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....，研究論文 a・v

フタル化木材の耐朽性と耐蟻性

永j畢葉子*1司小太]J理恵*1司;長谷 栄ぺ 羽生直人ホl

Decay and termite resistance of phthaloylated wood 

Yoko NAGASAWA*l， Rie KODACHI*l， Sakae SHillUTANI*2， Naoto HABU*l 

Sugi， (Japan回 ecedar， Cryptomeria japonica D. Don) sapwood blocks w巴rechernically modified 

by the reaction with phthalic anhydride and their biological durability was investigated in compari-

son with acetylated wood. Fungal decay test using the brown-rot fungus Fomitopsis palustris and 

the white-rot fungus Trametes versicolor revealed that phthaloylated wood has higher durability at 

lower extent of hydroxyl substitution than acetylated wood， which was remarkable especially 

against the brown-rot decay. To evaluate the molecular structural characteristics necessary to pro-

vide such high resistance， wood samples chernically modified with several acid hydrides having 

similar structures to phthalic anhydride were prepared and su同ectedto decay test. The results 

showed that trimellitic anhydride provided the durability comparable to phthalic anhydride， but nei-

ther benzoic nor cis-l， 2-cyclohexanedicarboxilic anhydrides did， indicating that such high durabil-

ity as found for phthaloylated wood is specific to the chernically modified wood with substiuents 

caπying aromatic carboxylic acids. Terrnite feeding test of phthaloylated wood also resulted in出e

higher resistance than acetylated wood. 

Key words : chernical modification， phthalic anhydride， phthaloylated wood， fungal durability， 

ternute 

スギ辺材を無水フタル酸で化学修飾することによって得られたフタル化木材の耐朽性と耐

蟻性を，アセチル化木材と比較しながら評価した。褐色腐朽菌オオウズラタケと白色腐朽菌

カワラタケによる腐朽試験の結果，フタル化木材は，アセチル化木材よりも軽度な置換基導

入で，高い耐朽性を示すことが明 らかとなり ，その効果は特にオオウズラタケに対して顕著

であった。このような高い耐朽性を付与するのに必要な置換基の分子構造の特徴を調べるた

めに，フタル基と類似の構造を有する化学修飾木材を調製し，それらの耐朽性を調べた。そ

* 1 宇都宮大学農学部 Department of Bioproductive Science， Utsunomiya University 
*2 秋田県立大学木材高度加工研究所 Institute of Wood Technology， Akita PrefecturaJ University 
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の結果，無水トリメリト酸がフタル化に匹敵する高い耐朽性を付与したのに対して，無水安

