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a・v 研究論文 a・v

LVSEM-EDXを用いた CUAZ処理材における

銅の溶脱過程の可視化

松永浩史*1，松村順司*2，桃原郁夫*1 

Visualization of copper in wood treated with a CUAZ preservative 
during leaching procedures by LVSEM-EDX 

Hiroshi MATSUNAGA *1， Junji MATSUMURAペIkuoMOMOHARA * 1 

Low vacuum scanning electron microscope eq_uipped with an energy dispersive X-ray 
detector (LVSEM-EDX) is capable of analyzing electrically non-conductive materials like 
wood without the need to render the surface conductive by applying a coating of gold， 

platinum or carbon. Hence， there is the possibility that LVSEM-EDX could be used to non-
destructively follow the changes on the distribution of concentration of inorganic elements 
occurring at wood during water leaching procedures， because specimens can be observed 
initially (before leaching)， and then repeatedly re-examined after leaching procedures. 
This study uses LVSEM-EDX to examine the time-dependent changes of the copper con-
centration distribution occurring at treated wood during water leaching procedures. Cryp-
tomerIa japonIca (sugi) sapwood was treated by a copper azole wood preservative 
(CU AZ). We compared the concentration distribution of copper at treated wood surfaces 
before and after leaching. LVSEM-EDX revealed that copper concentration was higher in 
the surfaces of edges of the sample before leaching. Once the samples were leached out by 
water， the concentration of copper at wood surfaces increased and copper was more abun-
dant in latewood. The concentration of copper gradually decreased when the samples were 
repeatedly leached out. We conclude that L VSEM-EDX is a valuable tool to follow the 
time-dependent changes on the concentration distribution of wood preservatives occurring 
at treated wood during leaching procedures. 

Keywords : LVSEM-EDX， CUAZ， leaching， CryptomerIa japonIca 

試料をコーテイングせずにそのまま観察・分析できる LVSEM-EDXの利点に着目し，
CUAZ注入処理材に生じる銅の溶脱過程を可視化できるかどうか検証した。すなわち，
CUAZを注入したスギ辺材を水で、溶脱操作させながら 銅の濃度分布の変化を，木口面の
側カミら同一視野で繰り返し観察した。 溶脱操作前の段階では，試験片側面に近い場所程銅の
濃度が高くなる傾向が認められ，溶脱操作を l回おこなうと観察面における銅の濃度が全体
的に上昇し，特に晩材部に銅が蓄積することが分かつた。溶脱操作を10回繰り返すと，試料
表面の銅の濃度は下がる傾向を示した。一方 晩材部の銅の濃度は比較的高いまま維持し，
濃度分布に関しては溶脱操作前と異なった。以上の結果から 同一視野で繰り返し観察した
ことにより，銅の溶脱過程を可視化して動的に追跡することが可能となり， LVSEM-EDXは，
薬剤溶脱のメカニズムを解明する上で 有用なツールであることが分かった。

キーワード・ LVSEM四EDX，CUAZ，溶脱，スギ
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1聞はじめに

90年代以降，我が国を始め世界中の保存処理木

材の多くには，イオン性のアミン銅薬液が注入処

理されている。このアミン鋼は，木材中で酸性基

と反応し，水に不溶性の「アミン銅一木材複合錯

体」を形成して安定的に固着することで，長期の

耐朽性能を発現すると理解されている 1.2)。しか

し一部のアミン銅が，屋外で雨水等に曝される

と溶脱する現象が指摘されており，環境汚染や接

合部の金属腐食，さらには処理材そのものの性能

低下が懸念されている 1.ヘ例えば，ポスト CCA

の代表格であるアンモニア性銅の溶脱量は， Hu-

marら3)によれば15-22% (ノルウエースブルー

ス辺材)， Mazelaら4)によれば6.6-14.9% (オウ

シュウアカマツ辺材)， Jiangら5)によれば9.4%(ス

コッツパイン辺材)である。また，低溶脱性と誼

われている Micronized保存剤と比較すると，ア

ンモニア性銅の溶脱量は 6~20倍になるという報

告もある 6)。

そのため，適正な溶脱防止策を講じることが喫

緊の課題であるが，現状は，使用環境下における溶

脱のメカニズ、ムは不明のままである。これは，従

来の研究成果は溶脱した薬剤量の測定のみに留ま

っており，保存処理材内で生じる溶脱現象の経時

的な挙動が解明されていないことに一因がある。

ところで松永らは，水溶性銅系保存剤の注入性

や保存剤の材内分布および材中での固着性に関

し，走査電子顕微鏡 (SEM: Scanning Electron 

Microscope) にエネルギ一分散型 X線分光器

(EDX : Energy Dispersive X】rayDetector) を

組み合わせた分析電子顕微鏡を用いて，顕微・分

光学的に可視化して明らかにしてきた 7-10)。しか

しながら，ここで用いた SEMは汎用型だ、ったた

め，上記に述べた処理材内で生じる溶脱過程の解

明には至らなかった。

すなわち汎用型 SEMを使用する場合，木材の

ような非導電性物質では試料表面を金，白金，カー

ボンといった導電性物質でコーティングしてや

り，試料の導電性を確保しなければならない。こ

のとき，一旦コーテイングを施してしまうと，下

地の木材表面を損傷せずにこのコーティングを取

り除くのはもはや不可能となるからである。

SEM観察におけるこの技術的工程が，試料の表
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面形態および薬剤の経時的な挙動解析に関する研

