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一研究論文~

漁港での木材利川拡大をH的とした

処理木材に係る実験的研究
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Marine exposure tests of various treated woods for the purpose of the 

wood use expansion in fishing port 

Katsuhiko NAKAMURA *1, Ryogen NANBu*1, Masao YAMADA *2, Mitsunori MoRr*3, 

Kiyotaka UcHIKURA *4, Tamaki MORITA *5, Takuya KANEDA *6, 

Yoshihiko YOSHIDA *7 

Marine exposure test of various treated woods was carried out in the seawater, in order 

to expand the utilization of wood in ports. We investigated the deterioration processes of 

these woods due to marine borer attacks. Five different samples (untreated wood, creo-

sote oil R pressure treated wood, phenolic resin treated wood, thermally modified wood at 

237.5℃, and thermally modified wood at 220℃) were tested. The exposure tests were car-

ried out for 30 months in the sea water. As a result, the untreated woods experienced in-

tense borer infestations, and the most samples were washed away during exposure. The 

creosote oil R pressure treated woods were received superficial infestation by Limnoria 

gradually, without any internal damages. The damage of thermally modified woods were 

quite small until 18 months, and then it progressed after 24 months. In the wood samples 

modified at 220℃, boring by the Teredo shipworm was observed. The phenolic resin treat-
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ed woods showed almost no borer infestation, and its physical property values after 30 

months exhibited nearly the same as those before exposure. 

Keywords : treated woods, marine exposure test, port, durability 

本研究では，漁港や港湾における木材利用拡大の検討を行うため，海中部でも用いること

が可能と考えられる処理木材の暴露試験を行い，その食害状況と耐久性を調査した。供試体

は，未処理材，クレオソート池 R加圧注入材，フェノール系樹脂処理材，熱処理材237.5℃

及び熱処理材220℃である。供試体は， 目視観察用 3種類と物性値測定用 2種類で，それぞ

れ異なるサイズとした。暴露試験は，海中にて30ヶ月間行った。その結果，未処理材は激し

く食害を受け，大半が流失した。クレオソート油 R加圧注入材は，キクイムシによる表面

上の食害が徐々に進行したが，内部は健全であった。熱処理材は18ヶ月後まではわずかな食

害であったが， 24ヶ月後からは食害が進み，特に220℃処理材では供試体内部にフナクイム

シの痕跡が確認された。フェノール樹脂処理材は，食害をほとんど受けず，物性値もほほ初

期状態を維持した。

キーワード：処理木材，海中暴露試験，漁港・港湾，耐久性

1. 緒言

2010年に「公共建築物等における木材の利用の

促進に関する法律」が制定され，公共土木におけ

る水産分野でも魚礁や関連施設での木材利用な

ど，様々な取組が進められてきたところである。

しかしながら，水産分野における木材利用は限定

的である。公共土木施設では，物性値が安定した材

料を大量かつ安価に調達する必要があること，ま

た，海域ではフナクイムシ (Teredospp., Lyrodus 

spp., Bankia spp. など）やキクイムシ (Limnoria

spp.)の食害が問題となることなどがその要因と

して考えられる。このため，漁港施設では，従来

からコンクリートや鋼材が多く用いられてきた。

一方，漁港を利用する漁船は 3-5トン程度が

最も多く，港湾における貨物船等に比べ非常に小

さい。このため，係留施設の設計荷重や部材強度

等を考えた場合，簡易な木材の施設でも所要の要

求性能は満たすことが可能と考えられる。また，

木材は漁港において少ないながらも係船施設の床

板防舷材，船揚場の滑り材などとして利用され

てきている。これらの海中，潮間帯及び飛沫帯に

おける木材の耐久性向上と維持管理方法を確立す

ることができれば更なる利用拡大が期待できる。

この木材の海中や飛沫帯等における耐久性につ

いては，これまでにも港湾空港技術研究所1-4)や

北海道立総合研究機構林産試験場5-7)などにおい

て研究が行われてきた。両者は，様々な国産材や

輸入材，各種処理木材等の供試体を用いた暴露試

験により，食害を受けにくい樹種や処理木材，食

害の特徴食害による物性値の変化等について検

討している。また，魚介類の増殖といった観点を

付加したものとして，木材を使った増殖礁の試験

が水産庁の補助事業で全国的に行われてきた。こ

の試験では，実物大の未処理材を使用しており，

木材の食害傾向，魚介類の蜻集効果などが明らか

にされている 8.9) 0 

そこで本研究では，これらの研究成果を基に，

漁港での利用が考えられる処理木材を耐久性等の

観点から 5種類（未処理材を含む）選び，海中で

の食害防止対策の効果等を明らかにするため，漁

港で暴露試験を行った。本報は，この暴露試験に

関し， 30ヶ月後までの結果をとりまとめ報告する

ものである。

2. 材料および方法

2.1 供試体

供試体にはスギの心材を用いた。サイズは20
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〗n 架台 Fcame