息香酸や cis-1，2-シクロヘキサンジカルボン酸無水物では，顕著な耐朽性が得られることは

なく，フタル化木材に認められたような高い耐朽性は，芳香族カルボキシル基を有する置換

基を導入した化学修飾木材に特異的であることが示された。また，耐蟻性についても，フタ

ル化木材はアセチル化木材よりも高い抵抗性を有しているという結果が得られた。

1 .緒 盲

木材の主要成分であるセルロース，へミセル

ロース，およびリ グニンの分子中には，水酸基が

豊富に存在している。木材の化学修飾は，これら

水酸基の反応性を利用して化学反応を行なうこと

により木材成分の分子構造を変化させるものであ

り，これによ って，木材の物理的諸性質を改善 ・

向上できることから多くの研究が報告されて

いる 1-6)。一方，木材を化学修飾すると，耐朽性

や耐蟻性などの生物劣化抵抗性が向上するた

め7，8) 銅などの重金属を使わない木材防腐・防

蟻処理技術のーっ としても注目を集めてきた。

化学修飾木材の生物劣化抵抗性について最も良

く研究されているのは，無水酢酸との反応によ っ

て得られるアセチル化木材である。アセチル化に

よって褐色腐朽，白色腐朽，および軟腐朽，さら

にはシロア リに対する抵抗性が向上することが数

多く報告されている ト15)。一般に，白色腐朽では

アセチル基導入による質量増加率が約10%を超え

ると腐朽を阻止できること，これに対して褐色腐

朽を回止するためには，質量増加率17~20%程度

のアセチル基導入が必要であることなどが知られ

ている。また，無水酢酸以外の酸無水物によるエ

ステル化12，16，17) やイソシアネートによる化学修

飾山9)による耐朽性の向上についても検討がなさ

れている。

これらの化学修飾による耐朽性向上の理由とし

て， i)木材成分の分子構造が変化することで，

菌の産生する分解酵素がそれらを基質として認

識 ・反応できなくなることや， ii)木材細胞壁中

の親水性の水酸基に疎水性置換基を導入して含水

率を低下させることによって菌の生育環境を悪化

させていることなどが提案されている。このよう

な背景もあり，これまで検討されている化学修飾

の多くは，疎水性置換基の導入に関するものであ

り，親水性置換基導入についてはあまり注目され

てこなかった。

本研究では，木材腐朽菌の生育培地に，親水性

のカルボキシル基を有するフタル酸を添加する

と，菌の成長が阻害されることに着目した。とこ

ろが，フタル酸は木材中での定着性が低く，木材

にフタル酸を注入しでも水中で容易に溶脱してし

まうため，木材中への定着性を高める必要があっ

た。そこで無水フタル酸を木材に反応させて，エ

ステル結合によってフタル酸を木材中に固定化さ

せたフタル化木材を調製し その耐朽性および耐

蟻性をアセチル化木材と比較しながら評価した。

2. 実験方法

2. 1試料

木材試料には，スギ (Cη'ptomeriajaponica D. 

Don)辺材を用いた。木材試料寸法は，20mmX20

mmXlOmm (接線方向×放射方向×繊維方向)と

した他，耐蟻性試験用には10mmX 10 mmX 10 mm 

のものを使用した。木材試料は使用前に， 105
0

Cで

24時間乾燥した後に，それぞれの質量を測定した

(Mo)。

ピリジンは和光純薬怖から購入し，予め少量の

水酸化ナトリウムを加えて脱水してから使用し

た。1，2シクロヘキサンジカルボン酸無水物は和

光純薬怖から，その他の薬品類は特に断らない限

り関東化学(械から購入し，そのまま使用した。

2.2 化学修飾木材の調製

ピリジン196gに，所定濃度となるように各反応

試薬を混合し，反応溶液を調製した。本実験で使

用した反応試薬と得られる化学修飾木材の構造を

図 lに示した。また，化学修飾の程度が異なる試

料を得るために，反応試薬濃度は表 lにあるよう

にO.20~2 . 00 mol/kgの範囲で選択した。
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反応溶液に木材試料を加え，減圧下(約0.08

MPa)で2時間含浸した後， 1l5
0

Cに加熱した油浴

上で 2時間還流を行なうことでエステル化反応を

進行させた。なお，反応試薬に無水トリメリト酸

を用いた場合は，反応時間を 4時間とした。反応

終了後，木材試料を取り出し，ピリジンと未反応

試薬を除去するために，アセ トンに浸漬し，75
0

C 

の油浴上で 1時間還流を行なう操作を 2回繰り返

した。その後，アセトンでソックスレー抽出を20

~30時間行ない，さらに木材試料体積の約20倍量

の蒸留水に浸漬し， 12時間ごとに水交換を繰り返

して 7日間洗浄を行なった。得られた木材試料は，

105
0

Cで24時間真空乾燥後，質量を測定した (M1)。

- 15 

化学修飾の程度を評価する指標には，一般に質

量増加率(もしくは重量増加率)が多用されてい

る。しかしながら，本研究では結合させる置換基

の分子量に大きな差があるため，化学修飾によっ

て木材試料の単位質量あたり何 molの置換基が

結合したかを示す「水酸基置換量j もあわせて用

いた2ヘ 質量増加率及び水酸基置換量は，次式に

より算出した。

質量増加率(%) ((Ml -Mo)/Mo) X100 

水酸基置換量 (mmol/g)= (質量増加率/結合し

た置換基の分子量) x10 

Mo化学修飾前の木材試料質量 (g)，M1 :化学

修飾後の木材試料質量 (g)

無水酢酸

Hぺi + HO4Wood 3C-C→Wood Acetic anhydride ' 11 
ト'hC O 

無水フタル酸 工〉 +叫 Wood d f;¥w∞d 
ー

Phthalic anhydride 

無水トリメリト酷J¥/d、、件戸¥/4Jt 
Trimellitic a -グトWood

HOOC 

HOO 

。-HW剛|無水安息香酸 ¥ミ，./

〉+叫 Wood
，. 

