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....，総説....，

抽出成分による木材の生物劣化抵抗性

1.樹木に含まれる低分子成分

樹木を構成する成分のうち主要なものとして，

セルロース，ヘミセルロース，リグニンの 3成分

が挙げられる。これらは細胞壁を構成する高分子

成分である。一方で，分子量の小さい成分も樹木

には含まれている。このような成分は有機溶媒な

どで容易に抽出されることから抽出成分と総称さ

れている。

抽出成分の多くは分子量数千以下の二次代謝産

物である。主なものとしてテルベノイド，脂肪酸，

ワックスなどの油脂成分，フラボノイド，スチル

ベノイド，タンニ ンに代表されるフェノール性成

分，このほかトリテルペン配糖体であるサポニン

類，キノン類，クマリン類，単糖類，少糖類など

も挙げられる 1)。カラマツ材などに多く 含まれる

アラピノガラクタンは分子量15000~ 100000の高

分子多糖類であるが，容易に抽出されることから，

抽出成分として扱われている 2)。しかし，このよ

うな分子量を呈するものは抽出成分の中では例外

的である。通常， 二次代謝産物は樹種によ って大

きく組成が異なり，揮発性のテルペノイドの組成

が異なれば香りが変わってくる 3)。また，酸化反

応も関与しているため直接的ではないが，木材の

色は心材中に含有されるポリフェノール類などに

起因している .)。このように，含有される抽出成

分は樹木の示す化学的な性質に大きく影響 してい

る。

抽出成分は基本的な炭素骨格の違い，さらには

置換基の違いなどにより ，抗菌性などをはじめと

して多様な生理活性を示すことが知られてい
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る3)。抽出成分の分布を見てみると， 葉における

精油，樹皮などに含まれるポリフェノール性成分

など外部に近い部分に比較的多く存在している。

葉および樹皮は木材生産時に副産される廃棄物と

して扱われることが多く，含有される抽出成分を

何らかの形で利用しようとする試みも行われてき

た。これまでの研究では，微生物，昆虫，植物な

どに対する生物活性が多く報告されている。

葉に由来する抽出成分としては，ヒノキアスナ

ロ由来の葉油に数種の木材腐朽菌に対する抗菌活

性およびイエシロアリ，コナヒョウダニ，ゴキブ

リに対する殺虫活性が認められている 5)。このほ

かシロダモ， ドイツトウヒなどの葉油が比較的強

い殺ダニ活性を示した報告例もある 6，7)。アオモ

リトドマツの葉油では主成分がmaltol(図1)であ

りハツカダイコンなど供試された植物に対して著

しい成長制御作用を示したことが報告されてい

る8)。

樹皮の抽出成分についても同様に生物活性につ

いての報告がある。コナラ，針葉樹の樹皮由来の

温水抽出物に含まれるフラパノールなどのポリフ

ェノール類が糸状菌 トリコデルマに対して生育阻

害作用を示すことが認められている 9，10)。また，

スギ樹皮に由来するたrruginol(図2)とその関連

化合物がリンゴ斑点落葉病菌などの数種の植物病

原菌に対して生育阻害を示している 11，12)。カラマ

ツなどの針葉樹樹皮の逐次抽出物ではコムギの生

育阻害作用が認められたことも報告されてい

るω。このほか，シロアリに対するスチルベン配

糖体の抗蟻性に関する研究例も存在しているヘ

以上の例はこれまでに行われた研究の一部である
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ことが報告されている凶瓜刷.1げへ7

機器の発達に伴い，主な原因がタイワンヒノキな

どにも多く含まれている 骨thujaplicin(ヒノキチ

オール :図3)によるものであることが知られる

ようになった。このような木材に含まれる耐久性

成分は現在までに多く同定されてきた。

建築用資材として比較的多く使用されるヒノキ

では， α-cadinol(図4-a)，T-muurolol (図4-b)を

はじめとするセスキテルペンアルコールが耐久性

の原因物質であることが報告されている山ヘ こ

れらのカジネン型セスキテルペン類の腐朽菌に対

する菌糸成長抑制活性についての構造活性相闘が

調べられたが，いくつかの関連化合物のうち α-

cadinolに最も強い活性が認められている則。 セス

キテルベンアルコールは腐朽菌だけでなくシロア

リに対しても抵抗性を示す。これまでの研究から
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maltolの化学構造
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ferruginolの化学構造

が，このように抽出成分は生物活性を示すことが

多い。樹皮および葉の部分は植物体の外側にあた

ることから，抽出成分は植物の生態防御の一端を

担っていると考えられている 310

一方，木材部分にも抽出成分は含まれている。

通常は辺材よりも心材に多く含まれており，また，

含有量および組成も樹種によって大きく異なる。

これまでの研究から心材由来の抽出成分にも生物

活性が認められている。このような成分は木材を

使用しているときの生物劣化抵抗性などに大きく

寄与している。次項ではこれまでに知られている

木材抽出成分の生物劣化抵抗性成分の例について

述べる。

図2
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木材の抽出成分と生物劣化抑制

木材に含まれる抽出成分が腐朽菌などに対して

生育抑制を示すことは比較的古くから知られてい

たようで， 三浦らの成書によれば1904年に Potter

がナラ材の熱水抽出物を抗菌試験に使ったとの記

述が認められるヘ 日本産の木材ではヒパ材の精

油を使った実験の結果が1918年に報告されてお

り，材油によって木材腐朽菌の生育が阻害される

2. 

