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一研究論文~

難燃処理捨装木材の屋外での変色
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石川敦子*1' 片岡 厚*1' 原田寿郎*1' 

上川大輔*1' 小林正彦*1' 亀岡祐史*2

Changes in color of fire-retardant-impregnated and surface-coated 

wood during outdoor exposure 

Atsuko ISHIKAWA *1, Yutaka KATAOKA *1, Tashiro HARADA *1, 

Daisuke KAMIKAWA *1, Masahiko KoBAYASHI*1, Yuji KAMEOKA *2 

In this study, we investigated the changes in the color of fire-retardant-impregnated and 

surface-coated sugi sapwood during 60 months of outdoor exposure. The fire-retardant 

chemicals used primarily consisted of guanidine phosphate and were modified with pheno-

lic additives to prevent the chemicals from leaching. We adopted the following four coating 

systems: ① penetrating ; semi-transparent (brown), ② thin-film-forming ; semi-transpar-

ent (brown), ③ film-forming; opaque (white), and④ film-forming ; transparent. Speci-

mens finished with the coating system③ showed few changes in color difference during 

60 months of outdoor exposure, with no significant difference between fire-retardant-treat-

ed and untreated samples. The changes in the color difference of fire-retardant-treated 

samples were smaller than those of the untreated samples when uncoated or coated with 

one of the coating systems①，②， or④ These results indicate that the fire-retardant treat-

ment used in this study can inhibit the color changes of uncoated and coated wood. 

Keywords : fire-retardant-treated wood, coating, outdoor exposure, color difference. 

難燃薬剤を注入後に塗装したスギ辺材を60ヶ月の屋外暴露試験に供し，色調の変化を検討

した。使用した難燃薬剤は， リン酸グアニジンを主成分とする難燃薬剤に溶脱を抑制する目

的でフェノール系の添加剤等を加えて改良したものであった。塗装は，① ：油性・含浸・半
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透明（茶色系），②：油性・半造膜・半透明（茶色系），③：油性・造膜•隠蔽（白色系），④：