Benzoic anhydride /"、

cisーし2ーシクロヘキサン C点 。+山| d f;:W叫

ジカルボン酸無水物

ー
cis・1，2・Cyclohexane-
dicarboxylic anhydride 

O 

4少O 

無水コハク酸 T +叫 W叫
ー

HOOCー C同 CH2-C→Wood
Succinic anhydride 11 

O 

図 1 化学修飾試薬の構造と得られる化学修飾木材

Fig. 1 Molecular structures of modifying chemicals and resultant modified wood. 
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表 1 化学修飾に使用した試薬濃度と得られた化学修飾木材試料

Table 1 Molar concentrations of modifying chemicals and achieved modified wood samples. 

反応試薬

Modifying chemicals 

反応試薬濃度 (moI/kg) 質量増加率(%) 水酸基置換量(町noI/g)

Molar concentrations of Mass percentage gain (%) Hydroxyl substitution 

modifying chemicals (mmoI/g) 

(moI/kg) 

0.20 1.9 0.44 

0.25 2.3 0.55 

0.50 6.0 1. 39 

0.75 11. 4 2.64 

1. 00 14.6 3.40 

1. 50 18.6 4.32 

2.00 22.8 5.43 

0.20 4.5 0.30 
0.25 9.9 0.67 

0.50 14.5 0.98 

o. 75 18.3 1. 24 

1. 00 30.4 2.05 

1. 50 46.9 3.16 

0.25 4.9 0.26 

0.50 16.5 0.86 

o. 75 15.0 o. 78 

1. 00 21. 1 1.10 

1. 50 29.1 1. 52 

0.20 3.6 0.35 

0.25 7.2 0.69 

0.50 11. 6 1.11 

0.75 15.2 1. 46 

1. 00 17.9 1.71 

1. 50 21.8 2.10 

2.00 26.4 2.54 

0.20 6.3 0.41 

0.25 9.8 0.64 

0.50 25.6 1. 66 

0.75 28. 7 1. 86 

1. 00 34.3 2.22 

1. 50 44.6 2.89 

0.25 8.8 0.88 

0.50 16.4 1. 64 

o. 75 28.1 2.81 

1. 00 32.4 3.24 

1. 50 40.7 4.07 

無水酢酸

Acetic anhydride 

無水フタル酸

Phthalic anhydride 

無水トリメリト酸事

Trimellitic anhydride傘

無水安息香酸

B巴nzoicanhydride 

cis-1，2-シクロヘキサン

ジカルボン酸無水物

cis-1，2-
CycIohexanedicarboxylic 

anhydride 

E
 

A
U
 

-n 

酸

別

均
ノ

-n
先
日戸

、、
ノ

C

コ
m

し
K
内

P
LV

J
川
心

nlv

鑑…

h

事 4時間反応、 . reacted for 4 h. 

2.3 溶脱試験

溶脱試験は JISK 1571 -19981木材防腐剤の性能

基準及び試験方法jに準じて行なった。木材試料

を試料体積の20倍量の蒸留水中に沈め，マグネチ

ックスターラで撹持しながら25
0

Cで8時間溶脱さ

せた後， 60
0

Cで16時間乾燥させる操作を 1サイク

ルとし，これを10回繰 り返し，各サイクル毎に試

料の質量変化を測定した。

2.4 耐朽性試験

耐朽性試験は JISK 1571 -19981木材防腐剤の性

能基準及び試験方法Jを一部改変した方法で行な

った。供試菌には褐色腐朽菌オオウズラタケ (Fo-

mitopsis palustris (Berk.巴tCu此.)G出 n.&Ryv. 