a-cadinol (a)とT一muurolol(b)の化学構造
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ヒノキの抗蟻性には cadino1を主体とするセスキ

テルペンアルコール類が主要な役割を果たしてい

ることが知られている2九 またヒノキではこのほ

かに， α-terpiny1acetateの寄与もあり，前述のセス

キテルベンアルコール類との複合的な活性である

ことも報告されている 22)。

日本において使用されている木材のうち，代表

的なものにスギがある。品種等の違いにより抽出

成分の組成が異なることもあるためか，主要な活

性物質として同定される化合物が若干異なるもの

の，これまでの報告からferrugino1，sandaracopimari-

no1 (図5-a)などのジテルペン類，cubebo1 (図5-b)

などをはじめとするセスキテルベンアルコール

類， agatharesino1 (図5-C)などのノルリグナン類が

主な耐久性の原因物質として複合的に寄与してい

ると考えられるお幻)。

このほか，ポリフェノールではタンニン類も抗

蟻性を示すことが報告されている。大原らの研究

によれば，モリシマアカシアから得られた縮合型

タンニン類が殺蟻活性を示しており ，活性の中心
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sandaracopimarinol (a)司 cubebol(b)司

agatharesinol (c)の化学情造
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が低分子画分に認められている認)。

フラボノイドおよびその関連化合物では大村ら

によって言宇細な+食言すカfなされており， フラボノイ

ドの A環の 5位と 7位およびB環の 3'，4'位，ピ

ラン環の 3位に位置に水酸基を持ち，かっピラン

環の 4位にカルボニル基を持つ quercetin(図6-a)， 

taxifolin (図6-b)などに強い抗蟻活性が認められた

ことを報告されているお)。

熱帯産材などでは温帯産の木材よりも強い生物

活性を示す抽出成分を含有していることも多い。

Artocarpus heterophyllus はインドネシアでは建築

用資材として用いられている。現地では高い耐久

性を示すことが経験的に知られている。心材抽出

物についてインドネシア産の Coptotermessp.お

よび日本産のヤマトシロアリを使った摂食阻害試

験を行ったところ，比較的強い抗蟻活性を示して

おり，抗蟻性の主成分がイソプレニル基をもっフ

ラボノイドのひとつである artocarpin 図7)であ

ることが判明している刻。 東南アジア地方などに

分布する Gmelinaarboreaの心材から得られた

gmelino1 (図8-a)などのリグナン類および cata1po1

(図8-b)などのイリドイド配糖体にカワラタケに

対する生育抑制が認められたことが報告されてい

る31.32)。また，マレーシア，インドネシアなどに分

布する Pterocarpusindicusの材から木材腐朽菌の

生育阻害物質として，セスキテルペンアルコール

であるpteroc抑 01(図9-a)，および、liquiritigenin(図

HO 

HO 

図6

Vol. 34-2 (2008) 

O 

OH O 

O 

OH O 

ダク
OH 

、と¥
OH 

OH (a) 

/¥，OH 

ふ¥よ
¥/、OH

OH 

(b) 

quercetin (a)とtaxifolin(b)の化学構造



グク
OH 

トi3CO O 

OH 

OH O 、と¥

図7 aはocarplnの化学構造

O 

rγγO∞C 
¥/、OCH

3

H3CO 

(a) 
H3CO 

H b戸 H

図8 gmelinol (a)およびcatalpol(b)の化学構造

9-b)などのフェノ ール類が同定されているお)。

以上のように木材中の抽出成分は材の劣化因子

であるシロアリ，腐朽菌などの生物が行う摂食，

菌糸成長などの活動に阻害を示すことが多い。こ

のような成分が木材の劣化抵抗性に大きく寄与し

ていると考えられる。抽出成分自体は樹種ごとに

固有の組成を示すため，一般的に樹種ごとに耐久

性が異なるものとして認識されている。しかしな

がら，木材自体は人工的に工業生産される材料と

は異なり生物を起源としている。そのため，個体

的な差も認められている。スギを例に挙げれば，

本樹種は日本国内に広く分布しており，また，こ

れまで古くから選抜を伴う植林が行われてきた。

そのため，スギには非常に多くの地域品種が存在

木材保存
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している。最近の研究からも，同一地域により植

栽されたスギでも品種間ごとに含有される抽出成

分量が異なることが知られており，また，これら

は植栽地間でも成分量が変化することも分かつて

きている削九 このことは，同一樹種であっても遺

伝的，および環境的な因子によって含有される抽

出成分の量が影響されることを示すものと言え

る。また，同一個体中の心材でも樹幹内で分布量

の差異が認められることから，実際に使用したと

きの耐久性も異なる挙動を示すことが推測され

る。これまでの造林における選抜では生物劣化抵

抗性に関する指標はほとんど用いられなかったと

考えられるため，実際に使用するときの耐久性に

関しては，やはり注意が必要であると考えられる。

3 . 熱処理による耐久性の変化

近年では住宅の品質確保の促進等に関する法律

いわゆる 「品確法jが定められたこともあって，

生産される住宅に対する一定の基準が要求されて

いる。そのため，割れや狂いの原因となりやすい

経年的な含水率変化を避ける目的もあって木材を

加熱乾燥して使用するということが広く行われて

いる。また，木材の調色のために熱処理されるこ

とも行われている。しかしながら，木材を高温に

暴露した場合，熱による化学変化も引き起こされ，

Vol. 34-2 (2008) 
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条件によっては耐久性の低下を引き起こすことが