図1 波崎漁港における供試体の設置状況

Fig. 1 Installation situation of wood test pieces in Hasaki fishing port, lbaraki Prefecture, Japan 

(R: 放射方向） x 20(T : 接線方向） X 100(1 : 繊

維方向）mm, 20 (R) x 20 (T) x 300 (L) mm, 100 (R) 

x lOO(T) x 400(L)mm, 20(R又は T)x 200(T 

又は R)x 400 (L) mm, <I:> 100 x 400 (L) mmの5種

類である。この内，サイズが20x 20 x 100mm, 

20 x 20 x 300mmのものは，各調査時点での物性

値を計測できるよう各処理木材について調査回分

の供試体を用意した。残りの100x 100 x 400mm, 

20 x 200 x 400mm, <I:> 100 x 400mmのものは， 目

視観察用として各処理木材を 2検体ずつ用意 し

た。

試験体の種類は，未処理 (UT), クレオソート

油R加圧注入 (CT),フェノール系樹脂処理 (PT),

熱処理材 (237.5℃ (TH), 220℃ (TL))の 5種

類とした。クレオソート油 Rの注入量は， <I:>100

x400mmで日本農林規格 (JAS)の性能区分 K4

相当（供試体の平均は149kg/mり，それ以外のサ

イズで性能区分 KS相当 （各サイズの供試体の平

均は199-585kg/mりとした。フェノール系樹脂

処理は，分子量が小さく木材に浸透し易いヒドロ

キシメチルフェノールモノマーを主剤とした保存

薬剤（エコアコール （九州木材工業（掬，濃度10%))

を250kg/m似上の割合で注入処理したものであ

る。熱処理は，薬剤を使用せずに熱と水蒸気だけ

で木材の性質を向上させる技術（サーモウ ッド処

理）により，水蒸気雰囲気下で237.5℃又は220℃

まで温度を上昇させ，それぞれ 5時間 2.5時間

処理したものである。

2.2 暴露試験

暴露試験は，2013年12月から実施した。対照用

の管理供試体は水産工学研究所の実験棟内の気中

に，海中暴露用の供試体は茨城県神栖市波崎の波

崎漁港内 （図 1参照）の水深約 lmのところに

それぞれ設置した。調査は，物性値の計測を暴露

3ヶ月後に行い，暴露6ヶ月目以降は物性値の計

測と食害状況などを確認する目視観察調査とを 6

ヶ月毎に30ヶ月まで継続した。

波崎漁港においては，供試体設置位置での環境

条件を把握するため，水温 •塩分計（小型メモリー

水温塩分計 ACT-HR, JFEアドバンテ ック（掬製）

を設置し，連続観測を行った。また，暴露試験期

間中は，供試体を入れた架台の状態確認と水温 ・

塩分計の交換を行うため， 目視観察調査以外に 2

ヶ月に一度点検調査を実施した。

2.3 目視観察

供試体の経年変化の様子は， 目視観察により調

査した。目視観察では，食害のレベルに応じて設

定した 5段階の被害度 (0: 健全， 1 : 軽微な食

害，2: 中程度の食害， 3: 激しい食害， 4: 崩

壊が始まる）を用いて評価した。なお，目視観察

時は，木材の食害状況が確認できるよう ，毎回，

供試体表面の付着生物を全て除去してから実施し

た。

2.4 内部観察・強度試験

軟 X線による内部観察と縦圧縮試験は， X線

撮影検査装置 (SOFTEX社製 CMB-2), テンシ

ロン精密万能試験機（（梱オリエンテック社製

RTD-2410) をそれぞれ用いて行った。海中暴露

から回収した供試体 (20x 20 x 100mm)は，ま

ず室内で気乾状態にし，軟 X線による観察を行

木材保存 Vol.43-5 (2017) 



