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一解説,.,..,

国士技術政策総合研究所

「木造住宅の劣化対策ガイドライン」策定について

（その 2)維持保全TGについて

1. はじめに

本稿では，国土技術政策総合研究所「木遥住宅

の劣化対策ガイドライン」策定について（その 1)

につづいて，（その 2) として維持保全 TGの活

動成果の一端を紹介したい。維持保全TGの目的，

メンバーなどについては，（その 1)に詳しいので，

そちらを参照願いたい。

1.1 維持保全 TGで検討したこと

維持保全TGが検討した項目と内容概要を示せ

ば以下のとおりである。

1.1.1 木造住宅の耐久性における外皮構造とそ

の維持保全の重要性

木追住宅構造体の性能低下の要因には腐朽と蟻

害があるとし，それらの問覇と建物外皮構造・仕

様が密接に関連していることを指摘した上で，今

後の木追住宅の長寿命化にはその維持保全が重要

になることを述べた。

1.1.2 木造住宅の寿命と外皮の耐用年数の考え

方

木造住宅の寿命と外皮の耐用年数との望ましい

関係を示すとともに，木造住宅外皮の各種構造と

耐用年数の在り方について論じた。また，部位別

の腐朽と蟻害の原因となる各種劣化リスク要因別

にどのような仕様を検討すべきかについて論じ

た。

1.1.3 各種外皮構造と経年劣化の傾向

外皮のうち，屋根，外壁，外壁建具，バルコニー

について，それぞれの部位が経年にともなってど

のような劣化状況を呈するようになるのかを現場

実態調査あるいはアンケート調査などを通して収
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集し，それらを「劣化段階表」として整理した。

特に屋根については，現場実務者が独自に収集し

た各種屋根仕様べつの劣化発生状況にもとづい

て，詳細な劣化段階表を作成し，データベース化

した。

1. 1. 4 外皮構造・仕様とメンテナンススケジュー

ル例 1-3) 

屋根，外壁を対象として，それぞれ幾つかの代

表的仕様を例に，メンテナンスをどのようなスケ

ジュールで実施するかについて，実例を収集した。

また，幾つかの前提条件をもとに屋根のライフサ

イクルコスト (LCC)の概算試算例を粘土瓦蝉き，

化粧スレート葺き，アスファルトシングル葺きに

ついて示し， LCCの総額に対して初期コストが

占める割合が小さいこと，初期コストが大きくて

も耐用年数の如何によって必ずしも LCCが大き

くなるわけではないことなどを示した。

1.1.5 LCCを踏まえた外皮構造・仕様選定の重

要性4,5) 

屋根の LCCに関するアンケートを実施し，そ

の結果をもとに屋根のメンテナンススケジュール

とLCCの関係を明らかにするとともに， LCCを

踏まえた屋根，外壁仕様の選定を行っていくこと

が重要であることを示した。

1.1.6 外皮構造の点検およびモニタリング6,7) 

木造住宅の耐久性確保のためには，外皮構造の

点検とその結果に応じた適切な対応が重要である

ことを示したのち，床下，外壁，小屋裏，屋根を

対象に点検すべき個所と点検項目，方法，対応措

置の取り方などについて明らかにした。また，点

検を容易にする建物設計上で工夫すべきポイント
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について論じた。さらに，今後は予防保全として

の外皮モニタリングが重要になるとの認識のもと

に，モニタリング手法の可能性と課題について実

施例から収集したデータにもとづいて明らかにし

た。

1.1. 7 木造住宅の耐久性を損なわない住まい方

最後に住まい手を対象に，木造住宅の耐久性を

損なわない住まい方上の留意点を，屋根，軒裏，

外壁，最下階床，外周基礎回りなどについて整理

した。

以上，維持保全TGで検討した項目の概要につ

いて記した。それぞれの詳細については，報告書

本体（国土技術政策総合研究所資料 No.975,

2017第 2編）を参照願いたいが，屋根に関する

調査分析については，実務者（屋根工事業者を主

として設計者を含む）が中心となって従来にない

ユニークな切り口での検討がなされているので，

以下に詳細を掲載する。

2.木造住宅屋根の補修・葺き替えに関す

るアンケート調査8)

