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はじめに 

 

 2009 年 6 月に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行され、戸建て木造住宅

の認定に関しては順調な滑り出しを見せているという。しかしながら、現行の認定基準は

約 30 年前に実施した旧建設省の「耐久性総プロ」を技術的なベースとしており、現代の木

造住宅の造り方から見た場合には多くの検証すべき課題がある。例えば、気象の変動や新

しい外来シロアリの出現などによる腐朽菌やシロアリなどの劣化外力を再評価しなければ

ならないし、当時は出現していなかった新しい構法も普及している。また、木造住宅を長

期の使用に供するための基本となる木材、木質材料、接合部材（金物等）などに必要とさ

れる材料等の品質や耐久性に関する要件は、必ずしも明確となっていない。さらには、長

期優良住宅が想定する耐用年限の耐久性を確保するには、こうした建材が劣化し必要な強

度、性能を保持できなくなる前に点検を行い、交換する等の措置が必要になるが、交換が

容易に行えない場合も少なくない。 

 適切な長期優良住宅の普及を推進するためには、以上のような点について技術的な資料

を収集し、必要に応じて改善点、修正点の根拠となる知見を蓄積した上で、あるべき認定

基準の枠組みや方向性、そしてその具体的な内容を提示していく必要がある。 

 本報告書は、以上のことを背景として、長期優良住宅における耐久性上の現行認定基準

の根拠となっている技術的知見について現代的な視点から再検証を行うことを目的に、以

下の各項目について検討を加えた結果をまとめたものであり、昨年に続き 4 年度目の成果

を報告するものである。 

 第 1 章では、本事業の背景、目的を明らかにするとともに、検討項目を抽出した上でそ

の検討体制を明らかにした。 

第 2 章では、木造住宅の主たる劣化外力となるシロアリと腐朽を取り上げ、ヤマトシロ

アリおよびイエシロアリの生息北限を調査するとともに、気象データとの関係性について

検討を加え、それらの結果からヤマトシロアリとイエシロアリの被害北限に関するマップ

を作成した。また、建築加害菌を明らかにするために、解体建物から採取した腐朽被害材

について DNA 解析手法を用いた菌の同定作業を行っているが、その数が多岐にわたるため

未だ同定する段階にまでは至っていない。 

第 3 章では、従来必ずしも明らかでなかった各種木材保存処理の耐用性を明らかにする

ことを目的に、引き続き幾つかの薬剤について実験的な検討を継続して実施しているが、

現段階では未だ明確な知見を得るには至っていない。 

第 4 章では、住宅設計者の立場から各地の新構法の劣化上の問題点を探った資料をもと

に、劣化現象とその原因および設計・施工時点で取るべき対策、留意点について分析し、

今後設計・施工マニュアルを作成するための資料を得た。 

第 5 章では、接合部試験体を強制劣化させたモデル試験体がほぼ想定した劣化状態に達

したので、これを用いて従来明らかでなかった接合部の劣化が構造耐力に与える影響およ



びその非破壊による検出方法を検討した。 

第 6 章では、昨年度に得られた「菌糸接種から質量減少が確認されるまでの期間は、湿

潤状態では 2 ヶ月程度、乾湿繰り返し状態では 4 ヶ月程度が必要」との知見について、補

足データを採取した。具体的には、質量減少率が 3％以下となる場合の菌糸の成長を電子顕

微鏡で観察し、湿度状態と菌糸成長の関係について一定の傾向を見出した。 

第 7 章では、これまでの検討で得られた知見を検証・補足するために、実住宅における

天井の隙間量や下屋の換気量などについて新たな実測・実験を実施し、従来の知見を裏付

ける結果を得ている。 

第 8章では、接合金物・接合具の耐久性基準を明らかにすることを最終目的に、その第 4

年度目として、全国 4 箇所において保存処理木材 16 種と金物防錆処理 18 種の組み合わせ

に関する屋外曝露試験と耐湿試験を継続実施するとともに、新たに室内空間における曝露

実験を実施し、使用環境別の発錆度の違いを検証している。また、錆の程度を定量化する

方法として錆の RGB 画像を解析する手法を導入し、従来は主観的に区分されていた腐食度

を客観的に評価する技術を開発した。その結果、従来の腐食度判定には一部修正が必要と

なることを見出している。 

第 9 章では、長期優良住宅の維持保全計画のあるべき形を明らかにすることを目的に、

本研究の初年度に実施した実態調査の継続として、維持保全計画の作成方法、点検周期の

決定方法、地域性への考慮の有無および今後の展望などについてアンケート調査を実施し

た。また、地域別の気候差を考慮した維持管理の最適化について昨年に引き続き検討を加

えた。 

 

 本年度は、各ＴＧとも本研究プロジェクトの第 4 年度目（最終年度）として、昨年度に

引き続き実験、調査を継続するとともに、最終成果物を得るべく作業を行っていただいた。

これらの中には研究実施期間中に当初の目標を達成できたものもある一方、様々な事情か

ら未だ十分な成果を出しきれていないものもある。残された課題については、今後、その

内容を整理するとともに、当初の成果物を得るための方策について検討していく必要があ

ると考えている。 

 いずれにしても、多岐にわたる問題を解決すべく各種の検討作業を精力的に実施してい

ただいたＴＧ担当者各位に、この場を借りてお礼申し上げる。 

 

平成 25 年 3 月 15 日 

 

耐久性分科会 

主査 中島正夫 
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