った。その後供試体から長さ40mmの縦圧縮試

験用試験体を 1体採取した。水産工学研究所で気

中に設置した供試体は気乾状態で，波崎漁港で海

中暴露した供試体は加圧注入（減圧： 30分間

680mm/Hg, 加圧： 1時間 5kg/cmりにより水

道水で湿潤状態にして，縦圧縮試験（載荷速度：

0.5mm/min) をそれぞれ実施した。

曲げ試験は，東京試験機製リトルセンスターを

用い，支点間隔（スパン）を260mm, 載荷点と

支点との距離（せん断スパン）を130mmとした。

載荷速度は 6mm/minで，たわみ 3mmの時の

荷重を記録（熱処理材については，暴露3ヶ月以

降，たわみ 2mmの時の荷重を記録）した。水産

工学研究所で気中に設置した供試体は気乾状態

で，波崎漁港で海中暴露した供試体は，繊維飽和

点（含水率約30%)を超える湿澗状態で載荷した。

2.5 含有成分の測定

2.5.1 フェノール系樹脂処理材におけるクラソ

ンリグニン含有率

クラソンリグニンは， 20x 20 x 100mmの試験

体の縦圧縮試験に使用しなかった部分から調製し

た木粉を硫酸処理し，加水分解した後の残i査物（酸

不溶性リグニン）を秤量する方法により定量した。

2.5.2 熱処理材におけるホロセルロース量

ホロセルロースは，亜塩素酸法 (Wise法）の

改良法により定量した。 20x 20 x 300mmの供試

体から調製した粒径150-300μmの木粉を 8時間

エタノールーベンゼン抽出後，乾燥した。この全

乾脱脂木粉 lgを0.2M酢酸緩衝液 (pHS.O)80ml 

に入れ，反応試薬として酢酸0.2mlと亜塩素酸ナ

トリウム0.6g を順に加えて， 70~80℃の温水に浸

した。その後 1時間おきに同量の反応試薬を追

加し， 5時間反応させリグニンを取り除いた。冷

却後は，質量を測定したガラスフィルター (1G3)

で吸引ろ過し， 105℃の乾燥器中で全乾にした上

で， リグニンを取り除いた残液の質量を求め，そ

れをホロセルロース量とした。

3. 結果および考察

3. 1 海虫による食害

波崎漁港の海中暴露供試体については，供試体

の種類により食害状況が異なったが，確認された

食害痕が以下に示す様相を呈したことから，主に

-261-

甲殻動物のキクイムシ，貝類のフナクイムシによ

るものと考えられる。キクイムシの食害痕は，供

試体表面において早材部に沿うような形で穿孔さ

れており，食害が進むにつれて深層化していた。

このキクイムシによる食害痕は，被害度に差はあ

るもののフェノール系樹脂処理材を除く全ての供

試体で確認された。フナクイムシは，成長ととも

に供試体内部を穿孔し，表面は視認が難しいほど

の小さな穴しか残さない。このため，キクイムシ

等により表層からの食害が進まない限り外観観察

で確認することは難しく，外観で評価する被害度

にはフナクイムシの食害が反映されにくかった。

このフナクイムシによる食害痕は，未処理材，熱

処理材220℃のみで確認された。なお，波崎漁港

の水温は 8-23℃，塩分は2.8-3.5%の範囲で変

動しており，キクイムシやフナクイムシの生息条

件と合致している 10)。この他，現地ではコツブム

シ類 (Sphaeromaspp.)が確認されたが，いず

れの食害痕がコツブムシ類によるものかは特定で

きなかった。

3.2 各供試体の経年変化

被害度の評価結果を表 lに示す。本節では，各

供試体の経年変化についてその特徴を整理する。

3.2.1 未処理材

図2は100x 100 x 400mmの経年変化の様子で

ある。 12ヶ月後から食害が激しくなり，付着生物

も増えている様子が伺える。

被害度では， 12ヶ月後時点で 2程度であったが，

18ヶ月後には被害度4に達した。その後，崩壊が

進行し， 30ヶ月後には当初の半分程度の大きさと

なった。

その他のサイズの供試体についても， lOOx100 

x400mmと概ね同様の食害傾向を示した。質量

計測を行っている20x 20 x 100mmの供試体につ

いては， 12ヶ月後の時点で6割まで質量が減少し，

その後流失したが他の供試体も30ヶ月後までに

大半が崩壊して流失する結果となった。

3.2.2 クレオソート池 R加圧注入材

クレオソート池 Rを加圧注入処理した供試体

は，いずれの供試体も 12ヶ月後まで食害を受けな

かった。 18ヶ月後は<I>100 x 400mmの供試体を除

き被害度 lとなり，表面にわずかな食害痕が認め

られるようになった。その後は，各供試体におい

木材保存 Vol.43-5 (2017) 
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表 1 目視被害度の暴露30ヶ月間の推移

Table 1 Change of damage degree by visual inspection during 30 months exposure test 