2. 1 はじめに

木造住宅の構造躯体の耐久性を向上させるため

には，その保護システムとしての「外皮」，すな

わち屋根や外壁の耐久性を向上させることが不可

欠である。そのような認識のもと筆者らは，一連

の「木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構

造・仕様とその評価に関する研究」を実施してき

ている。本報告はその一環として，木造住宅の屋

根や外壁などを対象に，補修・葺き替えに関する

実態と，これらの工事を行う専門工事業者の考え

をアンケート方式により明らかにしようとするも

のであり，今回は屋根についての結果の一部を報

告する。

2.2 調査概要

l)調査対象 全日本瓦工事業連盟および日本屋

根外装工事協会などの専門工事業を主とした

団体にアンケート用紙を配布し，それらの団

体に属する工事業者から64件の回答を得た。

2)調査項目 調査は回答者の属性のほか，補修・

葺き替え時の諸費用（今回の報告からは除

外），屋根各部位の劣化状況，葺き替え間隔，

部材交換の判断基準などに加え，近年増加し
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ているいわゆるカバーエ法（被せ葺き）の実

施実態について調査した。

3)調査時期調査は2013年11月から2014年2月

の間に実施した。

2.3 調査結果と考察

2.3. 1 回答事業者の属性

① 回答者職種： アンケートに回答した人の職

種は，代表者が47人 (73%），幹部職が17人 (27

％），職方が9人 (14%），監督が3人 (5%) 

であった（複数回答可）。業務の全体を把握

している立場の回答者が大半であった。

② 事業規模： 1~5名が39社 (61%), 6 ~ 

10名が13社 (20%), 11 ~ 100人の事業所は12

社 (18%)であった。事業規模的には，小規

模から中大規模事業者まで幅広く回答がなさ

れていたといえる。

③ 取扱い工事： 各事業者が受注しうる工事と

しては，瓦工事が63社(98%），化粧スレートエ

事が39社(61%），金属屋根工事が37社 (58%),

アスファルトシングル工事が33社 (52%）で

あった。その他の工事としては，折版屋根，

太陽光発電パネル，雨どいなどの取り付けエ

事が挙げられた。

④ 発注元： 工事の発注は中小工務店からが35

％，建て主31%，ハウスメーカー・ビルダー

30％などが主体である。

⑤ 全体に占める補修・葺き替え工事の割合：

件数ベースで補修・葺き替え工事が全体の仕

事の半分以上を占める事業者は37社 (58%)

と過半を占めた。補修・葺き替えの割合が70

％以上を占めている事業者は約 3割あった。

2.3.2 補修・葺き替え実態について

①屋根の補修・葺き替え発注に至るきっかけ：

発注者が何をきっかけに補修・葺き替えを依

頼してきたかを聞いたところ，雨漏りが最多

で52%，ついで葺き材の損傷20%，屋根の汚

損 5％など屋根の機能・性能の低下をきっか

けとするものが大半を占めた一方，予定補修

時期をきっかけとするものは 5％に過ぎず，

屋根の補修・葺き替えが事後保全中心の形で

行われている実態が浮かび上がった。

② 葺き替え間隔： 屋根点検の結果から，葺き

替えに至る平均的な間隔を聞いたところ，瓦
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は37年，金属板23年，化粧スレート21年，ア

