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（ 続紙 １ ） 

京都大学 博士（  農 学  ） 氏名 簗 瀬 佳 之 

論文題目 

Development of Acoustic Emission and Gas Monitoring Methods for 

Nondestructive Detection of Termite Attack on Wooden Structures 

（木造建築物におけるシロアリ食害の非破壊検出のためのアコースティッ
ク・エミッションおよびガスモニタリング法の開発） 

（論文内容の要旨） 

 木材のシロアリ食害（職蟻の摂食活動による被害）を非破壊的に検出する手法は、

比較的古くより検討され、既にいくつかの方法が提案されている。その内、シロアリ

の摂食活動に伴って発生する微弱な弾性波をアコースティック・エミッション(AE)と

して検出する手法は、初期段階の食害も検出できるが、多くの部材から構成される木

造建築物に適用するためには、AE の効率的な検出法の開発が課題である。また、訓

練された犬はシロアリコロニーから発生するにおいを精度よく判別できるが、犬の訓

練には多大な費用と時間がかかるため、犬に代わるガス検出法の開発が強く望まれて

いる。このような背景から、本論文はシロアリの摂食活動で発生する AE の木造建築

部材における効率的な検出と、シロアリの代謝ガスの半導体式ガスセンサによる検出

について検討した一連の研究の成果を取りまとめたものであり、5 章から成る。 

 第 1 章では、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルムの AE センサとしての特性を

明らかにするため、疑似 AE（シャープペンシル芯の圧折）およびシロアリ食害活動

を AE 源としたときの信号出力を測定し、通常のジルコン酸チタン酸鉛（PZT）セン

サと比較した。その結果、PVDF フィルム（40µm 厚、15～40mm 角）の感度は PZT

センサよりも低いが、面積が大きいほど高くなり、3 枚積層の場合は単層よりも高い

こと、PVDF フィルム（28µm 厚、27×13mm）を木材素材と合板に貼り付けた場合

は 450mm 離れた疑似 AE を検出できるが、パーティクルボードの場合は 250mm 以

上離れると検出が難しいこと、イエシロアリの食害活動を PVDF フィルム（25mm

角）で監視したときの累積 AE 事象数は、フィルムが単層の場合は PZT センサの約

1/12 であるが、3 層の場合は約 1/5 になることなどが明らかになった。 

 第 2 章では、木造建築部材と AE センサの音響的な接触面積の拡大を狙った鋼製プ

レート、および壁の内部にある木材部材と AE センサの音響的な結合を狙った鋼製ニ

ードルのウェーブガイドとしての特性を、疑似 AE およびシロアリ食害活動による

AE を用いて検討した。その結果、AE 信号の振幅はプレートの面積が大きいほど大き

く、面積が 30×30 mm2 以上では AE センサを直接木材に取り付けた場合よりも大き

いこと、イエシロアリの食害活動を監視したときの累積 AE 事象数は、プレートを介

した方が介さない場合よりも大きいこと、ニードル型ウェーブガイドを用いると壁内

の部材におけるシロアリの食害活動が良好に検出できることなどが明らかになった。 

 第 3 章では、におい（分子量 300 以下の物質）、水素、メタンをそれぞれ選択的に

検出する半導体式ガスセンサのシロアリ探知への利用可能性を検討するため、これら

のセンサを用いてイエシロアリの頭数が異なる 4 グループ（職蟻と兵蟻の割合が 10:1

で、頭数が 110～1100）を異なる食餌条件で容器内に封入したときと、職蟻と兵蟻の

割合が異なる 5 グループ（頭数が 200 で、割合が 200:0～0:200）を容器内に封入し

たときの 10 時間後のガス濃度を測定した。その結果、シロアリ探知には水素センサ

が最も効果的であること、検出された水素は職蟻の摂食活動によって発生したもので
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あることなどが明らかになった。 