サイズ (mm) 種類 6ヶ月 12ヶ月 18ヶ月 24ヶ月 30ヶ月
Size Type 6 months 12 months 18 months 24 months 30 months 

zoxzox 100 
未処理材

1 4 4 
Untreated woods 
クレオソート i由R加圧注入材

゜
1 2 2 

Creosote oil R pressure inJection treated woods 
フェノール系樹脂処理材

゜ ゜ ゜ ゜Phenolic resin treated woods 
熱処理材237.5℃

゜
1 1 1 

Modified woods at 237.5℃ 

熱処理材220℃

゜ ゜
1 2 

Modified woods at 220℃ 

20X2QX3QQ 未処理材
2 

Untreated woods 
クレオソート油 R加圧注入材

゜
1 2 3 

Creosote oil R pressure iniection treated woods 
フェノール系樹脂処理材

゜ ゜ ゜
1 

Phenolic resm treated woods 
熱処理材2375℃

゜
1 2 2 

Modified woods at 237.5℃ 

熱処理材220℃

゜
1 1 2 

Modified woods at 220℃ 

100 X 100 X 400 未処理材 l
Untreated woods 1 

1 2 4 4 4 

未処理材 2

゜
2 4 4 4 

Untreated woods 2 
クレオソート油 R加圧注入材 1

゜ ゜ ゜
1 2 

Creosote oil R pressure injection treated woods 1 
クレオソート油 R加庄注入材 2

゜ ゜
1 2 2 

Creosote oil R pressure mjection treated woods 2 
フェノール系樹脂処理材 1

゜ ゜ ゜ ゜ ゜Phenolic resin treated woods 1 
フェノール系樹脂処理材 2

゜ ゜
1 1 1 

Phenolic resin treated woods 2 
熱処理材237.5℃ l 

゜ ゜ ゜
1 2 

Modified woods at 237.5℃ 1 
熱処理材237.5℃ 2 

゜ ゜ ゜
2 2 

Modified woods at 237.5℃ 2 
熱処理材220℃ 1 

゜ ゜ ゜
1 2 

Modified woods at 220℃ l 
熱処理材220℃ 2 

゜ ゜ ゜
1 2 

Modified woods at 220℃ 2 

2ox2oox400 
未処理材 1

1 2 4 
Untreated woods 1 
未処理材 2

1 2 4 
Untreated woods 2 
クレオソート油 R加圧注入材 1

゜ ゜
1 1 2 

Creosote oil R pressure injection treated woods 1 
クレオソート油 R加圧注入材 2

゜ ゜
1 2 2 

Creosote oil R pressure injection treated woods 2 
フェノール系樹脂処理材 1

゜ ゜ ゜
1 1 

Phenolic resin treated woods 1 
フェノール系樹脂処理材 2

゜ ゜ ゜ ゜
1 

Phenolic resin treated woods 2 
熱処理材237.5℃ 1 

゜ ゜ ゜
2 2 

Modified woods at 237.5℃ l 
熱処理材2375℃ 2 

゜ ゜ ゜
2 2 

Modified woods at 237.5℃ 2 
熱処理材220℃ 1 

゜ ゜
1 3 4 

Modified woods at 220℃ 1 
熱処理材220℃ 2 

゜ ゜
1 2 3 

Modified woods at 220℃ 2 

cplQQX4QQ 未処理材 l
1 2 4 

Untreated woods 1 
未処理材 2

1 2 4 
Untreated woods 2 
クレオソート油 R加圧注入材 1

゜ ゜ ゜
2 2 

Creosote oil R pressure injection treated woods 1 
クレオソート油 R加圧注入材 2

゜ ゜ ゜
2 3 

Creosote oil R pressure mjection treated woods 2 
フェノール系樹脂処理材 1

゜ ゜ ゜ ゜ ゜Phenolic resin treated woods 1 
フェノール系樹脂処理材 2

゜ ゜ ゜
1 1 

Phenolic resin treated woods 2 
熱処理材237.5℃ 1 

゜ ゜ ゜
1 2 

Modified woods at 237.5℃ 1 
熱処理材237.5℃ 2 

゜ ゜ ゜
2 2 

Modified woods at 237 5℃ 2 
熱処理材220℃ 1 

゜ ゜
1 2 3 

Modified woods at 220℃ 1 
熱処理材220℃ 2 

゜ ゜
1 2 3 

Modified woods at 220℃ 2 
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6ヶ月 12ヶ月 18ヶ月 24ヶ月 30ヶ月0ヶ月

