
WACWACWACWAC ゼミ第２回の３講義目は、ゼミ第２回の３講義目は、ゼミ第２回の３講義目は、ゼミ第２回の３講義目は、皆様より皆様より皆様より皆様よりたくさんのたくさんのたくさんのたくさんのご質問ご質問ご質問ご質問応募応募応募応募    

いただきましたいただきましたいただきましたいただきました下記の質問を矢田先生にお聞きします。下記の質問を矢田先生にお聞きします。下記の質問を矢田先生にお聞きします。下記の質問を矢田先生にお聞きします。    

ご興味ありましたらふるってご参加くださいませ。ご興味ありましたらふるってご参加くださいませ。ご興味ありましたらふるってご参加くださいませ。ご興味ありましたらふるってご参加くださいませ。    

※当日時間がありましたら当日質問も受け付けますので、この機会に是非どうぞ。 

※当日全ての解説はできませんが、下記の質問に対する回答は当日配布資料でお配り致します。 

                                                                                                                                                                        

    

１）木質建材関連１）木質建材関連１）木質建材関連１）木質建材関連    

Q１：接着製品（集成材、幅はぎ材、合板、OSB など）を外装に使用した時のUV 劣化は？ 

Q2：既存住宅の合板の耐久性は？ 

Q3：JAS の耐久性区分D1、D2 とは？  土台の耐久性は？ 

Q4：圧縮材の寸法変化は？ 

    

２）素材耐久性関連２）素材耐久性関連２）素材耐久性関連２）素材耐久性関連    

Q1：100 年オーダーでの経年変化（強度変化など）は？ 

Q2：雨漏れ・水漏れがないという条件下での無垢材の耐久性は？ 

Q3：産地間で耐久性に差があるか？ 

Q4：ホワイトウッドの耐久性は？ 

Q５：竹材の耐久性は？ 

Q６：スギ皮ルーフィングの耐久性は？ 

Q７：古民家に使われる樹種は？ 

Q８：母屋木口の板金被覆の有効性は？ 

    

３）生物劣化（腐朽・蟻害・虫害）関連３）生物劣化（腐朽・蟻害・虫害）関連３）生物劣化（腐朽・蟻害・虫害）関連３）生物劣化（腐朽・蟻害・虫害）関連    

Q1:ヤマトシロアリとイエシロアリの区別は？ 

Q2：蟻害が現在進行性か、過去の痕跡かの判断は？ 

Q3：蟻道を見つけた時、これを除去すると防蟻効果があるか？ 

Q４：耐犠牲は、樹種により差異があるか？ 

Q５：アメリカカンザイシロアリの被害情報は？ 

Q６：キクイムシ被害とシロアリ被害の区別は？ 

Q７：虫穴のサイズで昆虫を同定できるか？ 

 

４）劣化診断関連４）劣化診断関連４）劣化診断関連４）劣化診断関連    

Q1：木材表面の変色（白色、褐色、黒色化等）と劣化との係わりは？ 

Q2：打診の信頼性は？ 

Q３：劣化材の断面欠損率を知る最も適切な手法は？ 

Q４：既存部材の樹種がわからないとき、材長密度から強度を推定することは妥当か？ 

Q５ ピロディン貫入値から材料密度を推定することは可能か？ 



WOOD ACWOOD ACWOOD ACWOOD AC    ゼミナールゼミナールゼミナールゼミナール    2014201420142014    『古民家リノベーション』『古民家リノベーション』『古民家リノベーション』『古民家リノベーション』    

【略歴】【略歴】【略歴】【略歴】    

●1946 年 12 月、愛知県生まれ（67 歳） 

●高知大学農学部林学科を卒業し京都大学大学院農学研究科（林産工学専攻）へ進学。 

●1970 年 10 月：京大・大学院を中退し京都府立大学農学部助手。木材への防腐・防腐薬剤の浸透と拡散に関わる基礎研究に従事。

この研究業績で農学博士（京都大学）。 

●1986 年 4 月：横浜国立大学・助教授（教育人間科学部・技術教育・木材加工担当）。その後、教授に昇任し現在は名誉教授。1986

年より保存処理した木材の劣化調査に着手。併せて各種診断機器の木材への適用性の評価（定量性、精度、操作性など）。当初は公

園遊具（フィールドアスレチックなど）を対象に診断技術を開発していたが、その後、木造の橋梁、ログハウス、大型木造建築物（湾

曲集成材等）に発展し現在に至る。 

 

第第第第2222回回回回    実務で使える腐朽劣化被害の診断実務で使える腐朽劣化被害の診断実務で使える腐朽劣化被害の診断実務で使える腐朽劣化被害の診断    

【講義内容】【講義内容】【講義内容】【講義内容】    

①木材の劣化や木造住宅のシロアリ被害など、基礎知識を学ぶ基礎編 

② 弊 社 ス タ ッ フ が 改 修 物 件 の 事 前 調 査 時 に 遭 遇 し た 事 案 を 、 対 談 形 式 で 、  

診断方法や被害の対策法について矢田氏に見解を伺う実務編
 

【日時】【日時】【日時】【日時】2014201420142014 年年年年 11111111 月月月月 8888 日（土）日（土）日（土）日（土）13131313：：：：20202020～～～～17171717：：：：00000000（受付（受付（受付（受付 13131313：：：：00000000～）～）～）～）    

