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~研究論文 a圃V

窒素雰囲気下で熱処理された

木材の耐朽性耐蟻性および吸湿性

酒井温子*1 岩本頼子 *1 * 2 伊藤貴文*¥佐藤敬之*3 

Biological resistance and hygroscopicity of the heat-treated wood under ni-

trogen atmosphere. 

Haruko SAKAI * 1， Y oriko 1 W AMOTO * 1 * 2， Takafumi ITOH本， Takayuki SATO本3

Biological resistance and hygroscopicity of the wood treated by heat (140-、-240"C) for 24 hours 

under nitrogen atmosphere were investigated. 

Fungal resistance test was carried out as describ巴din JIS K 1571 : 2004. Mass loss of heat-

treated sugi (Cryptomeria japonica D. Don) sapwood subjected by Fomitopsis pαlustris -FFPRI 

0507 and Trametes versicolor -FFPRI 1030 decreased， as the h巴atingtemperature increased. Es-

peciaIly， the wood treated at 220
0

C and 240
0

C showed high r巴sistanceagainst fungi. Sirnilar re-

sult was also shown by the fungus ceIlar (soil-bed) test. But the terrnite resistance of the wood 

tr巴atedat 240"C was not high in the laboratory. 

Field st紘 etests were also carried out as described in JIS K 1571 : 2004. Resistance against 

fungi and termite in the field increased by heat treatments. 

Hygroscopicity of the heat-treated wood decreased as the heating temperature increas巴d. It was 

considered出atdecrease of hygroscopicity had some effect on increase of biological resistance. 

Keywords : heat-treated wood， biological resistance， hygroscopicity， fungi， terrnite 

窒素雰囲気下で熱処理されたスギ辺材およびアカマツ辺材の耐朽性，耐蟻性および吸湿性

を検討した。 熱処理の温度は140~240oCで，熱処理の時間は24時間とした。

スギ辺材の熱処理木材から木口断面20mmX20mm，繊維方向lOmmの試験片を切り出して，

オオウズラタケおよびカワラタケによる 12週間の強制腐朽試験を実施したところ，処理温度

が高いほど腐朽による質量減少率は低下し， 220
0

Cおよび240
0

Cの処理で質量減少率は 1%以
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下となった。また，フ ァンガスセラー試験においても， 12カ月経過時点で，無処理試験体の

