に薄く剥いだ

板（サワラなど）を30mm程ずらして重ね，竹釘

で留めながら葺き上げてゆく。耐用年数は建物の

立地条件，こけら板の樹種や材質，葺き方によっ

て異なるが，概ね20-25年で葺替えが必要となる。

こけら板の腐朽を抑制する目的で，屋根を葺＜

際，板10枚程度ごとに薄い銅板が葺き込まれるこ

とがあるが，効果については議論が分かれるよう

だ。雨水によって銅板から溶脱する程度の銅が，

板の耐久性にどの程度寄与するのかは十分には明

らかにされてはいないが， これまでの研究8)や実

例からみて葺込み銅板には一定の腐朽抑制効果は

あるといえる。

しかし，実際の屋根で起きる現象は，多数の因

子が絡んでおり，複合的に劣化が進行するようで，

葺込み銅板のある屋根でも腐朽するケースもあ

る。

また近年，問題になっているのは，積層した柿

板層の内部が，早期にかつ選択的に腐朽し始める

事例である。屋根葺きの職人の間では，芯腐れや

蒸れ腐れなどと呼ばれている現象である。これも

葺込み銅板の有無とは関係なく発生する場合があ

る。

木が腐ること自体は，表面に付着している腐朽

菌の胞子に，一定期間以上適度な水分が供給され

れば，ほぼ必然的に腐朽が発生するので，原理は
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単純であるが，実際の屋根で発生していることは

複雑であるといえる。色々調べてみると， どうや

ら板の耐久性や葺き方，屋根の立地条件だけでな

く，板の掠え（こしらえ）から運搬・管理，屋根

葺き作業に至るまでの流れを包括的に理解し，最

適化することが求められているようである。その

背景には，伝統的な屋根葺き仕事の特殊性や関連

業界の昨今の事情があると考えられる。かつては

全国各地で，柿葺きや板葺などの屋根は多数あり，

現地の職人が，現地の材料で，現地の建物や気候

風土に応じた屋根葺きを面々と継承し，それぞれ

の土地ごとに耐久性が確保されていたと考えられ

る。今や柿葺きは，文化財建造物にみられる程度

で，全国に少数が分散しており，柿板や竹釘の産

地も限定的である。限られた数の職人集団が全国

の柿屋根を葺いているのが現実で，現地の機構風

土にあった屋根秤き仕事や，それに適した材の水

分管理が難しくなっているのかもしれない。

5. 今後の展開

わが国には，優れた伝統木造が多数あるが，そ

の保存修理には課題も多い。その一方で，昨今の

優れた技術を伝統的な建物や仕事を護るために生

かす機運も生まれつつある。

実際の社寺では，蟻害・腐朽・甲虫害だけでな

く，害獣やハチなどの被害に悩まされている例も

多い。伝統木造とその環境について，社会や環境

の変化に合わせた対応が求められている。
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