FFPRI 0507)および白色腐朽菌カワラタケ (Tra-

metes versicolor (L. : Fr.) Pilat FFPRI 1030)を使

用した。培養瓶は，底面積約64cmヘ全容積約800

木材保存 Vol. 34-1 (2008) 



mLの円筒形の広口容器を使用し，これに80mL

の培養液 (グルコース (4.0%)，ペプ トン(0.3%)，

麦芽抽出物(1.5%)，pH 5.8)と250gの石英砂を

加えて，植菌した。菌糸が培地表面を覆うまで

26"C ，相対湿度約70%で1O~ 14 日間培養した後，

各培養瓶に木材試料を 3個ずつ設置し，上記条件

で12週間静置培養 した。各条件あたり培養瓶 2本

ずつ試験を行な った。培養終了後，木材試料を培

養瓶から取り出し，菌糸などの表面付着物を取り

除き ，室温で約24時間風乾後，さらに105
0

Cで24時

間乾燥して質量を測定した (M2)。次式によ って質

量減少率を算出し，耐朽性を評価 した。

質量減少率 (%) ((M1-M2)/M1) x100 

M1 腐朽試験前の木材試料質量 (g)，M 2 :腐朽

試験後の木材試料質量 (g)

2.5 耐蟻性試験

耐蟻性の評価は，ヤマ トシロアリ (Reticulitermes

speratus)を用いた強制摂食試験によって行なっ

た。木片試料は，寸法を10mrnX 10 mrnX 10 mmと

した以外は，耐朽性試験の場合と同様に調製した。

シロア リは秋田県立大学内の松林から採取したも

のを使用した。

プラスチック製の試験容器(約100mL)の底に

空けた直径15mrnの穴に湿った脱脂綿を置き，そ

の上に厚さ 15mmに石膏を流し込み，さらに厚さ

10mmとなるように砂で表面を覆った。砂上に置

いたプラスチ ック製の皿の上に木材試料 1個を設

置し，試験容器に100頭の職蟻を入れ， 3週間の強

制摂食を行な った。試験終了後，木材試料を取り

出し，乾燥後の質量を測定するとともに，生存シ

ロアリ数を測定した。繰り返し回数は各条件につ

き5回とした。

3.結果と考察

3. 1 フタル酸の抗菌性

フタル酸の抗菌性を調べるために，ポテトデキ

ス トロース寒天培地 (ポテ ト抽出物 (0.4%)グル

コース (2.0%)，寒天(1.5%)，pH 6.0)に 3

~ 1O%の濃度となるようフタ ル酸カリウムを添加

し，オオウズラタケおよびカワラタケをそれぞれ

接種して菌糸の成長を観察した。その結果，図2

に示すように，フタル酸添加によって，菌糸の成

長が濃度依存的に阻害されることが認められた。

- 17 -

フタル酸およびその関連化合物であるフタル酸モ

ノメチルとフタル酸ジメチルをそれぞれスギ辺材

に注入し，それらの耐朽性を調べたところ，約 1

mrnol/gの注入で，オオウズラタケに よる腐朽を

阻止することができた。 しかしながら，これらの

薬剤の木材への定着性は低く ，JIS規格 (K1571-

1998)に準じた溶脱処理を行なうと，図 3に示し

たよう に，注入したフタル酸類は容易に溶出して

しまい，処理後にはほとんど木材中に残存してい

Control 3% 5% 10% 

(A) 
r， 司阪温・曹司睡己. 房温・・. ':\'\， I団・・・II~~ I

E 量、冒齢箇掴..司・a・.u ・・・a，.~ ，1 1

・・・F 可___  ft・~司晴嵐 宅、 ~ '''-園田岡田曹司.，r~~

E 轟 ，，)¥，')I.-:r，雪量a.門(8) 

26
0

Cで10日間培養
Incubated at 26

0

C for 10 days 

図2 フタル酸添加による菌の成長国害

(A)オオウズラタケ司 (8)カワラタケ

Fig. 2 Inhibition of fungal growth by the addition of 

phthalic acid. 

