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~資料 a・v

屋外遊具の木製支柱の腐朽と折損

酒井温子ぺ 小原光博ぺ 村上茂之*3，和田朋子*4，5，鮫島正浩*4

1 .はじめに

2010年に公共建築物等における木材の利用の促

進に関する法律が施行され]) 近年，全国各地で

地域材等を使った新しい木造施設が増加してい

る2)。この法律では，公共建築物だけではなく，

公園の柵その他公共施設に係る工作物への木材の

利用促進も記載されており ，屋外設置の遊具も木

造率をさらに高めたい用途である。木材は，野外

に置かれると腐朽やシ ロアリ被害を受けやすく，

それに伴って強度が低下する恐れがあるが，その

一方で、適度な硬さや断熱性等，遊具に適した性質

も有している。

2007年4月，岐阜県大垣市で屋外に設置された

遊具の木製支柱が折損し そこで遊んで、いた子供

十数名が落下して負傷した。そこで，類似事故を

防ぎ木製遊具を安全に使用するために，事故の起

こった木製支柱の劣化状態を調査した。

なお，本報の一部は，第62回日本木材学会大会

(2012年3月，札幌)で発表した。

2. 材料と方法

2.1 材料

この遊具は，図 lに示すように，地上部分の高

さが約 4m. 直径が約30cmの2本の木製支柱の

聞に，長さ約 9mのロープを 3本張った構造で，

子供達はこのローフ。を渡ったり，揺らしたりして
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遊んで、いた。また，支柱の根元には古タイヤが12

個連続して被されており ロープに登る際の踏み

台になっていた。古タイヤには，事故当時，雨水

が溜まっていた。支柱2本のうち l本が，上から

2番目の古タイヤの位置(地上約142cm)で折損

した。

この木製支柱は，電柱の再利用材で，遊具とし

て17年8カ月間使用されていた。電柱としての使

用期間は不明で、あるが，それを含めると30年以上

使用された可能性がある。また，電柱には通常，

防腐防蟻を目的とした保存処理が行われるが，処

理の詳細についても不明であった。

折損した支柱は，図 2に示す各位置で切断もし

くは試料の採取を行い 以下の実験に供した。図

2 の(ア)~(コ)で、採取した試料については，詳細を表

約 30cm

折損部

図1 遊具の概略
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図2 試料の採取位置

27.0cm 

4トーーー_，・

33.6cm 

①上端からlOOcm，②上端から200cm，
③下端から275cm，④下端から200cm，
⑤下端からlOOcm
(ア)-(コ)は表 l参照。

lに記した。

2.2 実験方法

2.2.1 支柱の樹種同定お よび木材保存剤の分析

木材の劣化を調査する際には，樹種と使用され

た木材保存剤に関する情報が不可欠で、あるため，

あらかじめ以下の試験を行った。

まず，図 2(オ)の位置で採取された木片から，木

口面， まさ目面および板日面で切片を作製し光学

顕微鏡で観察した。細胞の形態等から樹種を同定

した。

また，電柱に加工された時期は1970年代もしく

は1980年代と推定され，その当時，木製電柱に標

準的な防腐防蟻処理を施す際に使用された薬剤

は，フェノ ール類・無機フッ化物系木材保存剤(以

下 PFと記す)，クロム ・銅 ・ヒ素化合物系木材

保存剤(以下 CCAと記す)およびクレオソート

油であったことから 3) この支柱にもいずれかが

含浸されている可能性が高いと判断した。そこで¥

図2伊)の位置で採取された木片について，表面か

ら約 2mm内側で含有する元素の定性分析を行っ

た。この際，蛍光 X線分析装置(リガク製

- 19-

表1 図 2 (対~(コ)で採取した試料

部位 試 料

(ア)
頂部の表面に付着していた白色の菌糸

体

(イ) 頂部の辺材

(ウ) 折損部の辺材

(エ) 折損部の心材 (外周部)

(オ) 折損部の心材(中心部)

(カ)
(オ)から約50mm離れた位置の心材(中

d心部)