スファルトシングル18年であった。瓦にはセ

メント瓦も含む。

③ 葺き替え時の屋根の状況： 葺き替え時に観

察された既存屋根の劣化状況を聞いたとこ

ろ，「よくある」現象として挙げられたのは，

野地板（合板含む）の腐朽23件，防水紙の劣

化20件，葺き材の施工不良15件，留め付け釘

の腐食13件など，葺き材の劣化とともに下地

各部位の劣化が進んでいることが示唆されて

いる。

④ 下地各部位の交換実態 ： 屋根材の葺き替え

時に合わせて必ず交換する部材としては，防

水紙が97％で，回答したほぼ全事業者が輝き

替えに合わせて防水紙も替えている。ついで

多かったのが瓦桟・流し桟の89％で，瓦葺き

の場合は防水紙と瓦桟をほぽ必ず交換すると

推定される。

⑤ 野地板の交換原因： 合板を含む野地板の交

換原因で「よくある」とされたのは，カビ ・

腐朽 ・割れ ・はく離が33件 (51%）で最大と

なり，ついで「劣化はないが早めの交換をす

る」が13件 (20%）であった。発注者に比べ

て専門知識をもつ事業者は，予防保全的行動

をしていることが伺える。

⑥ 防水紙の交換原因： 防水紙の交換原因で「よ

くある」とされたのは，穴や亀裂の存在が合

わせて46件，まくれや縮みが21件となり，防

水紙の劣化が原因とする回答が大半を占め

⑥その他

⑤勾配

④小屋襄からの下地（野地板）の確認

②下封き材（防水下水）の咋認

①直（最計算

10 

ない ●たまにある

20 

た。また野地板と同様に予防保全的に早めの

交換をするとした回答が14件見られた。

⑦ 瓦桟の交換原因： 瓦桟の交換原因で 「よく

ある」とされたのは，腐朽28件，破損14件，

反り ・たわみ 6件などと瓦桟自体の劣化によ

るとするものが多く，ついで釘の錆びが原因

とするものが12件であった。

2.3.3 他の葺き材への葺き替え工事について

① 工事の頻度： 他の査き材へ変更する工事は，

「よくある」とするのが57%,「たまにある」

が34％であり，屋根の葺き替え時に仕上げ材

を替えることが一般化していることが伺え

る。

② 他の葺き材への葺き替え工事にあたって調査

していること（図 l参照） ： 「必ずする」と

したのは既存屋根材（下地）の点検で48件，

屋根勾配の確認が41件，防水紙の確認が37件

などとなっている。また 3件と少数ではある

が重量計算をするとの回答もあった。

③ 葬き替え材の選択傾向（表 l左欄参照） ： 

瓦から他材料への葺き替え率は， 化粧ス レー

ト13%，金属板 9％であり，化粧スレート，

アスファル トシングルは金属板への葺き替え

率が高くそれぞれ31%, 45％であった。

2.3.4 カバーエ法（被せ葺き）ついて

① 工事の頻度： 既存屋根葺き材を残し新たな

葺き材を被せるカバーエ法を採用する頻度

は，「よくある」「たまにある」とするのがそ

れぞれ24%, 30%, 「ない」が46％となった。

30 40 50 60 

●よくある

図1 葺き替え時の事前確認内容
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表 1 葺き替え工事（左）とカバーエ法（右）における新規葺き材の選択傾向