(A) Fomitopsis palustris， 

(8) Trametes versicolor 
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一
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』

ωZυ
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刀
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。
江

(次
)
M
W

祉
部

O 

O 2 4 6 8 10 

溶脱処理回数 (回)
Leaching treatment (cycles) 

-・-フタル化Modified with phthalic anhydride 

一。ー フタル酸注入
Impregnated with phthalic acid 

一合一 フタル酸モノ メチル注入
Impregnated with methyl phthalate 

-0-- フタル酸ジメ チル注入
Impregnated with dimethyl phthalate 

図3 化学修飾および注入木材の溶脱処理

Fig. 3 Leaching treatment of chemically modified 

and impregnated wood samples. 
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なかった。そこで，フタル酸を木材成分の水酸基

にエステル結合で固定化することで定着性を高め

ることができると考え，無水フタル酸と木材とを

反応させてフタル化木材を調製した。

3.2 化学修飾木材の調製

ピリジン中で，種々の濃度の各種酸無水物を木

材と反応させて，フタル化木材をはじめとする各

種化学修飾木材を調製した (表 lおよび図 1)。い

ず、れの酸無水物においても，使用した酸無水物の

濃度が高いほど，多くの置換基が木材に導入され

る傾向が認められた。一方，異なる酸無水物で比

較すると，最も高い質量増加率が得られたのは，

無水フタル酸 (1.5 moI/kg)によるフタル化木材の

約47%で，同じモル濃度の無水酢酸で反応したア

セチル化木材 (約19%)の2倍以上に達した。し

かしながら，置換基の分子量を考慮した水酸基置

換量で比較すると，前者は3.2mmoI/g，後者は4.3

mmoI/gとなり，無水酢酸の方が，木材中の水酸基

をより効率的にエステル化していた。他の酸無水

物では，無水コハク酸が無水酢酸と同程度のエス

テル化を示したのに対し， 1，2-シクロヘキサンジ

カルボン酸無水物および無水安息香酸は，無水フ

タル酸と同程度であった。これらは反応試薬の嵩

高さなどによる反応性の違いが影響したものと考

えられる。また，無水トリメリト酸では， 置換基

導入量が低い傾向が認められたため，反応時間を

2時聞から 4時間に延長したにもかかわらず，

1.5 mmoI/gを大きく超える試料は調製できなか

った。無水トリメリト酸のピリジンへの溶解性の

低さも要因の一つになったと思われる。

得られた化学修飾木材は， 2.2で述べたように，

未反応物やピリジンなどを除去するための洗浄過

程で水への浸漬処理を経ているが，フタル化木材

について改めて JISで規定されている溶脱処理を

行なった。その結果，図 3に示すように，僅かな

がら質量変化が認められたものの，フタル酸類を

注入した場合との差異は明瞭であり，明らかに木

材中への定着性が向上していることが確認され

た。

3.3 フタル化木材の耐朽性

無水フタル酸を反応させて調製したフタル化木

材を，褐色腐朽菌オオウズラタケおよび白色腐朽

菌カワラタケを用いた腐朽試験に供し，その耐朽

性をアセチル化木材と比較評価した。なお，無処

理材 (コントロ ール)の腐朽試験後の平均質量減

少率は，オオウズラタケで約59%，カワラタケで

約31%であり ，JIS規格の菌の活力判断基準を満

たしていた。

アー
ハYl-

T

〈
〉
ム。

10 20 30 40 50 
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Mass percentage gain (%) 

図4 褐色腐朽菌オオウズラタケに12週間暴露したアセチル化 (0)およびフタル化 (e)木材の質量減少率
腐朽による質量減少率を水酸基置換量 (A)および質量増加率 (8)に対してプロ ット。
エラーバーは標準偏差を示す。

Fig. 4 Mass losses in acetylated (0) and phthaloylated (・)wood samples exposed to a brown-rot fungus 

Fomitopsis palustris for 12 weeks. Mass losses are plo社edas a function of hydroxyl substitution (A) and 

mass percentage gain (8)， respectively. Error bar indicates standard deviations. 
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図4に，フタル化およびアセチル化木材の褐色

腐朽菌オオウズラタケによる腐朽試験後の質量減

少率を，水酸基置換量 (A)および質量増加率 (B)