油性・造膜・透明（クリア系）の 4種類とした。塗装③を施した試験体では暴露期間全体を

通して色差の変化が小さく，無処理材と難燃処理材の間に顕著な違いは認められなかった。

無塗装試験体と塗装①，②，④を施した試験体については，難燃処理した場合は無処理の場

合よりも色差の変化が小さく，今回施した難燃処理により変色が抑制されることが示された。

1 . 緒言

木材の外装・外構利用が増えつつあり，エクス

テリア木材の難燃処理の要望が高まっている。木

材の難燃処理には一般的に水溶性の薬剤が使われ

るが，屋外使用では薬剤が雨水等により溶脱し，

防火性能が低下することが懸念される。こうした

薬剤の溶脱を抑制する目的で，難燃処理木材への

塗装が行われているが，難燃処理薬剤と塗料の組

み合わせによっては，十分な溶脱抑制効果が得ら

れないばかりでなく，塗料の性能も低下する可能

性がある。

我々の研究グループではこれまでに変性カル

バミルポリリン酸アンモニウムを主成分とする難

燃薬剤とリン酸グアニジンを主成分とする難燃薬

剤をスギ辺材に注入し，数種類の塗装を施した試

験体を作製して， 48ヶ月間の屋外暴露を行った結

果について報告している 1,2)。そこでは，変性カ

ルバミルポリリン酸アンモニウムを主成分とする

難燃薬剤に比べてリン酸グアニジンを主成分とす

る難燃薬剤を注入した木材は溶脱が起こりにくい

こと，無塗装では薬剤が早期に溶脱するものの，

塗装することで一定期間溶脱を抑えることが可能

であることが示された。防火性能については，油

性・含浸・半透明（茶色系）塗料，油性・造膜．

隠蔽（白色系）塗料，油性・造膜・透明（クリア

系）塗料で塗装した試験体は， 48ヶ月の屋外暴露後

も準不燃材料の性能を維持していたが，薬剤残存

量は屋外暴露開始前の 6割程度に低下していた。

このため，難燃薬剤の溶脱防止の更なる向上を

目的として， リン酸グアニジンを主成分とする薬

剤にフェノール系の添加剤等を加えて改良した難

燃薬剤をスギ辺材に注入し，表面を塗装して屋外

暴露試験に供した叫その結果，上記添加剤を加

えない場合に比べて薬剤残存量の減少が少なくな

り，フェノール系の添加剤が薬剤の溶脱抑制に一

定の効果を有することが確認できた。また， 60ヶ

月の屋外暴露後の防火性能試験では，無塗装試験

体は難燃材料のレベルまで防火性能が低下してい

たが，塗装したものについてはいずれも準不燃材

料レベルの防火性能を有しており，特に油性・造

膜•隠蔽（白色系）塗料，油性・造膜· 透明（ク

リア系）塗料で塗装した試験体は，撥水度の低下

も小さく，薬剤残存量の減少を低く抑えられるこ

とが明らかとなった。この試験では，難燃薬剤の

溶脱防止による防火性能の維持を主目的としてい

たが，使用した難燃薬剤と塗料を実際に外装・外

構用途の木材に適用する場合は，美観維持の観点

から外観変化を把握しておく必要があるため，色

調変化についても同時に検討した。ここではその

結果について報告する。

2 実験方法

2. 1 試料

試験体にはスギ (Cryptomeriajaponica D. 

Don)辺材の板目材を用いた。試験体の寸法は，

幅104mmx長さ300mmx厚さ18mmとした。

難燃薬剤は， リン酸グアニジンを主成分とする

難燃薬剤（丸菱湘化工業製ノンネン W-200) に，

溶脱を抑制するためフェノール系の添加剤等を加

えて改良したものを用い，減圧・加圧法により注

入した。注入条件は，減圧・加圧式注入装置を用

い，前排気3333Paで30分加圧0.98MPaで2時間，

後排気3333Paで30分とした。薬剤注入後の質量

増加から算出した薬剤固定量（固形物量）は約

255kg/m3(最大： 274kg/m3, 最小： 232kg/mりで

あった。

注入処理後，表面，裏面及び側面を刷毛塗りに

より塗装し，木口面は樹脂でシールした。塗装に

は，①：油性・含浸・半透明（茶色系），②：油性・

半造膜・半透明（茶色系），③ : 油性・造膜• 隠

蔽（白色系），④ :油性・造膜・透明（クリア系）

の4種類の塗料を用いた。塗装①，②は 2回塗り，

③，④は下塗りとしてウッドシーラーを 1回塗布
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し，乾燥後に320番のサンドペーパーで研磨後，

塗装③については上塗りを 1回，塗装④について

は1,2回目の上塗り後乾燥してから400番のサン

ドペーパーで研磨し，最後に 3回目の上塗を行っ

た。

比較のため，難燃薬剤処理も塗装も行わないも

の，難燃薬剤処理のみで塗装しないもの，および

難燃薬剤処理無しで塗装のみ行うものも用意し

た。使用した試料の種類と概要を表 1に示した。

試験体数は，難燃薬剤処理したものについては各

条件5体（薬剤固形量，防火性能，及び色調を測

定する 4体に，色調のみ測定する 1体を追加）と

した。難燃薬剤処理しなかったものについては各

条件につき 1体であったが，今回の試験結果が過

去の屋外暴露データ 4-7) と比較して大きな麒顛が

ない事を確認した。

2.2 屋外暴露試験

屋外暴露試験は， JISK 5600-7-68)に基づき，

茨城県つくば市の森林総合研究所・第二樹木園内

屋外暴露試験場（北緯36度02分，東経140度05分）
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において，試験片の長さ（繊維）方向を縦にした

南向き垂直条件とし， 2011年12月より 60ヶ月間実

施した。

2.3 外観と色調の評価

屋外暴露開始前および暴露開始後一定期間経過

するごとに試験体の測色を行い，さらに写真撮影

を行った。

測色は JISK5600-4-6 9) に基づき， CIELAB色

空間における L* (明度）， a* (正：赤方向，負：

緑方向）， b*(正：黄方向，負：青方向）を測定し，

各パラメータの変化量（△L *, 釦aべ△b*)か

ら色差（△E二）を(1)式により計算した。測色条

件は，光源を D65, 視野角を10度，測色部の直径

を8mmとし，各試験体の定位3箇所における測

定値を平均した。

△ E*.t = !(△ L*)2+(△ a*)2+ (△ b*)刊1/2 (1) 