0 month 6 months 12 months 18 months 24 months 30 months 

図2 未処理材 (1oox100X400mm)の暴露期間中の外観変化

Fig. 2 Appearance of untreated samples (1 00 x 1 00 x 400mm) during 30 months exposure test 

て30ヶ月後まで徐々に食害が進行した。 しかしな

がら，被害度は最高でも 3であり，未処理のよう

に崩壊まで至っ ていない。

図 3は30ヶ月後に被害度 3となった20X 20 X 

300mmの供試体を 3cmずつに切断した断面の

様子である。内部に食害痕は認められず，フナク

イムシに対するクレオソート油 Rの処理効果は

維持されていると言える。また，同じ30ヶ月後の

20 x 20 x 100mmの供試体端部にも比較的まとま

った食害痕が確認されたため，端から 1cmと2

cmの位置で切断したが，表層部のキクイムシの

食害痕だけで，フナクイムシの食害痕は確認され

なかった。これらのことから，クレオソート油 R

加圧注入材の場合表層部の薬剤が溶出した部分

で若干の食害を受けるが，薬剤が十分に維持され

ている内部は，食害を受けないと言える。

なお，薬剤の減少については佐伯ら II)がクレオ

ソート油 Rの耐候性について検討し，JISK 1571 

に規定される耐候操作の回数により薬剤の残存率

が変化すると述べている。このことから，本暴露

試験においても薬剤が海中に溶出したと推定でき

るが，残存成分について分析していないため，詳

細は不明である。

3.2.3 フェノール系樹脂処理材

フェノール系樹脂処理供試体は， 30ヶ月経過し

ても食害の痕跡がほとんど確認されず，被害度は

O又は 1であった。この中で最も早く食害痕と考

えられるものが確認されたのは 100X 100 X 

400mmである。18ヶ月後時点で 1mm程度の穴

が確認された。 しかし，その後は食害が進行する

ことなく，外観上の大きな変化も見られなかった。

このように海虫の食害に対して高い耐食害効果

を示すフェノール系樹脂処理材であるが，そのク

ラソンリグニン含有率の測定結果は表2のとおり

である。フェノール系樹脂処理材の薬剤注入量 と

クラソンリグニン含有率 （木粉に72%硫酸を加え

て多糖成分を溶解させ，硫酸濃度が3%になるま

で水で希釈，煮沸して加水分解し，残流として得

られたリグニン12)) はほぽ直線関係にあり，クラ

ソンリグニン含有率を定量することで，フェノー

図3 クレオソート油 R加圧注入材の30ヶ月後における切断面 (20x 20 x 300mmの供試体

を3cm間隔で切断）

Fig. 3 Cross section of creosote R-treated wood at 3cm intervals after 30 months exposure 
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表2 フェノール系樹脂処理材のクラソンリグニン含有率の暴露期間中の変化
Table 2 Change of the Klason lignin content (%) of phenolic resin treatment wood during 30 months expo-

sure 

0ヶ月(%) 3ヶ月(%) 6ヶ月(%)

0 month 3 months 6 months 

水工研
48.4 49.9 52.0 

NRIFE* 

波崎漁港

Hasaki 49.6 52.6 52.0 
fishing port 

* : National Reseach Institute of Fisheries Engineering 

ル系樹脂処理材中の薬剤注入量が評価できる。（公

財）日本住宅• 木材技術センターの優良木質建材

等認証 (AQ認証）では，所要の耐朽性等を維持

するクラソンリグニン含有率の基準値を示してお

り，スギでは40%以上としている13)。本研究では，

フェノール系樹脂処理材のクラソンリグニン含有

率を測定し，その経年変化と耐食害性の関係を把

握しようとした。

クラソンリグニン含有率の計測値は，設置時と

ほぼ同じか，それよりも若干高い値で推移した。

この傾向は，水産工学研究所と波崎漁港における

いずれの供試体でも同様である。また，いずれの

調査時点においても，樹脂処理材としてのスギの

基準値である40%13)を上回っており，処理材とし

ての性能を維持していることがわかる。

3.2.4 熱処理材（サーモウッド）

237.5℃で処理した供試体は， 18ヶ月後から小

型の供試体 (20x 20 x 100mm. 20 x 20 x 300mm) 

