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土木分野での木材利用
― 木材の特長を活かした用途開発 ―

秋田県立大学木材高度加工研究所教授 佐々木　貴　信

１.はじめに

戦後に植林されたわが国の人工林は、
現在、国内の需要量を賄えるほどに成長
しているが、木材自給率は未だ 30％程
度であり、2016 年に閣議決定された「森
林・林業基本計画」では、この木材自給
率の目標を 2020 年までに 40％、2025
年までに 50％としている１）。これらの
目標を達成するためには、住宅向けの建
築用材などの従来用途のみならず新規用
途の開発や木材利用を促す施策が不可欠
である。2010 年に制定された「公共建
築物等における木材の利用の促進に関す
る法律」（以下、木促法）はその方策の
一つであり、公共建築物等を対象として、
国が率先して木材利用に取り組む基本方
針が示されている２）。近年、学校施設や
自治体の庁舎、公営住宅などの公共建築
物の木造化が進んでいるのもこうした施
策によるものであり、新国立競技場の建
設でも国産材が使用されるなど、東京オ
リンピック・パラリンピックを契機に更
なる木材需要が期待されている。

２.土木分野における木材利用

わが国では戦後の木材不足や、鋼材・
コンクリートなどの建設資材の普及によ
り、土木分野での木材利用は徐々に減少
し、コンクリート型枠用パネルや鉄道枕
木などの一定の需要を除けば、土木分野
での木材利用はわずかしかない時代が長
く続いていた。1980 年代になって、人
工林における間伐材の有効活用を目的と
して木材利用が再び始まり、簡易な木製
構造物が試行的に設置されるようになっ
た。その後も技術開発が進み、木橋や木
製治山ダムなど、比較的大型の構造物建
設も各地で行われるようになった。近年
では、多数の丸太杭を地盤に打設するこ
とで液状化や地盤沈下を防止・抑制する
丸太打設工法の開発が進み、環境負荷が
少なく、木材の大量需要が見込まれる工

法として注目されている。
木促法では公共建築物以外の木材利用

に関する施策についても示しており、住
宅における木材の利用や木質バイオマス
利用と並んで、木材を利用したガードレー
ル、遮音壁などの設置を促す条文が盛り
込まれている２）。こうした道路施設を始
めとした土木分野における木材利用は潜
在的なポテンシャルの高さから国産材の
新規需要の一つとして期待されており、
　土木学会木材工学委員会では、　
日本森林学会、　日本木材学会との横
断的研究会を組織して土木分野における
木材の利用拡大を目指した調査・研究活
動を進めている３）。その成果の一つとし
て　土木学会木材工学委員会では土木
分野における木材利用の参考図書として
「土木技術者のための木材工学入門」４）

を発刊している。

３.土木分野における木材利
用事例

道路、河川、砂防といった土木事業に
おいて建設される構造物は、主にコンク
リートや鋼材が用いられてきたが、これ
らの構造物の材料として適所に木材や木
質系材料を用いようとする試みが各地で
進められており、国産材の需要拡大によ

る地域経済の活性化、景観との調和、あ
るいは木材使用による炭素固定効果と
いった環境保全の観点からも注目されて
いる。一方、屋外での使用は木材にとっ
て厳しい環境であり、常に耐久性が課題
となるため、劣化しにくい使い方や、設
計面での配慮、防腐処理等の配慮が不可
欠である。ここでは、これらの課題を考
慮しつつ木材の特長を活かした土木分野
での木材利用の事例をいくつか紹介する。

(１)道路施設における木材利用
①防護柵（ガードレール）
1998 年に防護柵の設置基準５）の改定

（性能規定化）によって、材料の仕様に
よらず要求性能を満足すれば木製ガード
レールの設置も可能になった。車両や乗
員の安全性等の要求性能を満足するかを
確認するために、大型貨物車と乗用車を
用いた二つの衝突実験を実施する必要が
ある。2011 年時点で 12種類の木製ガー
ドレールがこの試験に合格し実用化され
ており、景観性に配慮した林道などを中
心に設置され、一部の国道でも設置され
ている４）。写真－１は北海道で開発され
た木製ガードレールであり、鋼管の支柱
は北海道産カラマツの集成材と山形鋼の
ハイブリッドビームから構成されている。