腐朽度が5となっても， 220
0

Cおよび240
0

C処理試験体の腐朽度は Oのままであった。一方，

室内耐蟻性試験では， 240"C処理試験体のイエシロアリ食害による質量減少率は11%であり，

耐蟻性は十分で、はなかった。

JIS K 1571 : 2004に準拠した野外試験の結果， 奈良県森林技術センタ一明日香実験林にお

けるスギ辺材熱処理材の腐朽とヤマトシロアリによる被害も，また鹿児島県日置市吹上浜に

おけるアカマツ辺材熱処理材のイエシロアリによる被害も，処理温度が高いほど軽減される

ことカf明らかになった。

高い生物劣化抵抗性を示す熱処理木材は，吸湿性も大きく低下しており，両者に密接な関

係があることが示唆された。

1.はじめに

近年，熱処理木材が，ヨーロッパを中心に耐朽

性の高い材料として製造されている。しかし，熱

処理木材の l種である Plato処理材に対して， JIS 

Z 2101に準じた腐朽試験を実施したところ，一部

の樹種で無処理材と比較して腐朽による質量減少

率の低下が認められたものの，3 %以下の数値は

得られず， Plato処理材は木材保存剤を加圧注入し

た木材の代替にはならないと判断された 1)。ま

た， Plato処理によって，ヤマトシロアリの摂食量

が大幅に増加する樹種もあり，耐蟻性も付与され

たとはいえない結果であった 1)。

一方，本報では，熱処理木材としてエステック

ウッドを使用した。この木材は， Plato処理材とは

製造方法が異なり，耐圧耐熱容器内で窒素雰囲気

下で徐々に加熱を行い，通常180~220oC程度の温

度を24時間維持し，その後，徐々に冷却させて製

造されている。平成14年に製造装置が一部改良さ

れ，容器内の温度むらが解消された結果，性能が

安定するようになった。本報で使用した材料はこ

の改良後に製造されたものであり，結果および考

察で引用したエステ ックウッドに関する文献値

も，この改良後に製造された材料に関するものに

限定した。また，エステ ックウッドとほぼ同様の

方法でSηraxtonkinensis材を処理したところ，処

理温度が200"C，処理時聞が8時間および12時間の

条件で，高い耐朽性が付与できたと報告されてい

る2)。

今回は，エステックウッドの耐朽性および耐蟻

性を室内試験および野外試験で総合的に評価し

た。また，熱処理による吸湿性の変化から，耐朽

性および耐蟻性の発現機構について，若干の考察

を行った。

なお，本報の一部は平成12~ 16年度農林水産省

補助事業で制日本木材保存協会が実施した農林水

産業 ・食品産業等先端産業技術開発事業「環境に

やさしい木材保存処理技術の開発」により実施し

た。また，本報の一部は，制日本木材保存協会第

22四年次大会 (2006年5月，東京)で口頭発表し

た。

2.材料および方法

2. 1 材料

2.1. 1 室内耐朽性試験用および吸湿性試験用の

試験体

熱処理木材の耐朽性は 材料が同一樹種であっ

ても，個体や部位による影響を受ける可能性があ

る。そこで，今回は 9個体のスギ丸太を使用し，

それぞれの辺材部分から木口断面30rnmX 30rnm， 

繊維方向300rnmの試験体を，繊維方向に連続して

6体採取した。そして，各個体から得た試験体を

l体ずつ選んで， 9体を l組として， 6組に分け

た。

耐圧耐熱容器に，含水率を10%程度に調整した

気乾状態の木材を l組入れ， 窒素置換を行った。

その後，所定の温度まで徐々に加熱して容器内の

温度むらを防ぎながら24時間維持し，材料が冷め

てから容器から取り出した。この際， 5組に対し

て，それぞれの処理温度は140，180， 200， 220お

よび240
0

Cとし，残る l組は無処理とした。

熱処理が終了した試験体および無処理試験体

は，表層から約 5mmを削って木口断面を20rnm

X20rnmに整え， 室内耐朽性試験用の試験片を，端
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部から約40~90mrn の位置で繊維方向にlOmm の