【会場】【会場】【会場】【会場】長良川国際会議場長良川国際会議場長良川国際会議場長良川国際会議場    第第第第 5555 会議室会議室会議室会議室（（（（岐阜県岐阜市長良福光２６９５−２））））    

    

※裏面の申込用紙に必要事項を記入の上、FAXFAXFAXFAX またはメールメールメールメールにてお申込みください。         

※第 2 回申込締切    2014201420142014 年年年年 10101010 月月月月 29292929 日（水）日（水）日（水）日（水）    

※会場付近に有料駐車場がございます。    

※CPD 制度認定プログラムとなっております。 

 

主催主催主催主催    ／／／／    特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    ＷＯＯＤＷＯＯＤＷＯＯＤＷＯＯＤ    ＡＣＡＣＡＣＡＣ    

    

2014 年の WOOD AC ゼミナールは「古民家リノベーション」がテーマです。既存住宅の利活用や地域再生等、今後ますます重要

視されてくる古民家改修について、町づくり・デザイン・構造・温熱・材料・劣化等、各地で活躍されている講師の方々をお招きし、

古民家改修のノウハウを多角的に学びます。 

    

 

    

矢田矢田矢田矢田    茂樹茂樹茂樹茂樹    氏氏氏氏////横浜国立大学名誉教授横浜国立大学名誉教授横浜国立大学名誉教授横浜国立大学名誉教授    

【社会的活動】【社会的活動】【社会的活動】【社会的活動】    

①（公社）日本木材保存協会の木材劣化診断士委員会の創立時からのメンバー（現在は、補修技術

部会の部会長） 

②（一社）日本ログハウス協会・技術委員会（耐久性部会）の学識委員（現在は終了） 

③国交省（国総研）既存住宅総プロ：劣化調査検討ＷＧの委員。 
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WOOD AC WOOD AC WOOD AC WOOD AC ゼミゼミゼミゼミナールナールナールナール    2014201420142014    年間スケジュール年間スケジュール年間スケジュール年間スケジュール                                

   

    日日日日    程程程程    テーマテーマテーマテーマ    ／／／／    会場会場会場会場    講講講講    師師師師    

第１回第１回第１回第１回    9／6 

（土） 

『古民家リノベ、先進事例を学ぶ』 

（岐阜産業会館 第一会議室） 

①金野幸雄氏 

一般社団法人ノオト 代表理事 

②神家昭雄氏 

神家昭雄建築研究室 主宰 

第２回第２回第２回第２回    11／８  

（土） 

『実務で使える腐朽劣化被害の診断』 

（長良川国際会議場 第 5 会議室） 

①矢田茂樹氏 

横浜国立大学名誉教授 

②矢田茂樹氏＆中島昭之（実務Ｑ＆Ａ） 

         NPO 法人 WOOD AC 理事 

 
第３回第３回第３回第３回    1／24 

（土） 

『古民家の耐震・温熱改修を学ぶ』 

（会場未定（岐阜市近郊）） 

①松井郁夫氏 

(株)松井郁夫建築設計事務所代表取締役 

②辻充孝氏 

岐阜県立森林文化アカデミー 准教授 

 

【各回の詳細内容】【各回の詳細内容】【各回の詳細内容】【各回の詳細内容】 随時、開催チラシおよびホームページにてご案内致します。    

【お申込み方法】【お申込み方法】【お申込み方法】【お申込み方法】  下記の申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはメールにてご連絡下さい。    

    

【【【【受講料受講料受講料受講料】】】】                                                                                                                【【【【お申込み・お問合せ先お申込み・お問合せ先お申込み・お問合せ先お申込み・お問合せ先】】】】    

 

WOOD AC 非会員 WOOD AC 会員 
 ＮＰＯ法人 ＷＯＯＤ ＡＣ 

（担当：田畑） 

〒501-3701 岐阜県美濃市 97—4 

TEL 0575-35-0259 

FAX 0575-35-3599 

E-mail info@wood-ac.or.tv 

URL http://www.wood-ac.or.tv/ 

個別受講 通年受講 個別受講 通年受講 

第１回 3,000 円 

7,000 円 

 

(2,000 円割引) 

2,000 円 
 

4,000 円 

 

(2,000 円割引) 

第２回 3,000 円 2,000 円 

第３回 3,000 円 2,000 円 

 

 

＜＜＜＜    ＷＯＯＤＷＯＯＤＷＯＯＤＷＯＯＤ    ＡＣＡＣＡＣＡＣ    ゼミナールゼミナールゼミナールゼミナール    2014201420142014    受講申込書受講申込書受講申込書受講申込書    ＞＞＞＞    

 

氏名／フリガナ  

所属／役職  

住所  

TEL／FAX  

E-mail  

申込内容     第２回 ・ 第 3 回    （※該当項目を○で囲んで下さい） 

WOOD AC 会員 非会員 ・ 会員 ・ 入会希望   （※該当項目を○で囲んで下さい） 

備考  

※ＷＯＯＤ ＡＣ入会希望の方は、別途入会案内のご連絡を差し上げます 

 

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    ０５７５－３５－３５９９０５７５－３５－３５９９０５７５－３５－３５９９０５７５－３５－３５９９        EEEE----mail  info@woodmail  info@woodmail  info@woodmail  info@wood----ac.or.tvac.or.tvac.or.tvac.or.tv    

※当日資料代含む 

終了しました 