3. 結果と考察

屋外暴露前の試験体の色調パラメータ (L*, a* 

b*)を表 lに示した。塗装①，②，③については，

表1 使用した試料の概要

Table 1 Overviews of samples used 

下塗り 上塗り 測色初期値

Undercoat Topcoat 
難燃薬剤処理

Initial color parameters 

No. 
塗装の種類 塗り囮数 合計塗布量 塗り回数 合計塗布量 Fire-

Coating system Total coating Total coating retardant 
weight weight L * a* b* 

Number of (g/m月in Number of (g/m'in treatment 

application wet weight) apphcat1on :)  
wet weight 

油性・含浸・半透明（茶色系） 処理無し
34.2 21.5 29.0 

① ,, Solvent-born ; Untreated 

penetrating : 
1 90 1 95 

処理有り
semi-transparent (brown) Treated 

35.3 17.7 23.1 

油性・半造膜・半透明（茶色系） 処理無し
24.1 187 186 

② a) Solvent-born : Untreated 

thin-film-forming ; 
1 90 1 94 

処理有り
semi-transparent (brown) Treated 

22.3 14.0 13.5 

油性・造膜• 隠蔽（白色系） 処理無し
94.3 -1.2 12.2 

③ bl Solvent-born ; Untreated 

film-forming : 
1 95 1 100 

処理有り
opaque (white) Treated 

93.4 -1.6 11.9 

油性・造膜・透明（クリア系） 処理無し
74.4 4.6 27.1 

④ bl Solvent-born : Untreated 

film-forming ; 
1 103 3 292 

処理有り
transparent (clear) Treated 

51.3 9.3 23.0 

処理無し
76.9 3.4 24.4 

無塗装 Untreated 

Uncoated 処理有り
57.2 7.6 18.9 

Treated 

注）： a)下塗りから上塗りまで同じ塗料を 2-3回塗り重ねるタイプ。塗り重ねの間に研磨を行わない。

b)下塗りに専用のウッドシーラーを使用し，研磨後に上塗り用塗料を塗布するタイプ。

Note : a) This type of coating system consists of 2 or 3-coat application of each single coating composition. No sanding between applications. 
b) This type of coating system employs undercoat of specific wood-sealers before sanding process and topcoat application 
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難燃処理をした場合としていない場合で色調パラ

メータに大きな違いは無かった。ただし塗装①と

②については難燃処理した場合は a*, b*の値が

若干低い値となっていた。塗装④および無塗装試

験体については，難燃処理した場合は難燃処理を

しない場合と比較して L*が20程低く， a*は4~

5程高く， b*は4~6程低い値となっていた。無

塗装および塗装④ （透明・クリア系）を施した試

験体では，難燃薬剤による着色がそのまま色調パ

ラメータに反映され，一方，塗装① （半透明・茶

色系），② （半透明・茶色系），③ (隠ぺい・白系）

では，塗料の色によって難燃薬剤による着色が覆

われたため色調に大きな変化が無く，特に隠蔽形

の塗装③でこの効果が顕著であったと考えられ

る。

図lには無処理試験体と難燃処理試験体の屋

外暴露試験における色差（△E二）の変化を示し

た。無処理試験体のうち塗装④ （造膜・透明（ク

リア系））については，塗装① （含浸・半透明（茶

色系）），② （半造膜・半透明（茶色系）），③ （造

膜• 隠蔽（白色系））よりも早い段階 (12ヶ月経

過時）で色差が20近い値に達した。さらに， 60ヶ

月経過時には，塗装①と②も色差の値が15~20に

達したが塗装③では 5程度にとどまっていた。

塗装については一般に，隠蔽度が高い程，またク

リア系よりも着色系の方が変色抑制効果は高いと

されており叫今回もこの傾向が表れている。な

お，無塗装の場合は暴露開始後12ヶ月で色差が40

に近い値となり，その後60ヶ月に至るまでに若干

上昇していた。

無処理試験体については，無塗装および各塗装

条件について試験体が 1体ずつであったため，過

去にスギ無処理試験体を無塗装のままあるいは塗

装して屋外暴露したデータ 4-7) と比較したとこ

ろ，今回と同じ種類の塗料で塗装した試験体につ

いては，今回のデータと同様の色差の変化傾向で

あった。無塗装試験体については，今回のデータ

は上記の文献値よりも色差の値の上昇がやや早い

傾向はあったが変化傾向に大きな麒顧はなかっ

た。

難燃処理した場合の屋外暴露60ヶ月後の色差の

値（図 1右）は，塗装①，②，④および無塗装試験体

については無処理試験体よりも低く，塗装③では

無処理試験体とほぼ同じ値であった。塗装木材の

塗替え目安として色差13を提案した例があり 11)'

また，感覚尺度を未汚れ試料との色差から定量化

し，‘‘汚れが気になる"'"汚れが非常に気になる”尺

度の値をそれぞれ色差10,20とした報告もある叫

今回行った難燃処理では，無塗装試験体の色差は

暴露 6ヶ月後に一旦25.8まで上昇した後低下し，

60ヶ月経過時には塗装①，②，③を施した場合と

ともに，塗替え目安および“汚れが気になる”尺
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Duration of outdoor exposure (month) 

図1 無処理試験体と難燃処理試験体の屋外暴露試験における色差（△E*ab) の変化
塗装の種類：◇①，口②，△③， 0④， X無塗装（表 1参照）

Fig. 1 Changes in color difference (△ E* ab) of untreated and fire-retardant-treated specimens 

during outdoor exposure. 