写真－１　木製ガードレール（ビスタガード）

写真提供：（地独）北海道立総合研究機構
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ガードレールは道路の設計速度によって
設置できる種別が異なるが、このタイプ
は設計速度 60㎞ /h 以上の道路に設置で
きるＢ種をクリアした木製ガードレール
であり、積雪寒冷地でも適用可能な耐雪
性能を有している。
②遮音壁、防風・防雪柵
自動車専用道路等に設置される遮音壁

を木製で代替しようという取り組みが行
われ、いくつかの木製遮音壁が試験的に
施工されている。1985 年に長野県内の
中央自動車道に試験施工された木製遮音
壁（写真－２）は、設置後 30 年近く経
過した時点でも健全な状態で供用されて
いると報告されている４，６）。長野県産の
カラマツを使用したこの木製遮音壁は、
雨水の滞留しない部材断面の形状や防腐
薬剤の加圧注入、下部にはコンクリート
製遮音板が配置され木材が接地しない構
造、日当り・風通しのよい設置環境など
が長期の耐久性を実現していると考えら
れる。

東北や北海道地域では冬期間の吹雪対
策として道路沿いに防風防雪柵が設置さ
れる。写真－３は北海道で開発され試験

施工された木製防風防雪柵であり、防雪
板に防腐処理されたカラマツ製材が用い
られている７）。景観性にも優れ、防雪効
果の高い高性能タイプの木製防風防雪柵
であり、今後の普及が期待される。

(２)丸太打設による地盤改良
軟弱地盤の地盤改良方法には硬い地盤

まで鋼管杭を打ち込む方法や、セメント
改良による方法などが一般的だが、木杭
による地盤補強は古くから用いられてお
り、その効果も知られている。多数の木
杭を地盤に打ち込むことで、地盤の土の
密度を増大させ液状化を防ぎ、丸太杭の
摩擦で構造物の沈下を防ぐことができる。
①液状化対策工法
丸太打設による液状化対策の原理は、

図－１に示すように水で飽和された緩い
砂質土地盤に丸太を打設し、地盤の密度
を向上させるものであり、LP-LiC 工法（丸
太打設液状化対策＆カーボンストック工
法）４）などが開発されている。丸太の打
設は、専用の機械を用いて砂地盤に丸太
を圧入する（写真－４）。丸太全体が地
下水位よりも下に位置するように打ち込

まれ、丸太上部は被覆土と採石で充填さ
れるため、酸素が供給されず長期間木材
が劣化しにくい環境が維持される。
②軟弱地盤対策工法
粘性土地盤などにおいて地盤の支持力

不足による不同沈下などを防止・抑制す
る軟弱地盤対策としても丸太打設の効果
があることが知られている。地中に打設
した丸太の周面摩擦により地盤の支持力
を向上させることができる。このような
軟弱地盤では一般的に地下水位が高いた
め、液状化対策工法と同様に丸太の耐久
性の面でも有利である。丸太打設による
軟弱地盤対策工法として環境パイル工法
やパイルネット工法などがある４）。

(３)橋梁
①角材を用いた木橋
1990 年代から 2000 年代にかけて大

断面集成材を用いた大型の木橋（写真－
５）が林道等に多数建設されたが、近年
ではこうした大規模な木橋の施工計画は
少ない。一方で、木材の軽さや加工性を
活かした木橋が活用され始めている。写
真－６は秋田県内の登山道に建設された