大きさで連続して 4個採取した。このうち 2個

はそのままで，残りの 2個は溶脱操作を実施して

から，オオウズラタケとカワラタケによる抗菌操

作にそれぞれ供した。

また，吸湿性試験用の試験片は，室内耐朽性試

験の結果 9個体の中で腐朽による質量減少率が

ほぼ平均的な値であった1個体から，室内耐朽性

試験用の試験片を採取した部位と連続して繊維方

向に 5mmの厚さで4個ずつ採取した。このう

ち 2個はそのままで，残る 2個には溶脱操作を

実施してから，吸湿実験に供した。

なお，今回実施した溶脱操作は以下の通りであ

る。すなわち，試験片を熱処理の条件ごとに別々

のビーカーに入れ，加圧注入法(前排気70hPaで60

分，その後加圧0.98MPaで120分)により試験片に

脱イオン水を注入し， 一晩放置後，飽水状態にな

ったことを確認してから，脱イオン水を交換して

2時間の煮沸を実施し，再度脱イオン水を交換し

て3日開放置した。この操作中，脱イオン水の量

は，常に，試験片の総体積の約10倍とした。

2.1. 2 ファンガスセラー試験用の試験体

2.1.1で室内耐朽性試験用試験体を採取した材

料9個体の内の 8個体から，木口断面が20mmX

20mrnで繊維方向が100mmのファンガスセラー

試験用の試験体を l個ずつ採取した。

2.1. 3 野外試験用の試験体

野外試験用試験体として，スギ辺材とアカマツ

辺材を用いた。スギ辺材は熱処理後，木口断面を

30mrn X 30mrnに，繊維方向を300mmまたは430

mmに整えた。スギ辺材杭試験体は，熱処理条件ご

とに161聞とした。

また，アカマツ辺材は熱処理後，木口断面30mrn

X30mm，繊維方向350mmで一端を約50mrn削っ

て杭状に整えた。アカマツ辺材杭試験体は，熱処

理条件ごとに 5個とした。

熱処理は， 2.1.1と同様の方法で実施したが，こ

れらの杭試験体の処理温度は180，200， 220および

240"Cの 4条件とした。

2.2 方法

2.2.1 室内耐朽性試験

室内耐朽性試験は，JISK 1571 : 2004 I木材保存

剤の性能試験方法及び性能基準J4.2防腐性能試験

- 71 

4.2. 1室内試験4.2.1.1注入処理用に準拠して実

施した。今回の材料は，木材保存剤によ って処理

されたものではないが，木材保存剤の性能評価に

使用される「質量減少率 3%以下j という基準を

耐朽性の目安とするために，この試験規格に準拠

することにした。ただし，2.1.1で説明したように，

抗菌操作の前に溶脱操作を実施したため，この規

格に準 じた耐候操作は行わなかった。

抗菌操作は次のように実施した。すなわち，あ

らかじめオオウズラタケあるいはカワラタケを培

養し繁茂させた900rnl容のマヨネーズ瓶に， 60
0

C 

恒量を測定した試験片を木口面を下にして 3個ず

つ入れ，温度27"C，相対湿度75%の恒温恒湿器内

で12週間静置した。

抗菌操作終了時点で菌糸を取り除いた試験片

は， 60"C乾燥の前後に質量測定を行い，その後

105
0

Cにおける全乾質量も測定した。耐朽性の評価

は，抗菌操作前後の試験片の60"C恒量から算出し

た質量減少率で、行った。また，乾燥前質量と105"C

恒量から，抗菌操作終了時点の含水率も算出した。

2.2.2 吸湿性試験

室内耐朽性試験の抗菌操作時と同じ27
0Cにおい

て吸湿量の測定を行った。

すなわち，同一条件で処理された 2個の試験片

を同じ秤量瓶に入れ，吸湿過程での吸湿量を測定

するために， 60"Cの循環式乾燥器に恒量になるま

で静置し，いったん試験片を低含水率状態にさせ

た。この時点で，無処理試験片の含水率は約 2%

であった。次に，試験片の入った秤量瓶を27"Cで

相対湿度11.2%の環境に置き，質量が恒量に達し

たことを確認してから， 電子天秤によりO.Olgま

で質量を測定した。引き続き，温度を27"Cに維持

したままで，相対湿度を35.0，50.0， 65.0， 80.0 

および92.0%へと順に上昇させ，各湿度下で同様

に質量測定を行った。その後， 105"Cで全乾質量を

測定した。

また，繊維飽和点は，測定した 6点の値を Hail-

wood -Horrobinの吸着理論3)に当てはめて算出し

た。

2.2.3 ファンガスセラー試験

JIS K 1571 : 2004 I木材保存剤の性能試験方法

及び性能基準J4.2防腐性能試験4.2.2ファンガス

セラー試験4.2.2.2腐朽槽試験に準拠して実施し

木材保存 Vol. 34-2 (2008) 
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た。耐候操作も規格通りに行な った。腐朽槽は 60