に対してプロ ットした結果を示す。アセチル化の

場合， i腐朽しない」と判断される質量減少率 3%

未満を達成するためには，約20%より高い質量増

加率が必要であり (図4(B))，これは既報の文献

値とほぼ一致していた10.1九 これに対してフタル

化では，約10%の質量増加率で腐朽を完全に阻止

した。フタル化木材の耐朽性の高さは，水酸基置

換量を指標とした場合 (図4(A)) に，より明確に

認められた。アセチル化では，腐朽を抑えるため

に5mmo1/gより多くのアセチル基導入を必要と

していたのに対し，フタル化では約0.7mmo1/g 

とアセチル化の約 1/7以下の僅かな置換基導入

で腐朽を阻止することができた。このように，フ

タル化はアセチル化よりも軽度の置換基導入で高

い耐朽性を得られることが明らかであった。

一方，白色腐朽菌カワラタケの場合，水酸基置

換量を指標 (図5(A)) としてフタル化とアセチ

ル化を比較すると，フタル化では0.7mmo1/gの置

換基導入で腐朽を完全に抑えることができたのに

対し，アセチル化では置換量0.6mmo1/gで10.8%，

1.6 mmo1/gでも 5.6%の質量減少があり，質量減
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少率 3%未満を達成するためには約 2mmo1/gよ

り多くの置換基導入が必要であった。このように

フタル化木材は，カワラタケに対しても ，アセチ

ル化木材よりも高い耐朽性を示すことが認められ

た。しかしなカfら，カワラタケでLは，オオウズラ

タケの場合と異なり，アセチル化でも比較的軽度

な化学修飾で高い耐朽性が得られるため，フタル

化との差異はあまり顕著とは言えず， 質量増加率

との関係 (図 5(B))で見ると，明瞭な差異は認め

にくかった。

以上のように，フタル化木材は，アセチル化木

材と比較して，少ない置換基導入で高い耐朽性を

有しており，その効果は特にオオウズラタケに対

して顕著であった。一般に，アセチル化をはじめ

とする木材の化学修飾による耐朽性向上の理由の

ーっとして，親水性の水酸基に置換基を導入し，

疎水的環境を付与することによ って，菌の生育環

境を悪化させることが挙げられているω。しかし

ながら，無水フタル酸による化学修飾においては，

導入される置換基は親水性のカルボキシル基を有

するフタル基であることから，本研究で認められ

たフタル化木材の高耐朽化機構は，疎水的環境付

与とは明らかに異なるものであると考えられる。

(8) 40 
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xx 

長。H
• a・|五o -1 
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質量増加率 (%)
Mass percentage gain (%) 

図5 白色腐朽菌カワラタケに12週間暴露したアセチル化 (0)およびフタル化 (e)木材の質量減少率

腐朽による質量減少率を水酸基置換量 (A)および質量増加率 (8)に対してプロ ット。

エラーパーは標準偏差を示す。

Fig. 5 Mass losses in acetylated (0) and phthaloylated (・)wood samples exposed to a white-rot fungus 

Trametes versicolor for 12 weeks. Mass losses are plotted as a function of hydroxyl substitution (A) and 

mass percentage gain (8)， respectively. Error bar indicates standard deviations. 
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3.4 耐朽性を得るための構造的特徴

フタル化木材で認められた高耐朽性が，フタル

基に特有の効果なのか，カルボキシル基を有する

置換基を導入すればフタル化以外にも認められる

効果なのかを明 らかにするために，フタル化木材

と関連する構造を持つ化学修飾木材を調製し，そ

の耐朽性をフタル化木材と比較した。使用した酸

無水物は，フタル酸よりもカルボキシル基を l個

多く持つ無水 トリ メリト 酸，芳香環を持たない

cis -1，2-シク ロヘキサンジカルボン酸無水物，カ

ルボキシル基を与えない無水安息香酸，および単

純な鎖状カルボキ シル基が導入される無水コハク

酸 (図3)の4種である。

図6に，オオウズラタケに よる培養12週間後の

各種化学修飾木材の質量減少率を，水酸基置換量

を指標としてプロ ットした結果を示す。無水コハ
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ロ無処理 Unmodified