(キ) 表面に付着していた白色の菌糸体

(ク)
件)から約50mm離れた位置で表面に付

着していた白色の菌糸体

(ケ) 菌糸体が付着していない表面の木材

(コ) (ケ)から約 5mm内側の木材

RIX2000)を使用し， X線の出力を50kV，50mA， 

測定径を10mmとし， 真空下で、測定を行った。薬

剤が PFであればフ ッ素 ナトリウム， CCAで

あればクロム，銅，ヒ素，ク レオソート油であれ

ばナト リウム，硫黄，塩素が含まれることから，

これら 7元素の X線強度を測定した。

2.2.2 劣化調査と密度測定

支柱の表面および折損部を肉眼で観察するとと

もに，ハンマーによる打診と手指による触診を実

施した。その後，支柱の軸方向に直交するように

図2の①~⑤の5カ所で切断し，木口断面で内部

の劣化状態を観察した。

また，折損部の劣化程度を正確に把握するため

に，折損部の密度を測定し，地中部(図2⑤~下

端)のそれと比較した。すなわち，折損部の下側

の断面では，事故当時，表面から約30mmが劣化

によりすでに失われていたので，残存する最外部

をAとし，そこから半径方向に中央までを20mm

間隔で区分 し B~F とした。 F は支柱の中央で髄

を含んでいた。 地中部については折損部の A~F

と相対する位置で，繊維方向10mm，接続方向

20mmの無欠点の直方体を採取し， 60
0

C恒量を測

定するとともに，す法をデジタルノギスで

O.Olmmまで測定し体積を算出した。一方，折損

部の A~F で採取できたのは0.5~2.0cm3程度の不

定形な試験体であったため， 60
0

C恒量を測定する

とともに，水銀中の浮力から体積を求めた 4)。採

取できた試験体数は，地中部では各部位につき l
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体，折損部では 2~4体であった。 その後，それ

ぞれの試験体について質量と体積から密度を算出

した。

2.2.3 健全部の強度測定

2.2.2の結果， 目視および密度から健全と推定さ

れた地中部(図 2⑤~下端)において，木口断面

20mmx20mm，繊維方向320mmの無欠点の直方

体を 8体採取し， ]IS Z 2101 r木材の試験方法」

15. 曲げ試験に準拠して 5) 中央集中荷重方式で

曲げ試験を行った。含水率は14.1%であった。

2.2.4 木材腐朽菌の分離および同定

事故発生の約20 日後に，図 2 の(ア)~(コ)で担子菌

の分離を行った。すなわち，殺菌したピンセット

やカミソ リ刃を用いて 支柱から少量の菌糸体ま

たは木片を採取し，シャーレ内の寒天培地に植え

付け， 25
0Cで、培養を行った。寒天培地には，栄養

源としてグルコース 1% ペプ トン0.3%および

マル トエキス 1%を添加した。寒天培地上に生育

した微生物を顕微鏡セ観察し，クランプを有する

等，担子菌の特徴を持つ菌糸を見つけ，その生育

部位を切り取って，新たな寒天培地に植え替える

作業を 3回以上繰り返した。

これらの担子菌のゲノム DNAから，クローン

ライブラリー法を用いてリボソーム DNAの内部

転写スペーサー領域の塩基配列を取得した 610 得

られた塩基配列について 国際塩基配列データ

ベース(GenBank/DDB]/EMBL)に対して，BLAST

検索 (BasicLocal Alignment Search Tool using 

a nucleotide query， blastn; http://blast.ncbi.nlm. 