究進展を阻む要因となっていた。

これに対し，低真空走査電子顕微鏡 (LVSEM:

Low Vacuum Scanning Electron Microscope)は，

木材のような非導電性物質でもコーテイングせず

にそのまま形態観察ができる走査電子顕微鏡であ

る。それ故，試料表面の任意の視野を予め観察し，

そののちその試料に溶脱操作といった処理を施し

たあと，再びその試料の同一視野を非破壊で観察

できる可能性がある。すなわち， LVSEMを使う

と試料表面に生じる経時的な形態変化の差異を

同一試料の同一視野に注目して追跡観察しこれ

らを細胞レベルで、動的に解析で、きる可能性がある。

加えて，上記で述べた表面組成分析が可能な

EDXをこの LVSEMと併用すれば，無機元素の

濃度分布に関する経時変化も同時に可視化できる

可能性がある。

以上のことから，本研究では，試料をそのまま

観察しなおかつ表面の元素組成分析が可能な

LVSEM-EDXの持つ利点に着目した。すなわち，

水溶性銅系保存処理木材の溶脱機構を解明するた

めの「繰り返し観察法」を確立することを目的と

し併せて銅の溶脱過程を可視化できるかどうか

について検証した。

2. 実験方法

2.1 CUAZ処理材の作製

スギ (CryptomθrIajaponIca)辺材から， 20(R) 

x 20(T) x 10 (L) mmの二方柾の試験片を作製し

JIS K1570 CUAZ (銅・アゾール化合物系)保存

剤を減圧注入した。注入条件は， 0.4%(CuO換算)

の CUAZ作業液に試験片を沈め， -0.0995MPa 

で30分間減圧したあと常圧に戻しそのまま作業

液中に20分間静置，とした。

注入処理した試験片を直ちにパラフィルムに包

み，暗所で 1週間そのまま放置して養生した。養

生後，パラフィルムを取り除いた試験片を気乾状

態まで自然乾燥したあと，のみで4分割した。分

割されたそれぞれの小試験片の木口面をスライデ

イングミクロトームでおよそ0.5mmのj莱さまで

削りながら面出しして， LVSEM-EDX分析に供

した。

2.2 LVSEMモDX分析

小試験片を，カーボン両面テープでカーボン製
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支持台に貼り付けたのち，コーティングせずに，

木口面における銅の濃度分布および表面形態を

LVSEM目EDXを用いて可視化した。

LVSEM (日本電子 JSM-5600LV) -EDX (日

本電子 JED-2140)で形態観察および銅の特性

X線を検出した際の分析条件は次の通りである。

電顕試料室内圧力:lOPa 加速電圧:15kV，照

射電流量:約1.5nA，作動距離:20mm， X線取

り出し角:300 ，試料傾斜角:00 ，エネルギー幅:

