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』r資料』■r

地域材を用いたフェノール樹脂含浸処理による

　　　　高耐久性エクステリア部材の開発＊1

荘保伸
＊2

多

1．はじめに

　公共施設等のエクステリアに木製品の使用が増

加しているが，その多くはイペやウリンなどの熱

帯産高耐久性樹種が多いのが現状である。また，

ウッドデッキでは割れや反り，ささくれ，変色等

が発生し，腐朽しなくてもこれらがクレームや取

替えの原因となることが多い。これまで，越井木

材工業㈱では，木材の耐生物劣化性並びに寸法安

定性を向上させることを目的に，ニュージーラン

ド産及びチリ産ラジアタパインのロータリー単板

に水溶性で分子量の低いフェノール樹脂初期縮合

物（以下PFという）を減圧注入し，乾燥させた後，

これを積層接着させた樹脂含浸木製品（マクセラ

ムPL）を開発した。PF樹脂を固形分として質量増

加率が約20％となるように注入することで，腐朽

菌やイエシロアリに対して高い抵抗性が認められ

ることがこれまでの試験で明らかになってお

り2），実際に施工後10年以上経過した物件におい

ても，腐朽やシロアリによる被害は全く発生して

おらず，高い耐久性が実証されている3）。

　これらの技術をもとに，需要拡大が求められて

いるスギやカラマツ等の国産地域材によるデッキ

材を中心としたエクステリア用高耐久性部材の開

発を検討した。デッキ材表面には硬さや耐磨耗性

が求められるため，表面材にカラマッ単板を用い，

中板にスギ単板を使った厚さ27㎜の合板を製造

した。本研究では，PF樹脂を注入したスギ材及び

カラマツ材の防腐性能，接着性能，及びこれを床

材に使用したウッドデッキと水平設置した試験体

の屋外暴露2年問による耐候性について評価した。

2、試験方法

2．1　樹脂含浸処理デッキ材の製造

　単板は厚さ3．2㎜，幅910mm，長さ1900mmの北

海道・美瑛産カラマツ　（Lα航たα8溺癖7’Ca皿iere）

と厚さ3．2mm，幅960mm，長さ960mmの宮崎産ス

ギ（Cημo膨7’α1叩oη’cαD．Don）の各ロータリー

単板を用いた。これに20％濃度の水溶性低分子PF

樹脂を0．07Mpa，30分間減圧注入し，24時間養生さ

せた後，蒸気式乾燥機で含水率が8％以下になる

まで人工乾燥を行った。これら乾燥単板を厚さ27

mmの合板とするため，フェノール・ホルムアル

デヒド樹脂系接着剤で9プライに積層し，125℃，

LOMPaで40分問熱圧成形した。合板の構成は奇

数層をカラマッ単板，偶数層をスギ単板とした（図

1）。また，今回これを床材として用いたウッドデ

ッキを作成するため，幅を143mmに小割し，表面

研磨及び面取りを行った後，含浸型の木材保護塗

料で塗装を行った。

　PF樹脂の固形分による質量増加率を次式より

求め，表1に示した。

　固形分による質量増加率（％）＝（W、一W1）／

W1×C／100

　W1＝注入直前の単板の質量（kg）

カラマツ

単板

図1　27mm合板の単板構成

スギ単板

＊1　本研究の一部は，日本木材学会2006年度春期生物劣化研究会（2006年3月）において発表した。

＊2　越井木材工業株式会社
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　W2：注入直後の単板の質量（kg）