 第 4 章では、シロアリを封入した容器内の水素とメタンの濃度に及ぼすシロアリ頭

数（22～550）、食餌（木材片の有無）、飼養温度（5～45℃）、シロアリ種（イエ

シロアリ、ヤマトシロアリ、アメリカカンザイシロアリ、ネバダオオシロアリ）の影

響を検討するため、各種のシロアリグループを封入して 1 日経過した容器からガスサ

ンプルを採取し、半導体式ガスセンサを装備したガスアナライザを用いて濃度を測定

した。その結果、水素とメタンの濃度は木材片を封入した場合の方が封入しない場合

よりも高いこと、両ガスの濃度は容器内の温度が 35℃で最高で、15℃と 5℃で最低と

なり、45℃では全てのシロアリが数時間で死滅すること、湿材シロアリであるネバダ

オオシロアリは両ガスの濃度が比較的高いが、アメリカカンザイシロアリはメタンが

検出できないことなどが明らかになった。 

 第 5 章では、イエシロアリを封入した容器を微弱な強制換気条件（25mL/h）とし

て、一定時間ごとに前章と同じガスアナライザでガス濃度を測定することにより、長

期にわたる水素とメタンの濃度変化、食害活動（AE 発生）とガス濃度の関係、ガス

濃度に及ぼす容器内の相対湿度の影響（ヤマトシロアリも使用）について検討した。

その結果、メタンはイエシロアリでは検出できないが、ヤマトシロアリでは検出でき

ること、換気条件では 12 日間にわたってシロアリの活性は低下しないこと、水素濃

度は AE 事象率がピークを示してから数時間後にピークを示す傾向があること、水素

濃度は相対湿度が 75%で最高となり、ヤマトシロアリではメタン濃度は相対湿度 75%

で最高、55%で最低であることなどが明らかになった。これらの知見から、ある程度

の換気が避けられないモニタリング・ステーションや木造建築物の壁内部において

も、シロアリの侵入をガス計測によってモニタリングできる可能性があることが示唆

された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注)論文内容の要旨と論文審査の結果の要旨は１頁を３８字×３６行で作成し、合わせ 
て、３,０００字を標準とすること。 
論文内容の要旨を英語で記入する場合は、４００～１,１００wordsで作成し 
審査結果の要旨は日本語５００～２,０００字程度で作成すること。 
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（続紙 ２ ） 

（論文審査の結果の要旨） 

 我が国の木造建築におけるシロアリの被害は深刻であるが、人体の健康や環境へ

の配慮から、近年その防除は低毒性薬剤の使用や薬剤使用量の低減に移行してきて

いる。そのためには、シロアリの食害をできるだけ早期に検出する必要があり、目

視に頼らずに効率的にその食害を検出する方法の開発と実用化が強く望まれてい

る。そこで本論文は、シロアリの食害をアコースティック・エミッション(AE)によ

って検出する手法と、シロアリの代謝ガスによって検出する手法に着目し、木造建

築部材における AE の効率的な検出と代謝ガスの半導体式ガスセンサによる検出に

ついて検討したものであり、評価すべき点は以下の通りである。 

1. 木造建築物における部材の接合部は音響的に不連続であるため、全ての部材にお

ける AE 発生を監視するためには膨大な数のセンサが必要となる。また、従来の

AE センサは平面でない表面に密着させるのが難しい。そこで、可撓性があり、

部材間にも容易に挿入できるポリフッ化ビニリデン（PVDF）フィルムを AE セ

ンサとして利用することを試み、シロアリ食害の検出特性を明らかにした。 

2. 木造建築物の部材間の接合に用いられる鋼板に AE センサを装着すると、鋼板が

広範囲の AE を検知するウェーブガイドとしての機能を果たすことが期待され

る。本論文では、種々の大きさの鋼板についてこのことを実証するとともに、石

膏ボードや壁紙の裏側にある木材中を伝播する AE が鋼製のニードル型ウェーブ

ガイドを利用すると検出できることを実際の家屋について明らかにした。 

3. シロアリを封入した容器のにおい成分、水素、メタンの濃度を半導体式ガスセン

サで測定することを試み、各種の実験によって水素およびメタンの濃度はシロア

リ職蟻の摂食活動と密接に関係していることを実証するとともに、シロアリによ

る食害の探知に半導体式ガスセンサが使えることを明らかにした。 

4. シロアリを封入した容器を緩やかな強制換気条件として、比較的長期にわたるガ

ス濃度の測定を行い、シロアリの食害活動とガス濃度に密接な時間的関係がある

ことなどを明らかにするとともに、同様の換気条件が予想されるモニタリング・

ステーションや木造建築物の壁におけるシロアリの侵入をガス計測によって監視

できる可能性があることを示した。 

 以上のように、本論文は木材のシロアリ食害に伴って発生する AE の検出に

PVDF フィルムや鋼製ウェーブガイドが有効であることを明らかにするとともに、

シロアリの摂食活動に伴う代謝ガスを半導体式ガスセンサによって検出することに

よるシロアリ探知の可能性を示したものであり、林産加工学、木材工学、木材保存

学の発展のみならず、木材保存の実際面にも寄与するところが大きい。 

 よって、本論文は博士（農学）の学位論文として価値あるものと認める。 

 なお、平成 25 年 3 月 8 日、論文並びにそれに関連した分野にわたり試問した結

果、博士（農学）の学位を授与される学力が十分あるものと認めた。 

 

 
注)Webでの即日公開を希望しない場合は、以下に公開可能とする日付を記入すること。 

要旨公開可能日：     年   月   日以降 