Types of coatings: ◇①, 口②，△③， 0④， xuncoated (see Table 1) 
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度の値として提案された色差13と10以下となっ

た。塗装④でも， 60ヶ月経過時の色差はこれらの

尺度を若干超えた程度であった。

色の変化についてさらに詳しく検討するため，

屋外暴露による外観変化を図 2に，色調パラメー

タ (L*, a*, b*)の変化を図 3に示した。なお，

図2の写真については撮影時の周囲の環境（光等）

が異なっていたため，同時に撮影した色見本の色

調が近くなるように画像補正を行った。

図2において，無処理無塗装材では12ヶ月目の

写真で灰色化が認められ，その後は若干灰色化が

進んでいるように見える。一般に，無処理無塗装

木材については，屋外暴露初期にリグニンと抽出

成分の光酸化による濃色化が起こり，その後これ

らの成分が雨水によって除去されることで淡色化

し，さらに大気汚染物質やカビなどによって灰色

化が進行することが知られている 13)。今回は暴露

6ヶ月目には写真撮影を行っていなかったが，無

処理無塗装材については，前述のように12ヶ月目

には既に灰色化に至っていることから，それ以前

にリグニンの光酸化による濃色化とその後の雨水

による着色成分の流出が起きていたと考えられ

る。図 3において， 6ヶ月目に無塗装試験体の a*

の値が若干高くなりその後低下しているのは，こ

の現象を反映しているかもしれない。また，無処

理無塗装材の場合， L*とがが暴露12ヶ月目まで

屋外暴露

期間（月）
Duration 無処理 難燃処理

of outdoor Untreated Treated 
exposure 無塗装 無塗装
(month) Uncoated Uncoated 

無処理 難燃処理
Untreated Treated 

① ① 

無処理 難燃処理
Untreated Treated 

② ② 

無処理 難燃処理

Untreated Treated 
③ ③ 

無処理 難燃処理
Untreated Treated 

④ ④ 

゜

12 

24 

36 

48 

図2 無処理試験体と難燃処理試験体の屋外暴露による外観変化

Fig. 2 Changes in appearance of untreated and fire-retardant-treated specimens during outdoor 
exposure. 
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図3 無処理試験体と難燃処理試験体の屋外暴露試験における色調パラメータの変化

塗装の種類：◇①，口②，△③， 0④， X無塗装（表 1参照）

Fig. 3 Changes in color parameters of untreated and fire-retardant-treated speci-

mens during outdoor exposure. 

Types of coatings: ◇①, 口②，△③， 0④， xuncoated (see Table 1) 

に顕著に低下し，その後は変化が少なくなってお

り，上述の12ヶ月目までの灰色化とそれ以降の緩

やかな変化と一致している。

難燃処理無塗装材については， 12ヶ月目の写真

で濃色化 24ヶ月目以降は一部淡色化が見られる

ものの，無処理材のような灰色化は認められない。

図3の色調パラメータの変化を見ると， L*の値

は暴露6ヶ月で一旦低下しているが， 12ヶ月目以

降は上昇している。ぶ， b*については， 6ヶ月

目に若干高くなるが， 12ヶ月から60ヶ月の間で大

きな変化は無く， 60ヶ月目でも暴露前とほぽ同じ

値であった。このように外観及び色調パラメータ
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の変化が無処理無塗装材と異なる原因として，木