木口面

nih.gov /Blast.cgi)を行い，塩基配列の相向性解

析に基づき菌の種属を同定した。

3. 結果および考察

3.1 支柱の樹種と含有する木材保存剤

図3に木口面，まさ目面および板目面の光学顕

微鏡写真を示した。垂直樹脂道および、水平樹脂道

を有すること，仮道管の内壁にらせん肥厚がある

こと，分野壁孔はトウヒ型でヒノキ型の傾向を示

すこと等から，マツ科 トガサワラ属の樹木である

ことが明らかになった i)。 トガサワラ属の樹木は

世界的に見ても種類が少なく，一般に木材として

流通しているのはベイマツ(ダグラスファー，

Pseudotsuga menzi白 IIFranco)であることから，

この支柱の樹種もおそらくベイマツと推定され

た。

また，蛍光 X線分析の結果，測定した 7元素

の中で検出されたのは，ナ トリ ウム，硫黄および

塩素であり， x線強度はそれぞれ0.007，0.383お

よび、0.025kcpsであった。フッ素，クロム，銅お

よびヒ素は検出されなかった。このことから，支

柱にはクレオソート油が含まれていることが示唆

された。クレオソー ト油は古 くから世界的に使用

されてきた木材保存剤である。高い防腐防蟻効力

を有し， ]IS K 1571 : 20108
)に準拠した野外試験

において，木材の寿命を著しく延長させうること

が明らかになっている 9. 10)。また，木製電柱の標

準的な耐用年数は，薬剤不注入の場合には 7年で

あるが，クレオソート油を含浸させると20年とさ

まさ自面 板巨面

図3 光学顕微鏡写真
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れている [ll。

3.2 劣化状態

木製支柱の表面の様子と水平方向の切断面を図

4に，事故による折損部を図 5に示した。

まず，外観検査の結果であるが，下端から約

200cmまでの地中部分では，図 4dのように，視

診，打診，触診のいずれからも劣化は確認できな

かった。一方，下端から約230cmの地中埋設部

と地上部の境界辺りから，地上部の折損部までの

範囲，すなわちタイヤの被覆部においては，打診

や触診で表面付近が軟化していることが確認され

た。特に下端から約300cmより上方では，木材

表面が部分的に失われ内部が露出し，図 4cのよ

うに菌糸体が広範囲に付着していた。折損部分の

近くでは，木材表面は手指で押すと容易に崩れる

a 

叩ドT
タイヤ

③ 

377cm 

地中

埋設部
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図5 折損部の上側の断面

ほどに腐朽していた。それに対して，折損部の上

部では，辺材部分の欠落はなく，木材表面には図

4bのように顕著な割れが多数存在するものの，

圏
T 園田

。‘
‘-

②上端から200cm

，-

国
③下端から275cm

c:菌糸体 • ④下端から200cm

d:健全

⑤下端から100cm

図4 表面および切断面の様子

木材保存 Vo1.41-1 (2015) 
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表2 折損部と地中部の密度および折損部の腐朽による質量減少率

密度*2 (g/cm3) 
折損部の質量部位*1 地中部 折損部
減少率(%)吋

(図2⑤~下端) 個別 平均値

0.307 

0.338 
A 0.545 

0.321 
0.326 40.3 

0.336 

0.310 

B 0.523 0.274 0.296 43.5 

0.303 

0.383 

C 0.520 
0.355 

0.352 
0.351 32.5 

0.315 

0.394 

0.390 
D 0.460 

0.376 
0.380 17.3 

0.361 

0.418 

0.418 
E 0.444 

0.426 
0.423 4.7 

0.430 

F 0.432 
0.413 

0.427 
0.420 2.8 

* 1 : Aが外周部でB以降は半径方向に20mmずつ内側の部位。 Fは髄を含む。 Aの外側
の約30mmは，事故当時すでに失われていた。

*2:60
0

C乾燥時。

*3:折損部の健全時の密度が，事故時の地中部の密度と同じであると仮定して算出。

触感は固く乾燥しており，目視と触診では脆弱化

している様子はみられなかった。しかしハンマー

による打診の結果，音がやや鈍かったことから内

部劣化が疑われた。頂部付近には図 4aのように

菌糸体が部分的に見られたが，乾燥して固くなっ

ていた。頂部の一部に欠損があったが，これは，

事故時に地面との衝突等で発生したのか，それ以

前から生じていたかは不明で、ある。

次に，切断面を目視すると，地中部では図4④

および⑤のように劣化は確認されなかった。しか

し地上部のタイヤ被覆部およびその上の部位に

おいて，図4①~③のように外周部分の辺材と心

材の一部で腐朽が進行していることが確認され

た。③では辺材部の一部に欠損も生じている。一

般に，土に埋め込まれた杭では，地上部よりも地

際部や浅い地中部で腐朽が早く進行するlヘ これ

は，地際部や浅い地中では土壌から水分が，空気

中から酸素が，共に豊富に供給され，木材腐朽菌

の活動に適した環境が成立しやすいためである。

地中部よりもタイヤ被覆部とその上部で腐朽が先

行したことは，この支柱で発生した腐朽の特徴と

いえる。

また，折損部と地中部(図2⑤~下端)の60
0

C

乾燥時の密度を表2に示した。健全なベイマツ材

の気乾密度(含水率12%時)は0.46~O.50g1cm3で、

ある 13)。この地中部の密度はO.43~O.55g/cm3で、あ

り，乾燥状態が異なるので正確な比較はできない

が，ベイマツ健全材の標準的な値に概ね該当して

いるといえる。一方，折損部の外周部分 (Aお

よびB)の密度はO.3g/cm3前後と低く，中央部 (E

木材保存 VoL41-1 (2015) 