7.94-8.l9keV (Cu】Kα)。デジタルマッピング(面

分析)は，画素数:512x 512，デユエルタイム(1 

画素あたりに電子線を照射する時間): O.2msec/ 

pixel，積算回数:200回，でおこなった。なお，

LVSEMでの形態観察は反射電子像を用いた。

2.3 溶脱操作と同一視野の再分析

LVSEM-EDXで，初期状態(溶脱操作前)の形態

観察および銅の濃度分布をマッピングしたのち，

この小試験片を溶脱操作に供した。溶脱操作は，

l個の小試験片を脱イオン水300ml中に 2時間撹

祥しながら浸し，その後60tで4時間乾燥，とし

た。これを 1サイクルとし 10回繰り返した。各

サイクル終了時に，適宜 LVSEM-EDXを用いて

2.2項の条件の下，同一視野における銅の濃度分布

を再びマッピングし，溶脱操作の回数を重ねる毎

に形態がどのように変化し 銅の分布状態および

濃度がどのように変化するかを経時的に観察した。

3.結果および考察

3.1 初期状態(溶脱操作前)における銅の濃度

分布

図 lに， CUAZ処理されたスギ辺材の木口面

をコーティングせずにマッピングした一例として

示す。なお，図中の Aは反射電子像， BはAに

対応する銅元素のマッピング像である。図 1A

によると，溶脱操作前においては試験片内に割れ

や亀裂が生じておらず，表面への固形物の付着も

見られない。さらに，電子線照射によるチャージ

アップ(帯電)や試料損傷も発生していないこと

も分かる。図 1Bのマッピング像は，銅元素 (Cu

kα)の特性 X線の強度をカラー表示しており，

強度が高い場所程，すなわち銅の濃度が高い場所

程，明るい色で表示される。銅のマッピング像よ

り， CUAZ 保存剤に含まれている鋼は試験片全

体に分布していることが分かる。銅の濃度分布ム

ラに関しては，早材と晩材の聞の差異は認められ

なかったが，試験片側面に近い場所程，銅濃度が

高くなる傾向が認められた。これは，注入処理後

の養生期間，および養生後の自然乾燥の工程中に，

銅が試験片側面(柾目面および板目面)付近に移

動したことなどが考えられる。

以上のことから， LVSEM-EDXを用いること

で，保存処理された木材をコーテイングしないま

ま形態観察し，さらに材内の銅元素の濃度分布を

可視化することが可能で、あることが示された。

3.2 溶脱操作に伴う銅の溶脱過程の可視化

溶脱操作を 1回おこなったあとの CUAZ処理

材の反射電子像と銅のマッピング像を，それぞれ

図2Aと図 2Bに示す。なお，図2は図 lと同一

視野である。この時点では溶脱操作前の図 1A

と同様，試験片に割れや亀裂は認められなかった

(図 2A)。またマッピング像の取得は，積算回数

を常に200回に固定して条件を揃えていることか

ら， Cu-Kα 線強度のカラー表示に基づいて，溶

脱操作前後における銅の濃度分布の変化を直接比

較することが可能で、ある。そこで図 2Bと図 1B

とを比べると，カラーパーからも明らかなように，

溶脱操作後の図 2Bの方が全体的に明るく銅の濃

度が表示されていることが分かる。このことは，

溶脱操作に伴って試料表面の銅の濃度が上昇した

ことを意味している。特に，試験片側面近傍の晩

材部における濃度の上昇が顕著で、あることが分か

った。そこで，図 2A中の赤枠を拡大して詳細

に観察したところ(図 2A， inset)，試料の晩材

部表面に，固形物が細胞内腔を被覆するように存

在しており，図 2Bと照合するとこの固形物が銅

を高濃度で含有していることが分かつた。この固

形物は，図 1Aでは認められず，部分的に水ぶく

れ状に膨らんだ形状を示していることから i容脱

操作後の60
0

Cの乾燥過程で， CUAZ保存剤が内側

から試料表面に噴き出して析出したものと推察さ

れた。これらのことから 溶脱操作により試料内

部の銅の一部が試料表面に移動して再分布しそ

の際，特に晩材部へ再集積したことが考えられた。

図3に， 10回溶脱操作を与えた結果を示す。な

お図3は，図2および図 lと同一視野である。図

3Aより，表層割れが発生していることが分かる。

これは脱イオン水による浸せき撹持と60
0

Cの乾燥

とを繰り返した影響によるものと考えられた。さ
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らに i容脱操作を 1回おこなった際に出現した銅

を主成分とする固形物(図 2A)は，最終的に溶

脱されていることが分かつた。視野全体の銅の濃

度は，図 3Bのカラーパーより，下がる傾向を示

した。一方，視野内の銅の濃度分布(図 3B)は，

図2Bほど顕著で、はないが早材と比べて晩材の方

が依然として比較的高い傾向を示し初期状態(図

1 B) と異なることが明らかになった。

4. まとめ

LVSEM-EDXで保存処理材に生じる溶脱過程

を可視化できるかどうか検証するため， CUAZ 

処理したスギ辺材を脱イオン水で溶脱操作させな

がら，銅の濃度分布の変化を，同一視野で経時観

察した。初期状態(溶脱前)では，銅の濃度は試

験片側面に近い程，高い傾向が認められた。溶脱

操作をおこなうと観察面における銅濃度は一旦上

昇するものの， 10回の溶脱操作を経ると全体的に

下がる傾向を示した。また この過程で銅は晩材

に移動し蓄積する傾向を示した。これらのことか

ら，同一視野の繰り返し観察をおこなったことに

より，銅の溶脱過程を可視化し動的に追跡するこ

とが可能となった。すなわち， LVSEM-EDXは，

薬剤溶脱のメカニズムを解明する上で，有用な

ツールであることが分かつた。
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図 1 CUAZ処理されたスギ辺材の LVSEM-EDXによるマッピング(溶脱操作前，木口面)

Fig. 1 L VSEM-EDX color mapping of a cross section of sugi sapwood treated with a CUAZ wood preservative 
before leaching procedures. (A)Backscattered electron image; (B) Cu-KαX-ray image. 

図2 図 lに示した試験片の溶脱操作 1回後の LVSEM-EDXによるマッピング(木口面)

Fig. 2 L VSEM-EDX color mapping after a leaching procedure. (A)Backscattered electron image ; (B)Cu-KαX-ray 
image. Note that A and B are from the same area in the sample shown in Fig. 1 

図3 図 lに示した試験片の溶脱操作10回後の LVSEM四EDXによるマッピング(木口面)

Fig.3 L VSEM-EDX color mapping after leaching procedures repeating ten times. (A)Backscattered electron 
image ; (B)Cu-KαX-ray image. Note that A and B are from the sam巴 areain the sample shown in Fig. 1 
and 2 
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図1Fig.1 

図2Fig.2 

図3Fig.3 

木材保存 Vo1.39-2 (20l3) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