材表層にあった難燃薬剤が木材の着色成分の光酸

化に影響を及ぼしたとともに着色成分の溶出やカ

ビ等の付着を抑制した可能性や，難燃薬剤自体に

紫外線等の気象因子による何らかの変化が起こ

り，その結果灰色化が抑制された可能性が考えら

れる。今回難燃処理に使用した薬剤の主成分はリ

ン酸グアニジンであったが，グアニジンはアニオ

ンUV硬化技術における光塩基発生剤（紫外線の

照射によって塩基（アニオン）を発生するもの）

としても利用されており叫このような光による

変化が影響した可能性もある。詳細については別

途検討する必要がある。

塗装①，②, ③については，図 2の写真では暴

露期間中における変化や難燃処理の有無による違

いは顕著でない。図 3を見ると，塗装①，②につ

いては暴露期間の経過とともに L*は若干上昇し，

ぶ， b*は低下している。また，どちらの塗装でも，

難燃処理材の方が無処理材よりも暴露前と60ヶ月

後の L*,a*, b*の値の差が小さい。無処理材で

は暴露期間の経過とともに徐々に気象因子による

変色が起こったが，難燃処理材ではこうした変色

が難燃薬剤によってある程度抑制されたと考えら

れる。塗装③では，暴露期間の経過とともに若干

b*が低下しているが， L*, a*はほとんど変わらず，

難燃処理の有無による差もほとんど認められな

い。塗装③は隠蔽・着色タイプであるため，塗膜

に欠陥が無ければ木材素地の色が外観に反映され

ず，暴露開始前の時点で難燃処理の有無による色

の違いが認められなかった。その後暴露60ヶ月

を経ても塗膜の劣化がほとんど起きなかったた

め，難燃処理の有無による違いが明瞭でなかった

と推察される。

塗装④を施した試験体の外観については無処

理の場合12ヶ月目の写真で濃色化が観察でき，以

降は若干変色しているように見受けられる。図 3

においては，無処理材に塗装④を施した場合， 12

ヶ月目までにじが低下， a*,b*は増加し，以降

はb*のみ若干低下しているが， L*, a*はほとん

ど変化が無い。塗装④はクリア系であるため，塗

膜を通してリグニンと抽出成分が光酸化されて濃

色化が起きたと考えられる。ただし，塗膜で保護

されているため濃色化の時期が無処理無塗装材よ
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りも遅く，また着色成分の溶出による淡色化やカ

ビ等の付着による灰色化が起こらなかったと考え

られる。 24ヶ月目以降の写真では，端部（試験体

の角部）で塗膜欠陥が発生し，この部分で淡色化・

灰色化が進行していることがわかる。

難燃処理材に塗装④を施した試験体でも， 12ヶ

月目の写真では濃色化が観察でき，以降は若干変

色しているように見えるが無処理材に塗装④を

施した試験体とは色合いが異なる。難燃処理材に

塗装④を施した試験体の色合いは，難燃処理無塗

装材に近いが，これより若干明るい色に見える。

図3を見ると，難燃処理材に塗装④を施した試験

体のじ，ぶ， b*の変化は，いずれも難燃処理無

塗装材と似ているが， L*がやや高い値で推移し

ており，このため難燃処理無塗装材よりも若干明

るい色に見えると考えられる。難燃処理材に塗装

④を施した場合難燃処理無塗装材と同様に，前

述のような難燃薬剤による何らかの変色への影響

があったが，塗膜で覆われていたことが，難燃処

理無塗装材と比べて L*がやや高い値となった原

因と考えられる。詳細については，更なる検討が

必要である。

このように，今回行った難燃薬剤処理は，塗装

しない場合やクリア系塗装のように木材素地が見

える塗装を施した場合は，ある程度濃色化するも

のの60ヶ月の屋外暴露を経ても無処理材のような

灰色化には至らず，また着色系塗装を行った場合

でも，変色がほとんど起こらなかった隠蔽形塗装

以外では変色が抑制されることが明らかになっ

た。

4. まとめ

リン酸グアニジンを主成分とする難燃薬剤に溶

脱を抑制する目的でフェノール系の添加剤等を加

えて改良した難燃薬剤をスギ辺材に注入し， 4種

類の塗装を施し， 60ヶ月の屋外暴露試験に供して

色調の変化を検討した。塗装は，①：油性・含浸．

半透明（茶色系），②：油性・半造膜・半透明（茶

色系），③ : 油性・造膜•隠蔽（白色系），④ : 油

性・造膜・透明（クリア系）の 4種類であった。

塗装③を施した試験体では暴露期間全体を通して

色差の変化が小さく，無処理材と難燃処理材の間

に顕著な違いは認められなかった。難燃処理後に
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塗装④を施した材と無塗装材では，ある程度濃色

化するものの60ヶ月の屋外暴露を経ても難燃処理

を行わなかった場合のような灰色化には至らず，

さらに塗装①，②を施した場合でも難燃処理によ

る変色抑制効果が示された。
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