.無水フタル酸処理 Modifiedwith phthalic anhydride 

4・無水トリメリ卜酸処理 Modifiedwith trimellitic anhydride 

O 無水酢酸処理 Modifiedwith acetic anhydride 

<>無水安息香酸処理 Modifiedwith benzoic anhydride 

thCIシ 1，2ーシクロヘキサンジカルホ・ン酸無水物処理
Modified with cis・1，2・cyclohexanedicarboxylicanhydride 

O 無水コハク厳処理 Modifiedwith succinic anhydride 

図6 褐色腐朽菌オオウズラタケで12週間暴露した

各種化学修飾木材の質量減少率

エラーパーは標準偏差を示す。

Fig. 6 Mass losses in wood samples modified with 

various acid anhydrides and exposed to a 

brown-rot fungus Fomitopsis palustris for 

12 weeks. Error bar indicates standard de-

viations. 

ク酸に よる化学修飾では，アセチル化よりも低い

耐朽性を示す結果となり ，単純に鎖状カルボキ シ

ル基を導入してもフタル化のような効果はま った

く得られなかった。フタル化木材に匹敵する高い

耐朽性を付与することができたのは，無水トリメ

リト酸のみであり， 0.9 mmoI/g以上で腐朽を阻止

することができた。一方，無水安息香酸およびcis-

1，2-シク ロヘキサンジカルボン酸無水物による化

学修飾では，2. O~2 . 5 mmoI/gの置換基導入で腐

朽を抑えることができ，無水酢酸によるアセチル

化 と比較すると ，ある程度の耐朽性向上は得られ

たものの，フタル化ほど顕著なものではなかった。

これらのことから ， 1 mmoI/g未満の軽度な置換

で高い耐朽性を付与するためには，フタル基やト

リメリ ト基のように，芳香環とカルボキシル基の

両者を有する置換基を導入する ことが必要で、あ

り，どちらかが欠けるとその効果は半減すること

が明らかとなった。

フタル化木材がこのように高い耐朽性を示す理

由ついては，現在のところ不明であるが，可能性

のーっとして，フタル化によって木材成分の分子

構造が変化 して腐朽菌の産生する分解酵素の基質

となりにくくなった (非基質化)ことと ，フタル

酸自 身の持つ抗菌性がエス テル結合で木材成分に

固定さ れた状態でも保持されており，それらが複

合的に作用した機構が考えられる。

3.5 フタル化木材の耐蟻性

フタル化木材の耐蟻性を無水酢酸，無水安息香

酸，およびcis-1，2-シク ロヘキサン ジカルボン酸

無水物による化学修飾木材と比較しながら評価し

た。図 7(A)にヤマ トシロアリに3週間強制摂食

させた後の試料の質量減少率を示した。無処理材

(コン トロ ール)の質量減少率は36%であったのに

対し， 化学修飾木材試料では，置換基導入量が増

大するのにともな って質量減少率が低下する傾向

が共通して認め られた。供試した化学修飾試料の

うち，最も耐蟻性が高かったのは無水安息香酸で

化学修飾したベンゾイル化木材であった。これに

対し， フタ ル化木材の耐蟻性は，木材腐朽菌に対

して示した ような顕著に高いものではなかったも

のの，アセチル化木材よりは高い耐蟻性を示した。

同試験後の死虫率を図 7(B)に示した。無処理

材を与えた場合の死虫率は38%，飢餓状態 (摂食
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Mass losses in chemically modified wood samples exposed to termite (Reticulitermes spera-
tus) attack for 3 weeks (A) and termite mo吋alityafter 3 weeks of exposure (8). Error bar in・

dicates standard deviations. 

とシロアリ死虫率 (8)図7

Fig.7 
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なし)は92%であった。死虫率においても最も高

い値を示したのはベンゾイル化木材であり，水酸

基置換量0.33mmoI/g以上で全て死滅した。また，

フタル化木材では 1mmoI/g以上の置換では死虫

率100%に達したのに対し，アセチル化では3.6

mmoI/gでも死虫率89%と100%には至らなか つ 引用文献
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