で被害度 lが確認された程度であるが， 24ヶ月後

には全ての供試体で食害痕が確認された。この中

で， 20x 200 x 400mmの供試体については. 18ヶ

月後時点で食害痕が確認されていなかったが， 24

ヶ月後時点では被害度2となった。 30ヶ月後は，

大半の供試体で被害度 2を示したが 2ox2ox

100mmの供試体のみ被害度が 1であった。なお，

フナクイムシの食害は確認されなかった。

220℃で処理した供試体は， 18ヶ月後から食害

痕が確認され始め. 30ヶ月後にかけて食害が進行

した。この220℃処理供試体については， 24ヶ月

の時点で初めてフナクイムシの痕跡が確認され

た。痕跡は複数あり．切断した20x 20 x 300mm 

の供試体全体にわたって食害痕が見られた。 30ヶ

12ヶ月（％） 18ヶ月(%) 24ヶ月（％） 30ヶ月(%)

12 months 18 months 24 months 30 months 

51.8 52.1 50.6 50.1 

51.9 51.1 49.4 49.3 

月時点においても， 24ヶ月時点と同様に220℃処

理供試体は全体にわたりフナクイムシの食害を受

けていた。

この熱処理材における食害痕の評価であるが，

神奈川県横須賀市長瀬の港湾空港技術研究所の暴

露試験場で同様の試験を行った山田14)の研究で

は，処理温度及び処理時間が増すほど食害が少な

くなる傾向が確認されている。例えば， 1年後か

ら220℃処理供試体で明らかな食害が確認されて

いるが， 237.5℃処理供試体は， 3年経過後でも

いくつかの小さな孔が見られたのみで表面的には

ほとんど無被害であったと報告されている。一方，

本研究ではいずれの温度処理供試体も 18ヶ月後か

ら食害痕が確認され始めた。この差に関し， 220

℃処理供試体については暴露条件の差等が影響し

たものと考えられるが， 237.5℃処理供試体は結

果が大きく異なっている。このことについては，

220℃処理の場合と同様に暴露条件の差が要因の

一つと考えられるが本研究では，表面のわずか

に削り取られたような痕跡や崩壊しつつある木口

面でいくつか確認された小さな穴を全て食害痕と

考え，被害度を評価しているため，このような差

が生じたと考えられる。

次に，熱処理材におけるホロセルロースの含有

率を表3に示す。木材の主要な構成成分であるセ

ルロース，ヘミセルロース， リグニンは，それぞ

れ240-400℃, 180-300℃, 280-550℃で最も活

発に熱分解するとされている叫よって，熱処理

材の処理温度領域である200-240℃で主に分解さ

れるのはヘミセルロースである。熱処理材による

陸上での耐朽性向上等には，このヘミセルロース

の減少が大きく影響していると考えられている。
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表3 熱処理材のホロセルロース含有率の暴露期間中の変化

Table 3 Change of the holocellulose content (%) of thermally modified wood at 237.5℃ and 220℃ during 

30 months exposure test 

設置場所
0ヶ月（％） 3ヶ月(%) 6ヶ月(%) 12ヶ月（％） 18ヶ月（％） 24ヶ月(%)30ヶ月(%)