他材料への葺き替え工事

旧材 聟き替え材・選択率（％）

瓦 化粧スレート 13 

金属板 ， 
化粧スレート 金属板 31 

瓦 19 

金属板 化粧スレート 12 

瓦 ， 
アスファルト 金属板 45 
シングル 化粧スレート 22 

カバーエ法が普及しつつある傾向が見て取れ

る。

② カバーエ法を採用しない理由： カバーエ法

の採用がないとした46％の回答者にその理由

を聞いたところ，そもそも要望がないとした

のが14件 (52%）で最多であり，ついで要望

はあるが工法に問題があるので断るとしたの

が10件 (37%），要望はあるが被せる葺き材

を扱っていないので断るというのが2件 (7

％）であった。少なからぬ割合の専門工事業

者がカバーエ法へ懸念を感じている。

③ カバーエ法採用にあたって調査しているこ

と： 「必ずする」としたのは既存屋根材（下

地）の点検29件，屋根勾配の確認23件，防水

紙の確認と小屋裏からの野地板確認11件など

となっている。重量計算については，「必ず

する」は 3件と少数で，「しない」は 9件に

のぼる。

④新規葺き材の選択傾向（表 1参照） ： 既存

葺き材が化粧スレートの場合は金属板による

被せが62%，同じ化粧スレートによるものが

29％である。既存が金属板の場合は同じ金属

板で被せるものが69％で最多であり，化粧ス

レートが19％である。また，既存がアスファ

ルトシングルの場合は，再度アスファルトシ

ングルで葺く場合と金属板を被せる場合が42

％で同率であった。いずれの既存葺き材でも

瓦を被せるという回答はほぼ0であった。カ

バーエ法では重量の増加が耐震上大きな問題

になるために，なるべく軽量な葺き材が選択

されている結果と考えられる。

カバーエ法

既存材 被せ材・選択率（％）

瓦

化粧スレート 金属板 62 

化粧スレート 29 

金属板 金属板 69 

化粧スレート 19 

アスファルト 金属板 42 
シングル アスファルトシングル 42 

2.4 おわりに

木造住宅屋根の補修・葺き替えの実態の一端を，

屋根の専門工事業者にアンケート調査した結果か

ら明らかにした。屋根の葺き替えや補修では，故

障や不具合が生じてからの発注が依然として多数

を占める一方，工事業者は下地などを予防的に早

めに交換している。また，下地層の取り換え率が

高く何らかの耐久性向上が望まれる。カバーエ法

については問題を感じている業者も多く，今後技

術的な指針などを検討していく必要があろう。

3. 木造住宅屋根の経年劣化段階の評価に

関する調査9)

3. 1 はじめに

木造住宅の構造躯体の耐久性を向上させるため

には，その保護システムとしての「外皮」，すな

わち屋根や外壁の耐久性を向上させることが不可

欠である。そのような認識のもと筆者らは，一連

の「木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構

造・仕様とその評価に関する研究」を実施してき

ている。本報告はその一環として，木造住宅屋根

を対象に，経年にともなう劣化過程を屋根工事実

務者の立場から明らかにし，劣化段階評価とそれ

にもとづく維持保全資料を整備しようとするもの

である。

3.2 調査概要

1)調査目的

木造住宅の屋根を対象に，経年にともなう劣化

の発生実態を屋根工事の実務の中で観察・診断し

た結果から明らかにし，各種屋根仕上構法の部位

別劣化段階評価とそれにもとづく維持保全のため

木材保存 Vol.45-6 (2019) 
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の資料を整備することを目的とした。