明らかになっている。これまでにカラマツあるい

はスギなどの熱処理による生物劣化抵抗性の減少

が報告されている。

カラマツの場合では，調色のための蒸煮処理に

より シロア リの食害が甚大になることが知られて

いる。この原因のひとつとして，大村らはカラマ

ツ材の耐久性の因子となっている taxifolinが蒸煮

によ って減少することを報告している制。 さら

に，カラマツ辺材を蒸煮処理した場合も，無処理

の辺材よりも摂食量が増大することも知られてい

る。蒸煮後のカラマツ材からいくつかの溶媒を用

いて抽出物を得て，シロアリを使った摂食試験を

行った結果，熱水で抽出された画分に蒸煮材と同

様の摂食促進効果が認められている。これらのこ

とから，カラマツでは蒸煮処理に伴い極性の高い

摂食促進物質が生成するものと考えられてい

る37)。また，このような蒸煮によるシロアリの摂

食促進現象はいくつかの樹種について調べられて

いる刻。 そこでは，カラマツに最も蒸煮の影響が

認められ，次いで、ブナ，アカマツ明確な差が現れ

ており，ヒパ，スギでは蒸煮の影響が小さく，カ

ラマツのような摂食促進現象が全ての樹種に一様

に起こるものではないことが報告されている刻。

スギの場合では高温乾燥処理において生物劣化

抵抗性の減少が認められている。スギは比較的高

い生材含水率を示すことが多いため，熱処理によ

り人工的に乾燥させることが多い。栗崎らはいく

つかの条件のもとにおいて乾燥させたスギ材のオ

オウズラタケによる強制腐朽試験で耐朽性の低下

を報告し， 60~ 70oCの温度で乾燥した場合の腐朽

による質量減少率が約 3%であったのに対して，

99~ 140tの高温乾燥した材では27~35%の値を

示したことを記している39)。また，スギの場合で

は腐朽菌に対する抵抗性だけでなく，シロアリに

対する抗蟻性の低下も報告されている27)。熱処理

により乾燥したスギ材で心材の抵抗性因子である

フェルギノールなどの成分が減少し，さらに高温

乾燥したスギ材のヤマトシロアリによる摂食試験

から，フ ェルギノールの残存量とヤマトシロアリ

の摂食量に負の相闘が認められている2九 高温乾

燥によって心材中の抽出成分は変化するが，成分

ごとに挙動が異なることも報告されている。スギ

心材中に含まれる成分のうち，著しい変化を示す

ものとして cubebol類が挙げられる。高温乾燥の

場合ではスギ心材中に含まれるテルベノイド類の

減少が認められるが，特に cub巴bol類はほとんど

が消失してしまう 。その減少は，ほぼ100%であ

り，他のテルベノイドでは残存が認められるのに

比べ非常に特異的であるといえる (図lO-a)。また，

同一の条件下で熱処理を施した場合でも赤心材

(生材含水率:43.5-83.3%) と黒心材 (生材含水

率 :64.6-128.6%)では成分の減少の挙動が異な

ることも報告されている。特に黒心材では図lO-b

のように，通常の天然乾燥の場合よりも人工乾燥

後のノルリグナン類の残存量が多くなることが認

められている40)。これらのことからスギ材の熱処

理や高温乾燥処理が即座に生物劣化を引き起こす

のではないが，耐久性成分の減少が認められるた

め，引き続き注意を要する必要があるといえる。

一方，シ ックハウス，あるいは環境負荷軽減的

な背景から，薬剤に頼らず積極的な熱処理により

Ferruginol 

Sandaracopimarinol 

Sandaracopimarinal 

Cube凶 |

Epicubebol (a) 

o 10 20 30 40 50 60 70 

高温乾燥したスギ心材中のテルペノイド類の残存量(%γ

黒心材

利己
(b) 

o 50 100 150 200 250 300 350 

高温乾燥したスギ心材中のagatharesinolの残存量(%)・

図10 高温乾燥したスギ心材に含まれる耐久性物質

の量的変化 (a:赤心材のテルぺノイド類， b: 

agatharesinol)権問一材の天然乾燥材に含まれ

る成分量を100とした
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木材の耐久性を向上させることも行われつつあ

る。これは高温で処理することにより，生物劣化

に対する抵抗性を付与するものであるが，これら

の点については桃原の総説に詳述されているの

で41) ここでは割愛する。
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