写真－２　木製遮音壁

写真提供：長野県林業総合センター

写真－３　木製防風・防雪柵（北海道）

写真提供：（地独）北海道立総合研究機構

図－１　丸太打設による液状化対策の原理 写真－４　丸太打設による地盤補強の施工例

写真提供：飛島建設㈱写真提供：飛島建設㈱
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橋長 10 ｍの歩道橋であり、上下に並べ
たスギ正角材（断面 120 × 120㎜）を
両側面の鋼板を介して PC 鋼棒等で横締
めすることで箱断面を形成する合理的な
構造となっている。個々の部材は小さく
軽量であることから資材運搬が困難な登
山道等で活用されている。組み立ても容
易であることから災害復興時の仮設橋と
しての応用例もある８）。
②CLT（直交集成板）を床版に用いた
橋梁

建築材料として一般的な集成材（Glued 
Laminated Timber）は、木材の挽き板（ラ
ミナ）を積層接着して製造される木質材
料であり、大断面集成材を用いた木橋が
全国に建設されている（写真－５）。こ
れに対し CLT（Cross Laminated Timber：
直交集成板）は、図－２に示すようにラ
ミナを層毎に横並びにして、各層の繊維
方向が直交するように積層接着した新し
い木質材料であり、コンクリートスラブ
のような厚みのある大きな板を製造する
ことができる（写真－７）。CLT は 1990
年代にオーストリアで開発・実用化され、
欧州や北米、オーストラリアに広く普及

している。壁や床材として CLT を使った
構造は箱を積み上げるイメージで、短い
工期で中高層の木造建築物を建設するこ
とができるため、わが国でも国産材の需
要増加につながるものと期待されている。

国内メーカーが製造する CLT のサイズ
は様々であるが、１枚の大きさが最大で
幅３ｍ、長さ 12 ｍの製品が製造可能で
ある９）。また、国産材の CLT は樹種の違
いはあるが単位体積重量はコンクリート
の６分の１～４分の１程度と軽量である。
このような材料の大きさや軽さを考える
と土木分野での活用の可能性も高い。こ
れらの特長を活かし、筆者らは橋梁の床
版への CLT の活用を検討している 10）。既
設橋梁のコンクリート床版を交換補修す
る際に、橋桁を補強する必要があるよう
な場合に、軽量な CLT 床版に交換するこ
とで補強が不要となるため有利となる。
秋田県では、CLT 床版を用いた林道橋や
農道橋の試験施工を実施している（写真
－８）。

４.木材の土木利用と耐久性

木材利用に関する取り組みは以前より
も盛んになっているが、コストや耐久性、
設計・積算資料の不足などの課題はいま
だ残されていると思われる。土木分野に
おける木材利用に関しては発注者や管理

者にとって耐久性の面での不安が特に大
きいものと推察される。ここでは木材の
劣化や耐久性向上策について触れておき
たい。

(１)木材の腐朽条件11）

木材は置かれた環境によっては、紫外
線による劣化や、シロアリや腐朽による
生物劣化を引き起こす可能性がある。こ
のうち屋外で使用される土木的利用の場
合に特に問題となるのは腐朽による劣化
である。木材の腐朽は空気中に浮遊する
木材腐朽菌の胞子が木材上に付着し、水
分があると発芽して菌糸を伸長させるこ
とで生じる場合や、すでに腐朽している
木材から健全材に菌糸が伸長して腐朽が
生じる場合がある。また、木材腐朽菌に
よる劣化の発生や進行に影響を与える主
な因子として、栄養、水分、空気（酸素）、
温度などが挙げられる。したがって、こ
れら全ての条件が適当な状態に揃わない
ような対策を行うことで木材の腐朽の発
生を抑えることができる。
①栄養
木材の主要成分であるセルロースやヘ

ミセルロースは多糖類であり木材腐朽菌
にとって栄養源となるため、腐朽因子の
栄養をなくすことは難しいが、木材防腐
薬剤で加圧注入処理あるいは表面処理す
ることで木材腐朽菌の生育を阻害する対
策を行うことができる。
②水分
木材腐朽菌が生育するためには水分が