　C：フェノール樹脂水溶液の濃度（％）

2．2　試験項目及び方法

2．2．1　防腐試験

　PF樹脂処理したスギ単板を積層したもの（以

下，PF処理スギという）及び処理したカラマツ単

板を積層したもの（以下，PF処理カラマツという）

それぞれについて，JIS　K157！の室内腐朽試験を

行い，質量減少率を求めた。また，越井木材工業

㈱研究所内の腐朽槽でおこなったファンガスセ

ラー試験の10年後の被害度を，JIS　K15714．2の

腐朽度の判定基準に従い6段階の被害度に区分し

た。ファンガスセラー試験では，比較のためにイ

ペ（Tα加加如Ψp．），ジヤラ（E麗α卯薦spp．），セ

ランガンバツ（Sho76α3pp．），ウェスタンレッドシ

ダー（銑卿pZ’6磁D．Don）の素材を用いた。

2．2。2　接着性能

　2．1で製造した樹脂含浸カラマツ単板及びスギ

単板を交互に積層したもの（以下，PF処理カラマ

ッ・スギという）について，屋外における接着耐

久性を評価するため，構造用合板JASの接着力試

験を参考にした煮沸繰返し試験を行った後，引張

り試験を行った。試験片は9プライの積層材の表

裏面から単板を2層ずつ削り，5プライとした後

に引張り試験片の形状とした。試験片の形状を図

2に示す。この試験片を沸騰水中に4時問浸漬し，

100℃の乾燥機に入れて20時間乾燥させる処理を

1サイクルとして20サイクル繰返した後，引張り

せん断試験を行い，次式により接着強さを求めた。

また破壊面の木部破断率を目視によって求めた。

　せん断強さ（Mpa）；Ps／b×h

　Ps：最大荷重（N）

　b：試験片の幅（mm）

h：切込みと切込みの間隔（㎜）

2．2．3　耐候性評価

　東京都八王子市（高尾）にある㈱森林総合研究

所多摩森林科学園のチケット売り場前に，PF処理

カラマッ・スギをデッキ床材として用いて約54

Aタイプ

㎝一 ㎜｝一一

Bタイプ

m2のウッドデッキを施工した（写真1，2）。2005

年3月に完工し，2006年3月（1年経過）と2007

年2月（2年経過）に色差を測定した。測定は，

①人通りの多いところ，②人通りのやや多いとこ

ろ，③人通りのないところ，の3箇所について行

った。また割れの発生状況などについて目視調査

を行った。

　また，茨城県つくば市の㈱森林総合研究所の2

階建て事務棟屋上に，PF樹脂を含浸した従来のラ

ジアタパイン単板を積層したもの（以下，PF処理

ラジアタという），PF処理カラマツ・スギ，及び表

層にPF樹脂を含浸したカラマツ単板を用い内部

をACQ処理したカラマツ単板とスギ単板で積層

したもの（以下，ACQ処理カラマツ・スギとい

う），以上の3種類を水平に並べて暴露試験を行っ

た（写真3）。2005年1月に試験を開始し，以降1

ヶ月ごとに表面の色差及び含水率を測定した。な

お，コントロールとして含浸型木材保護塗料（油

性）で塗装したSPF，無処理SPF，無処理スギの色

写真1　PF処理スギ・カラマツを使ったデッキ

図2　引張り試験片の形状
写真2　デッキ床材表面

木材保存　Vol．33－3（2007）



一128一

差を測定した。また，水平暴露試験においては，

高周波式含水率計（ケット社製HM520）を用いて

経時的に表面含水率を測定した。

3．結果

3．1PF処理による単板への注入性

　スギ単板及びカラマツ単板それぞれについて，

PF樹脂処理による質量増加率の平均値を求め，表

1に示した。スギ単板の質量増加率は平均24％で

あったが，最小10％から最大40％と非常にバラツ