温度27"C，相対湿度80%の恒温恒湿器内に設置し

た。既報告の最適腐朽条件のとおり へ 腐朽槽は

シー トで被覆することなく， 1週間に l回約l.5リ

ットルの散水を行った。

数カ月おきに試験体を抜き取り，地中部の状態

を目視および触診で確認し，腐朽度を 0 ~ 5 の 6

段階で判定した。

2.2.4 野外試験

JIS K 1571 : 2004 r木材保存剤の性能試験方法

及び性能基準J4.2防腐性能試験4.2.3野外試験お

よび4.3防蟻性能試験4.3.2野外試験4.3.2.1注入

処理用にほぼ準拠して実施した。

野外耐朽性試験は，スギ辺材杭を用いて，奈良

県高市郡明日香村の奈良県森林技術センタ一明日

香実験林で実施した。この実験林の気候条件等は

別報5)を参照されたい。また，この実験林内は，ヤ

マ トシロア リが生息しているため，腐朽と同時に

ヤマトシロアリによる食害 も受ける。このため，

評価は蟻害も加味し被害度は 0 ~ 5 の 6 段階とし

た。さらに， 一部の杭試験体については 4年経

過時に地際部分から少量の切片を取り出し，光学

顕微鏡による観察を実施した。

一方，野外耐蟻性試験はアカマツ辺材杭を用い

て，鹿児島県日置市吹上浜で実施した。吹上浜で

は，イエシロアリが活発に活動することがあらか

じめ確認できている場所に杭試験体を設置した。

いずれも2003年11月に試験を開始し，野外耐蟻

性試験については試験規格に従って2年間で終了

した。野外耐朽性試験は現在も継続中である。

3.結果と考察

3. 1 オオウズラタケおよびカワラタケによる腐朽

図 lにオオウズラタケ，図 2にカワラタケを用

いた強制腐朽による質量減少率を示した。いずれ

の試験片も全面を腐朽菌によ って覆われたが，処

理温度が高くなるにつれて平均質量減少率は減少

した。また，同一条件で処理した 9試験片の標準

偏差が無処理材のそれを超えることはなかった。

溶脱操作を実施しなかった場合の無処理9試片

と各処理9試片とで有意差検定を実施したとこ

ろ，オオウズラタケについては140
0C以上の処理

で，カワ ラタケについては180"C以上の処理で無処
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Fig. 2 Mass losses of heat-treated Sugi sapwood 

subjected to T. versicolor. 
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理との聞に危険率 5%で有意な差が認められた。

一方，溶脱操作を実施した場合の無処理9試片と

各処理9試片とでは，オオウズラタケについては

200
0C以上の処理で，カワラタケについては180

0C

以上の処理で危険率 5%で有意な差が認められ

た。また， 220
0

Cおよび240
0

C処理材の質量減少率

は，両菌に対して溶脱操作の有無を問わず 1%以

下であり，高い耐朽性が確認された。はじめにで

紹介した Plato処理材については，熱処理の温度

が150~190
0

Cであり 1) 今回得られた結果から考

えると，高い耐朽性を付与するには処理温度が低

かった可能性が高い。

次に，各処理温度ごとに溶脱操作の有無で有意
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差検定を実施したところ，オオウズラタケによる

腐朽で140
0

C処理材およびカワラタケによる腐朽

で200'C処理材において，危険率 5%で有意な差が

あることが確認されたが， 他の処理温度では有意

な差はなかった。今回の溶脱操作は，熱水で、の煮

沸と室温での水中浸せきを実施したため，この操

作で木材中に含まれていた水溶性の物質は減少し

たと推定される。220
0

Cおよび240
0

C処理材の腐朽

による質量減少率は，i容脱操作の有無によってほ

とんど数値が変わらなかったことから，熱処理に

よってヘミセルロースからフルフラール等の抗菌

力のある物質が生成されへそれが耐朽性に寄与

した可能性は低いと考えられる。ただし，非水溶

性物質の関与など，この点に関してはさらに詳細

な検討が必要である。また，溶脱操作によ って吸

湿性が変化し耐朽性に影響を与えた可能性につい

ては3.5で説明を行う 。

3.2 ファンガスセラー試験

腐朽槽によって腐朽の進行速度が異なったた

め，図 3では同一槽に設置した各条件4個の平均

腐朽度を示した。また，無処理試験体の値は， 140
0C

熱処理試験体の対照として設置した 4個の平均値

を代表して示した。

図3に示すように，試験開始後12カ月が経過し，

無処理試験体の地中部はいずれも腐朽により崩壊

し腐朽度は5.0となった。140
0

Cおよび180
0

C熱処理

試験体の腐朽は，無処理試験体とほぼ同じ速度で

進行し， 12カ月経過時で腐朽度は5.0に達した。こ

れに対して，200
0C熱処理試験体では腐朽の進行が
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図3 ファンガスセラ一試験で判定された腐朽度

Fig. 3 Damage grade of heat-treated Sugi sap-

wood assessed by the fungus cellar (soi卜

bed) test. 