必要であり、乾燥した木材が腐朽するこ
とはないが、高温多湿なわが国における
屋外での使用環境では、多くの場合、木
材腐朽菌の生育に適度な水分状態（含水
率）に置かれることになる。一方、含水
率が 150％を超えるような高い水分状態
にある木材は酸素不足となり腐朽が生じ
にくい状態になる。３.(２)で紹介した
丸太打設による地盤改良工法などはこの
性質を考慮した工法であり、地下水位以
下に丸太が置かれるように管理すること
で長期の耐久性を得ることができる。山
地の渓流等に設置される木製の治山ダム
が健全な状態を長期間保つことができる
ことからも、水中や土中では腐朽による
劣化が生じにくい状態であることが分か
る４）。３.( ３)で紹介した CLT を橋梁の
床版に用いた事例では、CLT 部材全体を
FRPシートによるラッピングや、ポリマー
セメント等で包埋することで水分の供給
を遮断するような防水処理方法が検討さ

写真－５　大断面集成材のアーチ橋（八幡

橋：新潟県村上市（旧山北町））

写真－６　登山道の木橋（秋田市丸舞登山

道）

写真－７　大板のスギCLT

図－２　CLT（直交集成板）の製造方法
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れている 10）。
③空気（酸素）
木材腐朽菌が生育するためには水分と

同様に酸素が必要であり、木材容積の
20％程度の空隙が必要とされている。前
述の水分と同様に、酸素がほとんど無く
なる水中や土中での木材は腐朽しにくい
条件にあるといえる。
④温度
木材腐朽菌の生育は温度によって異

なり、腐朽菌の種類によって最適な温度
域があるが、氷点下でなければ、わが国
の木材使用環境では年間を通じてどの
腐朽菌も生存可能な温度範囲にあると
いえる 11)。

(２)点検・維持管理
前述のように、土木分野での木材利用

においては、木材の腐朽による劣化対策
として防腐処理や防水処理などを行うこ
とや部材交換が容易な設計を行うこと、
異種材料とのハイブリッド化や木材の腐
朽が生じにくい環境での用途を考えるこ
となどの配慮が必要である。また、定期
的な点検を行い、適切に部材の交換など
の維持管理を行うことも重要である。近
年、土木分野での木材利用において参考
になる点検マニュアル等も徐々に整備さ
れている。

2010 年に森林総合研究所が中心とな
り発刊された「木製防護柵・遮音壁の耐
久設計と維持管理指針（案）」12) では
３.( １)で紹介した木製防護柵や遮音壁
に関する耐久設計維持管理の考え方や、
点検・診断手法の提案、補修と交換事例
の紹介など実務者や管理者にとって有益
な情報が詳細にまとめられている。

2018 年には木橋技術協会と日本林道

協会が「木橋定期点検要領（案）」を発
刊している 13)。木橋の点検・維持管理
については木橋技術協会が早くから点検
マニュアルを整備していたが、本要領で
は、現行の道路橋点検要領に準拠した形
で木橋の定期点検が実施できるように
なっている。これにより、鋼橋やコンク
リート橋の点検を行うときと同様の統一
的な尺度で健全度を評価し診断できるよ
うになった。また、木橋の設計・施工・
維持管理の技術向上に取り組む木橋技術
協会では、定期的に講習会を開催し、木
橋診断士の資格認定も行っている。

５.おわりに

土木工事に伴う二酸化炭素排出量削減
の必要性が高まるにつれて、建設材料と
しての木材が見直され、積極的に使おう
とする動きが高まるものと期待される。
異種材料とのハイブリッド化などの技術
も発展しており、ここで紹介した他にも
多様な利用事例が文献４）などで示され
ているので参考にされたい。土木分野に
おける木材利用を進めるうえでは、木材
の特長を理解し、その特長を活かした合
理的な用途の開発を行うことが必要であ
ろう。
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