および F)のそれは0.42g/cm3と健全材に近い値

であった。

折損部における劣化程度をさらに明確にするた

めに，設置当初の折損部の密度が事故時の地中部

の密度と同じであると仮定し，部位ごとに，折損

部と地中部の密度から，折損部の腐朽による質量

減少率を算出し表2に併記した。中央部の Eお

よびFのそれは 5%以下であったが，外周部分

の A~C では30%以上と推定された。

藤平らは腐朽による質量減少率と曲げ破壊係数

との関係から，質量減少率が20%の材料では強度

は元の10%程度，質量減少率が30%以上になると

強度は元の約 5%以下になることを示してい

るω。この研究では，木材としてスギとスプルー

スが，腐朽菌としてオオウズラタケとカワラタケ

が使用されており，ベイマツに対する測定値では

ないが， 30%以上の質量減少率と推定された A

~C の部位では，強度はほとんとミ残っていなかっ

たと考えられる。

図5では折損部の上側の断面を示した。中央付

近では木材が繊維状に引き裂かれた破壊形態を示

しており，折損時に最後まで、強度を保っていたこ

とがうかがえる。一方外周部分は，木材が水平

方向に切断されており 折損時にはすでに脆弱化

していたと考えられた。この破壊形態と，上述し

た密度および推定された強度とはよく対応してい

る。

3.3 健全時の支柱の強度

地中部(図2⑤~下端)から採取した 8体の試

験体の曲げ強さの平均値は84.7MPa，標準偏差は

16.9MPaであった。健全なベイマツ材の曲げ強さ

は82~90MPa でありゅ この部位はベイマツ材

の標準的な強度を有していたといえる。

この支柱全体が健全で曲げ強さが84.7MPa(= 

863.7kgf/ cm2
) であり，さらに 1段目のロープに

は2段目のローフ。に捕まりながら，同じく 2段目

のロープにも 3段目のロープに捕まりながら子供

達が等間隔に登っており 子供達の体重がそのま

ま引張力として 3本のロープに均等に作用したと

仮定すると，子供達の総体重は2本の支柱で支え

られていることから， 1本の支柱基部にかかる荷

重は次式で与えられる。

人数×子供の体重

2 
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ベイマツ材の曲げ強さ×円形断面の断面係数

2 x (l段目の金具位置+2段目の金具位置+3段目の金具位置)

また，円形断面の断面係数は次式で計算される。

直径3

断面係数=π一一一
32 

ここに， 1段目， 2段目， 3段日の金具位置は，

地上からそれぞれ190cm，285cm， 380cmであり，

支柱の直径は30cmである。

さらに，小学6年生の平均体重(文部科学省

平成25年度学校保健統計調査 http://www. 

mext.go.jp/b_menu/toukei/ chousa05/hoken/kek 

ka/k detail/1345146.htm)を参考に子供の体重を

40kgと仮定すると，上式より 1本の支柱が折損

するのに要する子供の人数は66.9人と計算され

た。支柱は2本とも同じ仕様であると仮定すると，

遊具としては，その 2倍の約134人がロープに登

ったときに折損が起こることになる。安全率を

3.0とすると許容人数は約45人，安全率を5.0とす

ると約27人となる。この遊具のロープ長は約 9m

であり，空間的に25人程度しか登れないことから，

この木製支柱は健全であれば，この遊具の支柱と

して強度的に支障がないことが確認された。

3.4 折損部分の残存強度

木製支柱の直径は元来は約30cmであったが，

3.2で示した密度や破壊形態から，折損時におけ

る健全部分は大きく見積もっても中心部分の直径

約13cmであった。曲げ強さは断面の直径の 3乗

に比例することから，単純に計算すると，事故当

時，折損部の強度は133/303，すなわち健全時の約

8%となる。支柱の地上部は約400cm，折損部は

地面から約142cmの位置であり，該当箇所にお

いて作用する力は，上式で算出される基部に作用

する力の約な355倍(= 142cm/400cm) となるこ

とを考慮すれば，この支柱は子供約15人(=67人

x 0.08/0.355)の体重で折損すると推定された。

支柱は 2本あるので，遊具としては約30人がロー

プρに登った場合に相当する。さらに，子供達がロー

プを揺らした時の衝撃係数を1.5とすると，約20

人(=30人/1.5)の使用で折損の恐れがある。

以上より，事故当時の木製支柱は，この遊具の

支柱として強度が不足した状態にあったことが示
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唆された。今回行った強度計算では，多くの仮定