2)調査方法

屋根工事職が屋根の葺き替え，改修，補修をす

る中で観察・診断した各種不具合や劣化事象につ

いて，建物概要，築年数，劣化の発生部位などの

記録をとるほか，劣化箇所の実態を写真撮影して

記録した。

仕上げ材の劣化については日視，打診，触診な

どの非破壊検査により， また下葺き材や野地板の

劣化に関しては仕上げ材を除去して調査し，特に

野地板の強度についてはその上を歩行した結果の

たわみ具合で判断した。

なお，観察・診断を実施した屋根工事職の年齢

は49歳屋根工事業に従事して27年の経験を有し，

その間，主に千葉，東京，神奈川において屋根の

新築工事のほか葺き替え，改修，補修工事に携わ

ってきている。

3)調査項目

各種の屋根仕上げ材に発生している様々な劣化

現象を中心に観察・調査を行った。具体的には，

瓦関係ではひび割れ，はく離，欠損，変色，汚れ，

ずれ，堆積物苔，変形，面戸漆喰の脱落などで

あり，金属板系では腐食，孔あき，シーリングの

切れ，表面塗装の変色，はがれ，浮きなどである。

また，シングル，化粧スレート系では反り，苔，シー

リングの切れ，砂落ちなどがあり， さらに下葺き

材や野地板に関しては，切れ，割れ，縮み，孔あ

き，汚れ，腐朽，カビなどである。また，部位と

しては，平部，軒部，袖部，壁際部，棟部，谷部，

下葺ぎ部，小屋裏部，緊結部の 9部位に分類して

観察・調査した。

なお，観察にあたっては，事故的な原因で生じ

た劣化は分かる範囲で除外し，経年的な理由で生

じたと思われる事象に絞って対象とした。

4)調査対象地域

今回報告の対象とする地域は，千葉市，習志野

市，船橋市，八千代市など千葉県湾岸部の諸都市

を中心とするエリアである。

5)調査時期

観察・調査期間は， 2007年から2015年までの約

9年間であった。

6)調査棟数

今回報告における調査棟数を屋根仕上げ材別に

示せば，粘土瓦55棟，住宅屋根用化粧スレート53

棟プレスセメント瓦14棟金属板23棟アスフ

ァルトシングル類 2棟の合計147棟であった。

3.3 調査結果

3.3. 1 各種葺き材で観察された劣化事象

9年間の屋根工事の中で葺き材別に観察された

主な劣化事象をまとめれば以下のとおりである。

① 粘上瓦： 瓦のねじれ・ずれ，瓦桟鉄釘の錆，

瓦の浮き・ひび割れ・止め釘の欠損・凍害・

欠落，漆喰のはく離・はく落，棟瓦のずれ・

欠損小屋裏雨漏り，野地板の腐朽等。

② プレスセメント瓦： 苔の発生，表面塗膜の

劣化，塗膜層のはく離，軒釘や棟釘の錆・浮

き，棟面戸の流出・欠落，基材塗膜の消失・

はく離等。

③ 金属板： もらい錆・折り曲げ部・谷部錆，

金属板全体の赤錆，破風板など木部腐朽等。

④ 住宅屋根用化粧スレート： 仕上げ面の苔．

塗膜劣化許き材のめくれ・再塗装時の目地

詰まり，板金部のめくれ・錆，野地板・棟木

下地板の腐朽等。

⑤ アスファルトシングル類： 苔の発生， シン

グル材の下地からのはく離・欠損•砂落ち．

反り・ひび割れ等。

3.3.2 部位別劣化の段階評価一粘土瓦を例とし

て

以上の観察結果から，劣化事象を部位別に整理

し， さらにそれぞれの部位別に劣化のレベルを 3

段階に区分した。粘上瓦を例にその結果を示せば，

図2のとおりである。

部位は上記調査方法で述べた 9部位とし，それ

ぞれの部位別に観察された劣化事象を，それを原

状に回復するのに必要な屋根工事の程度から「レ

ベル 1」から「レベル 3」までの 3段階に分けた。

レベル 1は軽微な劣化あるいはその兆候（軽微な

変色，苔発生，位置ずれ等）が発生しており経過

観察が必要となる程度， レベル 2は明らかな劣化

（瓦の割れ・欠落，面戸漆喰のはく落等）が局所

的に進行して部分的な補修・交換工事が必要とな

る程度， レベル 3はレベル 2の劣化が屋根面全面

に進行し，大規模な改修・葺き替え工事が必要と

なる程度とした。
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図2 屋根の経年による部位別劣化段階の整理と情報シート例 （粘土瓦）

出典は以下のサイト（国土技術政策総合研究所資料一覧）を参照のこと

http://www.ni I im.go.jp/lab/bcg/ siryou/tnn/tnn097 5pdf /ks097 51 3.pdf 

3.4 部位別劣化段階評価の維持保全資料として

の活用

以上の部位別劣化段階評価は，現場実務に精通

した屋根工事職による評価である点が最大の特徴

であり，現実に生じ得る様々な劣化程度に対 して，

必要となる屋根工事の内容 ・範囲を判断する上で

重要な指標となり得る。これを活用する ことによ

り， より的確な屋根の保全指針が得られると思わ

れることから，この部位別劣化段階評価をもとに

各劣化写真とそれに対する対策を関連付けた 「屋

根の劣化と対策に関する情報シート 」を作成した。

シート の内容は，建物情報（所在地，立地条件，

経年，構法，建物用途等），屋根情報（形状，勾配，

野地板種別，下葺き種別，葺き材種別，葺き構法，

改修履歴等），劣化情報（事象種別，発生箇所，

方位，劣化写真と解説推定劣化原因等），原状

回復情報（補修 ・交換工事の内容と範囲等） ，耐

久性向上提案（より長く使うための方策提案）な

どから成り，粘土瓦屋根であれば図 2の写真をク

リックすることで該当する情報シー トが表示され

る。なお，本システムは将来的には Web上での

公開を想定している。

3.5 おわりに

劣化段階評価および劣化対策情報シー トをより

有用なものとするために，今後とも調査事例を充

実させていくことが必要と考えている。

4. おわりに

国総研共同研究「木造住宅の耐久性向上に関わ

る建物外皮の構造・仕様とその評価に関する研究」

のうち，維持保全 TGの活動概要について（その

2) として報告した。木造建築物の構造体木部の

耐久性を確保するには初期の劣化対策とともに

使用中の維持保全が重要である ことは言をまたな

いが，初期の劣化対策の用をなすのは雨水浸入対

策であり，結露対策である。そしてそれらの対策

は外皮をいかに造るか， また造ったものをいかに

維持保全するかによって信頼性が大きく変わって

木材保存 Vol.45-6 (2019) 



-260-

くる。それを実現するのは，建築設計者，施工者，

管理者であり，その果たさなければならない役割

は大きい。
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