キが大きかった。これは単板中の心・辺材の割合

によって生じたと考えられる。一方，カラマッ単

板への含浸量は平均9％とスギの半分以下であ

り，最小7％から最大11％であった。カラマツは

薬剤の浸透性，注入性が著しく低いため，ロータ

リー単板にすることによって裏割れからの浸透に

よる注入性の改善を狙ったが，期待されたほどの

効果は見られなかった。

3．2　防腐性能

　PF処理スギ及びPF処理カラマツのJIS　K　l571

腐朽試験の結果を表2に示した。処理後の質量増

加率が20％であったPF処理スギは，褐色腐朽菌

のオオウズラタケおよび白色腐朽菌のカワラタケ

のいずれによる質量減少率も1％程度と高い防腐

性能を示したが，質量増加率10％のPF処理カラ

マツはオオウズラタケによる質量減少率が14～

18％であった1）。平均分子量170のフェノール樹

脂で処理した木材の場合，スギやベイッガ材では，

質量増加率10％で両腐朽菌による質量減少率は

3％以下となり腐朽が抑制されるが，ブナにおい

ては両腐朽菌による腐朽を抑制するためには20％

を必要とした。なお，平均分子量が300のフェノー

ル樹脂では，腐朽制御に必要な木材への注入量は

平均分子量170の樹脂よりも増加すると報告され

ている2）。

　ファンガスセラー試験の目視被害度の結果を表

表1　PF樹脂処理によるスギ及びカラ
　　マツ単板の質量増加率

　質量増加率

平均　　最小

（％）

　最大

スギ

カラマツ

24　　　10

9　　　7

40

11

表2　PF処理材と無処理材の防腐性能試験（室内試

　　験）の結果

樹種名

重量

増加率
（％）

供試菌名

質量

減少率
（％）

PF処理スギ 20 オオウズラタケ

カワラタケ 1
1PF処理カラマツ 10 オオウズラタケ

カワラタケ

14

2
無処理スギ 一 オオウズラタケ

カワラタケ

54

36

表3　ファンガスセラー試験
　　10年経過後の被害度

樹種名 被害度

イペ 3
ジヤラ 3
セランガンバッ 3
レツドシダー 5
PF処理スギ 1
PF処理カラマツ 5

3に示す。10年経過後の被害度はイペ，ジャラ，

セランガンバッ，レッドシダーがそれぞれ3，3，

3，5であったのに対し，PF処理スギは1，PF

処理カラマツは5であった。ウェスタンレッドシ

ダーは腐朽によって形が崩れており，高密度材の

イペ，ジゼラ，セランガンバツも部分的に激しい

腐朽が見られた。一方，PF処理スギは部分的に軽

微な腐朽は見られたもののほぼ健全な状態を保っ

ていた。しかし，PF処理カラマッはレッドシダー

と同様に腐朽により形状が崩れていた1）。

3．3　接着性能

　PF処理スギ・カラマツ合板の0，2，5，10，

20サイクル後のせん断強さ及び木部破断率を表4

に示す。乾湿サイクルが増加するに従いせん断強

度が低下する傾向がみられるが，20サイクル後も

JAS規格の基準値を上回る接着強度が確認され，

木破率も64～80％と高い値を示した。従来のラジ

アタパインを用いたデッキ床材も同様の結果が得

られており，この床材はこれまで屋外で10年以上

の接着耐久性が確認されていることから，本試験

で用いたデッキ床材についても同等の接着耐久性

が期待できると思われる。

3．4耐候性

　多摩森林科学園に設置したデッキ材の2年間の

木材保存　VoL33－3（2007）
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　　　　　　　表4　PF処理スギ・カラマツ合板の煮沸繰返し後の引張り試験の結果