のもと簡易な計算式を利用したが，事故時にこの

遊具で遊んで、いた子供の数は27人，落下してけが

をした人数が13人という記録と，この計算結果は

ほぼ一致している。

3.5 木材腐朽菌の分離および同定

図2の(ア)， (イ)， (剖， (ク)， (ケ)および(コ)の合計6カ

所の支柱表面で分離された木材腐朽菌は，寒天培

地上での生育速度や菌糸の形態が一致したことか

ら，同一菌株と推定された。そこで， (対と(キ)にお

ける分離菌株の塩基配列を用いて BLAST検索を

行ったところ，いずれもワタグサレタケ(Antrodia

smuosa，相同率99.4%)と判定された。この木製

支柱の表面において広範囲にこの菌が検出された

ことから，腐朽の主たる原因菌と推定された。ま

た，折損断面の lカ所(図2の件))から分離され

た菌は，オオウズラタケ (Fomitopsispalustris) 

と同定された(相|司率99.5%)0 ここで分離され

たオオウズラタケの培養特性等は，別報15) を参照

されたい。折損部の断面の(ゥ)， (オ)および(カ)では，

木材腐朽菌は分離されなかった。

なお，今回は，菌分離のための試料採取は，支

柱の表面および折損部の断面の限られた箇所にお

いて行っている。このため，支柱の腐朽には，こ

れら以外の菌が関与した可能性も残されている。

4. まとめ

この木製支柱の折損は 腐朽による強度低下が

原因であった。また，支柱の根元に被せられた古

タイヤ内には雨水が滞留しその水分が支柱に供

給され，かつ古タイヤによって支柱からの水分の

蒸発が抑制された結果 支柱の含水率は高い状態

で保たれていたと推定された。したがって，古タ

イヤが木材腐朽菌の活動に適した環境を作ったと

考えられる。

今回のような事故を予防するには，①耐久性の

高い素材や保存処理木材で作ること，②木材に水

が停滞しない構造にすること，③点検しやすい構

造とし定期的に適切な点検を行い，強度低下を

引き起こす腐朽等の生物劣化を早期に発見するこ

とが肝要で、ある。

①について補足すると，今回調査した遊具の支

柱にも優れた防腐防蟻剤が含浸されていたが，薬

剤の効力は永遠ではなく 耐久性が高い樹種も耐

周年数は長いもののいずれは腐朽する。クレオ

ソート油を含浸させた木製電柱の標準的な耐用年

数は20年とされており ω この支柱は電柱として

の使用を合わせると，おそらくこれを上回る期間

使用されている。今回の事例に関しては，設置時

点での材料の選定の点ではおそらく問題はなかっ

たと考えられるが，標準的な耐用年数を超過した

木製品に対しては特に ③の点検が重要となる。

③について付け加えると 使用中に生物劣化の兆

候が見つかった場合には レジストグラフによる

穿孔抵抗値の測定等で 強度を保持している領域

を把握しその部材や構造体の残存強度を計算す

ることで，耐荷重や破損の危険性を予測すること

ができ，修理や補強等の要否が明らかになる。劣

化診断や補修についての詳細は，専用のマニュア

ル16，17)を参照されたい。また，②について付け加

えると，今回の事例では，古タイヤに水抜きの穴

を開けておれば，支柱への水分供給量は減少し

腐朽の進行速度を遅らせることができた可能性が

ある。遊具に使用する材料の選定基準や維持管理

について，詳しい解説ω も見受けられるので参考

にされたい。
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(2014.10.15受付)

屋外に設置されていた遊具の木製支柱が折損し，そこで遊んで、いた子供達が落下してけが

をするという事故が発生した。この支柱は電柱の再利用材で，遊具として約18年間使用され

ていた。支柱の根元には古タイヤが12個連続して被されており，事故はタイヤ被覆部におけ

る曲げ破壊が原因であった。タイヤ被覆部とその上部では腐朽が進行しており，折損部の外

周部分では，腐朽による質量減少率が40%以上と推定された。支柱の直径は元来約30cmで

あったが，折損部においでほぼ健全と思われる領域は中心部分の直径13cm程度しかなく，

この部分の曲げ強さは健全時の 8%程度と見積もられた。また 支柱表面の6カ所からワタ

グサレタケが，折損部の断面の lカ所からオオウズラタケが分離された。これらの菌が支柱

の腐朽に関与したと考えられた。
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