installation 
site 

0 month 3 months 6 months 12 months 18 months 24 months 30 months 

熱処理材 水工研
50.2 50.5 

237.5℃ NRIFE* 

Modified 波崎漁港
woods at Hasaki 50.2 44.5 
237.5℃ fishing port 

熱処理材 水工研
54.7 54.4 

220℃ NRIFE* 

Modified 波崎漁港
woods at Hasaki 54.7 47.3 
220℃ fishing port 

* : National Reseach Institute of Fisheries Engineering 

なお，桃原16) はこの木質の変化について，熱処理

により，ヘミセルロースの分解，セルロース結晶

化度の増加， リグニンの解重合と再結合といった

変性を示し，木材腐朽苗が分解しにくい構造（結

晶化セルロース， リグニン（様）化合物）を形成

することが耐朽性向上に寄与すると報告した論文

を紹介している。本研究では，ヘミセルロースの

減少最を把握するため，ホロセルロースの含有率

を測定し，その経年変化と耐食害性の関係を把握

しようとした。

ホロセルロースの含有率は，調査時ごとに計測

値のばらつきがあるものの，全体としてはわずか

ながら減少傾向が伺える。それぞれのホロセル

ロース含有率は，設置前（初期値）において

237.5℃処理供試体が50.2%, 220℃処理供試体が

54.7%である。通常針葉樹におけるホロセルロー

スの割合は約70%である。このことから，海中

でも陸上の耐朽性向上と同じく，セルロース結晶

化度の増加及びヘミセルロースの分解によるホロ

セルロースの割合の低下がセルロース及びヘミセ

ルロースを栄養源とするフナクイムシやキクイム

シの食害を遅延させ，海虫害への耐性を向上させ

たと考えられる。処理温度の差については， 220℃

処理の供試体のホロセルロース含有率が， 237.5℃

処理よりも常に高い値を示しており，その差は

1.6-7.9%であった。このことから， 220℃処理の

供試体が，フナクイムシやキクイムシの栄養源と

なるセルロース及びヘミセルロースをより多く含

48.5 51.6 47.2 42.7 52.1 

47.4 47.6 40.8 44.2 44.9 

54.4 53.1 52.6 55.0 55.2 

50.5 49.2 48.7 50.7 50.9 

んでいたことが，食害状況の差となって現れたと

考えられる。

なお，熱処理材の外観であるが，供試体の木口

面で早材部分が脆くなっており，欠け落ちたよう

な跡が多く確認された。また，木口面の端部は早

材部分がへこみ， 目やせのようになっていた。こ

れらの変化は他の処理木材と大きく異なる点であ

る。これらの特徴は237.5℃処理供試体の方が220

℃処理のものよりも顕著であったことから，外観

の変状形態についても熱処理材による木質の変化

が影響したものと考えられる叫

3.3 各供試体間の比較

3.3.1 食害状況

波崎漁港における各供試体の食害状況を比較し

た場合，未処理の供試体が最も早い時期からキク

イムシやフナクイムシの食害を受け，崩壊に至る

期間も短かった。次に食害が大きかった供試体は，

熱処理材220℃であった。表層部におけるキクイ

ムシの食害痕とともに内部にフナクイムシの痕

跡が確認された。このことは，図4に示す24ヶ月

後以降の軟 X線写真からも確認することができ

る。最も食害を受けなかった供試体はフェノール

系樹脂処理材であった。 30ヶ月後においても被害

度は 0又は 1であり，ほとんど食害痕が確認され

ていない。残りのクレオソート油 R加圧注入材，

熱処理材237.5℃については， 30ヶ月後の被害度

がそれぞれ最高で3又は 2であるが，内部にフナ

クイムシの食害痕は確認されていない。
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18ヶ月

18 months 

24ヶ月

24 months 

30ヶ月

30 months 

図4 暴露18ヶ月・ 24ヶ月・ 30ヶ月後の軟 X線写真

Fig. 4 Soft X-ray photographs after 18, 24, and 30 months exposure 

注 ：左から右に，クレオソート油 R加圧注入材，フェノール系樹脂処理材，熱処理材237.5℃，熱処理材220℃
を示す。

Note : From left to right, specimens are creosote oil R pressure treated wood, phenolic resin treatment wood, 
thermally modified wood at 237.5℃, and thermally modified wood at 220℃, respectively. 

3.3.2 物性値

図5は波崎漁港に設置した各供試体を60℃の環

境下で7日間乾燥させた後の質量である。食害を

激しく受けた未処理材では，暴露期間が長くなる

につれて明確な質量の減少傾向が確認された。ま

た， 24ヶ月以降供試体内部にフナクイムシの痕

跡が確認された熱処理材220℃ も暴露期間が長く

なるにつれて質量の減少傾向が確認された。他の

供試体は，回帰直線の決定係数が低いものの，ク

レオソート油 R加圧注入材とフェノール系樹脂

処理材には同様の減少傾向が伺えた。波崎漁港の

暴露試験で明らかに質量が減少した供試体の共通

点は，キクイムシによる表層部の食害とともに，

内部がフナクイムシにより食害を受けていた点で

ある。

図6は波崎漁港に設置した各供試体の縦圧縮強

一● UT ▲ 
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暴露期間（月）Exposure period (month) 

図5 暴露期間と試験体質量との関係

Fig. 5 Relationship between exposure period and dry mass of wood specimens 

注：図の UTは未処理材. CTはクレオソー ト油 R加圧注入材， PTはフ ェノ ール系樹脂処理材.TH 
は熱処理材237.5℃, TLは熱処理材220℃を示す。回帰直線と決定係数は図中に示す。

Note : Abbreviations are as follows; untreated wood (UT). creosote oil R pressure treated wood (CT). 
phenolic resin treatment wood (PT). modified wood at 237.5℃ (TH). modified wood at 220℃ 

(TL). Each regression lines and coefficient of determination are shown in the figure. 

木材保存 Vol.43-5 (2017) 



-267-

•
.....

.. 
r
 

L
 

T
 

．．．
 
ー`形

TL
線

.

'

x

 既

)

g

 

0
 

H
 

T
 

(

＿

-

TH

畔

炉

x
-

』
•
-

..... T
 

文

p
 

.. '-
『

形

町

線
x
-．．．．．

．
．．．
 

T
 

c
 

J
 .

.