①切り込みがAのタイプ　　　　　　②切り込みがBのタイプ

　　　　　　　平均引張り
　　　　　　　　　　　　　　　平均
連続煮沸回数　　せん断強さ
　　　　　　　　　　　　　木破率（％）
　　　　　　　　（Mpa）

　　　　　　　平均引張り
連続煮沸回数　　せん断強さ

　　　　　　　　（Mpa）

　平均
木破率（％）

0サイクル
2サイクル
5サイクル
10サイクル

20サイクル

1．1

0．9

0．9

0．8

0。6

lOO

100

98

92

64

0サイクル
2サイクル
5サイクル
！0サイクル

20サイクル

1．4

1．2

1．1

1．3

1．1

84

88

82

86

80

色差変化（∠E＊）を図3に示す。人通りの多いと

ころ，人通りのやや多いところ，人通りのないと

ころのいずれの箇所においても暴露1年で大きな

変色を示し，特に人通りが多い箇所ほど色差が大

きくなる傾向が見られた。2年目もこの傾向は変

わらず，さらに大きな変色を示したが，明度　（L＊）

と彩度（a＊＋b＊）はそれぞれ若干異なる変化を示

した。すなわち，人通りの多いところは彩度が，

人通りのないところは明度がより低下する傾向が

見られた（図4，5）。これは，人通りが多いとこ

ろは歩行者によって塗装した塗料が早期になくな

って灰色化が進み，人通りがないところは人が歩

かないので塵やほこりが表面に付着したためと思

われる。目視による調査では，デッキ表面は全体

的に塗装した塗料はほぼはく離して退色し，さら

に歩行者が多い箇所は塗料がなくなり灰色化が進

行していた。また，割れが多く発生し，裏割れが

発達して表面割れが目立つものや，早材と晩材と

の境目で晩材部がはく離するものが認められた。

従来のラジアタパイン単板による樹脂処理したデ

ッキ材においては，屋外使用においてもほとんど

表面割れが発生していないことから，これは早晩

材の密度差が大きいカラマッ材を用いたことが原

因の一つと考えられる。更に，PF樹脂の含浸が早

晩材で不均一であった可能性も考えられる。割れ

が更に進行する場合には，近い将来にメンテナン

スが必要と思われる。

　次に，森林総合研究所の屋上における水平暴露

による各種試験体の色差（∠E＊）及び明度（L＊），

彩度（a＊＋b＊）を図6，7，8に示す。暴露24ヶ月

後における色差は無塗装SPFが最も大きく，次い

でPF処理ラジアタ＞PF処理カラマツ・スギ＞無

塗装スギ＞ACQ処理カラマツ・スギ＞塗装SPF

であった。無塗装のSPF及びスギは暴露12ヶ月ま

で色差が増大した。一方，PF処理ラジアタ，PF

処理カラマツ・スギ，ACQ処理カラマツ・スギ，

塗装SPFは暴露6ヶ月までに急激に変色し，その

後はほぼ横ばいとなった。彩度は，いずれの材料

も暴露6ヵ月まで大きく低下し灰色化が進んだ。

PF処理ラジアタパイン，PF処理カラマツ・スギ，

ACQ処理カラマツ・スギについては無処理材の

ような灰色化ではなく，フェノール樹脂が退色化

したことにより生じた変色と思われる。

　図9に各種試験体の含水率変化を示す。PF処理

　35

　30

（25
白
ヨ20

纈15
梱10

　5

　0
　　　人通り無し　人通りやや多い　人通り多い

図3　多摩森林科学園のデッキ材の色差変化（∠E＊）
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図5　多摩森林科学園のデッキ材の色差変化
　　　（彩度l　a＊十b＊）
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図6　各種の水平暴露試験体の色差変化（∠E＊）

注）一←PF処理ラジアタ　　　ー轍一PF処理スギ・カラマツ

　ー▲一ACQ処理スギ・カラマツ　→←無処理スギ

　→ξ一市販含浸型塗料（ラ朴オー一ク）油性

　争無塗装SPF
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図7　各種の水平暴露試験体の色差変化（L＊）

注）凡例は図6に同じ。
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図8　各種の水平暴露試験体の色差変化（a＊＋b＊）

注）凡例は図6に同じ。
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図9　各種の水平暴露試験体の含水率変化

ラジアタパインとPF処理カラマツ・スギは全て

の単板をPF樹脂で処理しているため，水分の吸

収が抑えられ，低い含水率に保たれていたが，無

処理スギやACQ処理スギ，ACQ処理カラマツ・

スギは高い含水率及び大きな含水率変動を示し

た。ACQ処理カラマツ・スギについては，表層の

単板はPF樹脂で処理をしているが内部の単板が

樹脂処理されていないため，無処理スギ，ACQ

処理スギと同様に水分を吸収し，含水率の変化が

大きくなったと考えられる。

4．まとめ

　スギとカラマッのロータリー単板に水溶性の低

分子PF樹月旨を注入し，交互に積層した厚さ27㎜

の9プライ合板を製造し，エクステリア用デッキ

床材として実用化の検討を行った。
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　PF樹脂の含浸による質量増加率はスギ単板が

平均24％であったのに対し，カラマツ単板は平均

g％とスギの半分以下であり，単板にすることに

より期待されたカラマツの注入性の改善は見られ

なかった。JIS　K1571の室内腐朽試験による質量

減少率では，PF処理スギがオオウズラタケ，カワ

ラタケのいずれによる試験においても1％程度で

あったが，PF処理カラマツはオオウズラタケによ

る質量減少率が14～18％であった。また，10年間

のファンガスセラー試験における被害度は，イペ，

ジャラ，セランガンバツなどの高密度材が3であ

ったのに対し，PF処理スギが1と高い耐朽性を示

したが，PF処理カラマツはレッドシダーと同じ5

で効果がなかった。PF処理カラマツ・スギの接着

性能については，煮沸繰返し試験後の引張り試験

の結果においてJAS規格の基準値を上回り，現行

のラジアタパインを使ったデッキ材と同等の接着

性能が確認された。耐候性については，実際に使

用しているデッキ材及び屋上での水平暴露試験の

いずれにおいても暴露2年でフェノール樹脂の退

色と思われる変色が進行した。また，表層にカラ

マツ単板を用いたデッキ材に表面割れや晩材部が

はく離するものが見られ，カラマツ材の早晩材の

密度差による影響やPF樹脂の含浸が不均一であ

った可能性が考えられた。含水率変化については，

全ての単板をPF樹脂で処理したものは，無処理

のスギなどに比べて水分の吸収が抑えられ低い含

水率に保たれていた。
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