.

.
 

~
 

形

CT
線

▲

i

x

 

．．．．． 
戸

-
X
 

T
 

亡

u
 

,
 
．．．
．
 

コ
形

UT
線

•g0000g00 

-50
忌

,.i,.>
 ,s
咽

a」
d
E
O孤

l'"!PElO 
,•,01 

(
N
E
E
[
 
N)lft~ 

喫
田
云
宰

0.00 

゜
5
 

10 15 20 25 

暴露期間（月） Exposure period (month) 

30 35 

図6 暴露期間と圧縮強度との関係

Fig. 6 Relationship between exposure period and longitudinal compressive strength 

注：図中の略号は図 5の通り 。

Note : Abbreviations are the same as those in Fig. 5. 
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図7 暴露期間と曲げ剛性との関係

Fig. 7 Relationship between exposure period and bending rigidity 

注：図中の略号は図 5の通り。

Note : Abbreviations are the same as those in Fig. 5. 

度である。乾燥質量と 同じく， 未処理材及び熱処

理材220℃では，暴露期間が長くなるにつれて縦

圧縮強度の低下が著しい。その他の供試体は，明

らかな縦圧縮強度の低下傾向を示しておらず，回

帰直線の決定係数も低い。

なお，波崎漁港の海中暴露供試体については，

縦圧縮強度を湿潤状態（繊維飽和点以上）で計測

したため，その計測値は気乾状態でのものより低

い。一方，気乾状態で計測した水産工学研究所の

気中管理供試体については，スギの一般的な縦圧

縮強度である34N/mm218'よりも概ね高い値を示

した。

図7は波崎漁港に設置した各供試体の曲げ剛性

である。未処理材及び熱処理材220℃については，
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暴露期間が長くなるにつれて曲げ剛性が低下して

いるが，その低下傾向は乾燥質量や縦圧縮強度の

低下傾向と類似している。これらに加えてクレオ

ソート油 R加圧注入材が曲げ剛性の明らかな低

下傾向を示している。また，その他の供試体も決

定係数が低いが，わずかながら同様の減少傾向が

伺える。

従来，構造用材料としての基準許容応力度(。f)

を基準材料強度 (F)から算定する場合，圧縮・

曲げにおいては安全係数 (Kr) として2/3を用い

ている叫このため，本研究では暴露試験前の縦

圧縮強度値に213を乗じたものを許容応力度と考

え，初期値を暴露試験前の縦圧縮強度，強度の減

少率を計測結果から得られた回帰虹線の傾きと想

定すると，未処理材は3.6ヶ月，熱処理材220℃は

17.4ヶ月でそれぞれの許容応力度を下回る結果と

なった。曲げ剛性においても圧縮強度と同様の考

え方を適用したとすると，初期値の2/3を下回る

のは，未処理材が3.5ヶ月，熱処理材220℃が22.0

ヶ月， クレオソート油 R加圧注入材が31.3ヶ月で

あった。これらのことから，未処理材は海中部で

の構造用材料として使用することは困難である

が，熱処理材 (237.5℃-5時間）とフェノール系

樹脂処理材では 2年半以上にわたって，食害を受

けやすい海中部で使用できる可能性があると言え

る。

4. 結論

本研究では，漁港における木材利用拡大の検討

を行うため，処理木材等の海中暴露試験等を行っ

た。以下に，試験開始から30ヶ月経過した時点ま

での結果を概括する。

• 未処理材は原型をとどめないほどキクイムシや

フナクイムシの激しい食害を受け，大半が流失

した。

・クレオソート油 R加圧注入材は，キクイムシ

による表面上の食害が徐々に進行しているが，

内部に食害痕はなく，質最と圧縮強度には明確

な減少傾向が認められなかった。

• 熱処理材は18ヶ月後まで食害を抑制する効果が

認められたが， 24ヶ月後からは食害が進んだ。

この食害傾向は熱処理材の処理温度で異なって

おり， 220℃処理では表層部におけるキクイム

シの食害痕と供試体内部におけるフナクイムシ

の食害痕が確認されたが， 237.5℃処理ではフ

ナクイムシの食害痕は確認されておらず，また，

表層部の食害痕も220℃処理と比べて少なかっ

た。

・フェノール系樹脂処理材は，食害をほとんど受

けず，物性値もほぼ初期状態を維持しており，

海中において優れた耐久性を示した。

今後も，これらの暴露試験を継続し，食害が少

なかった供試体の経過等を調査するとともに，漁

港施設等への木材利用にあたって必要と考えられ

る新たな技術的検討も行っていきたい。
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