遅く， 12カ月経過時で腐朽度はl.8であった。さら

に， 220
0

Cおよび240
0

C熱処理試験体では12カ月経

過時で腐朽は見られなかった。図 4に， 12カ月経

過時の試験体の一部を示した。

このように，処理温度と耐朽性の関係は，上述

したオオウズラタケおよびカワラタケを用いた実

験結果とよく 一致していた。

3.3 野外での腐朽およびヤマトシロアリによる

食害

図5に明日香実験林での 4年間の被害度の推移

を地際部について示した。今回使用した試験体の

長さは300mmまたは430mmであり，杭の頂部と

底部における生物劣化は，長さが600mmの試験体

に比べて特徴が不明瞭であったため，ここでは，

地際部の劣化に注目することとした。また，図 6

に 4年経過時の杭試験体の様子を示した。

Unheated 140
0

C 180
0

C 200
0

C 

図4 ファンガスセラ一試験 1年経過時の試験体

Fig. 4 Heat-treated Sugi sapwood exposed for 1 year in the fungus cellar (soil-bed) test. 

220
0

C 240
0

C 
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図5 明日香実験林における野外試験で杭の地際部

で判定された被害度

Fig. 5 Damage grade of heat-treated Sugi sap-

wood assessed by the field stake test at 

Asuka in Nara pref. . 

注:この試験地ではヤマトシロアりが生息している。

被害度は腐朽と蟻害を総合して評価している。

Notes : Termites (Reticulitermes speratus) have 

been found at this field. This damage grade 

shows the total degree of damage caused 

by decay and termite attacks. 

無処理杭の地際部は，設置後2年で被害度が

2.4， 3年で4.2，4年で5.0となり，調査を終了し

た。被害度が2.5となる時を耐用年数と定義する

と，無処理杭の耐周年数は2.1年となる。地上部に

無処理 Unheated 180
0

C 200
0

C 

図6 明日香実験林において設置後4年経過した試験体

は16体中 8体にキノコの発生が，またすべての杭

に地際部で腐朽による脆弱化が，さらに16体中 5

体に地際部から地中部にかけてヤマトシロアリに

よる顕著な食害痕が見られた。

一方， 180
0

Cおよび200t処理杭では，設置後4

年で地際部の被害度は2.3および1.5となり，無処

理杭に比べると生物劣化は軽度であるが，多くの

杭に腐朽によるへこみや脆弱化が確認された。脆

弱な部分から切片を取り光学顕微鏡で観察したと

ころ，試験体のごく表面部分で、はバクテリアによ

る分解痕も見られたが，試験体の内部には木材腐

朽菌の菌糸が広範囲に広がり，褐色腐朽菌もしく

は白色腐朽菌による分解が確認された。図7に

180
0

C処理杭の地際部において観察された分解痕

を示す。このことから，野外接地条件下で多くの

微生物が生息する環境においても， 180
0

Cおよび

200
0

C処理杭の劣化は，主に木材腐朽菌によ って引

き起こされるが，無処理杭に比べて劣化速度が遅

く，耐用年数は無処理杭のそれよりも数年長くな

ると推定された。

また， 220
0

Cおよび240
0

C処理杭では，設置後4

年経過時点で腐朽およびヤマトシロアリによる食

害が一部の杭にわずかに観察されただけであっ

220
0

C 240
0

C 

Fig. 6 Heat-treated Sugi sapwood exposed at Asuka in Nara pref. for 4 years. 

注:220
0

Cおよび240
0

C処理杭を除いて，腐朽およびヤマトシロアリの被害カf見られる。

Note : Decay and damage by termite (Reticulitermes speratus) were observed excepting the stakes treated at 

220
0

C and 240
o

C. 
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(a) バクテリアによる分解痕

D巴teriorationby bacteria. 

(b) 白色腐朽菌による分解痕

Deterioration by white rot fungi. 

75 

図7 4年間明日香実験林で暴露した180'C処理杭に見られた微生物による分解痕

Fig. 7 Photomicrographs of the heat-treated stakes at 180'C exposed at the Asuka field test site for 4 years. 

注:(a)は杭の表面付近で司 (b)は内部で観察された。

Note : (a) was observed near the surface. and (b) was observed at the inside of the stakes. 

た。光学顕微鏡で観察したところ，図 7(a)に示 し

たのと同様のバクテリアによる分解痕が表面付近

に見られたが，木材腐朽菌による分解痕は確認で

きなかった。熱処理木材は，養分が豊富で菌の活

性が高い場所では容易に分解されるため，接地条

件での使用は薦められないと 言 われている

が7，8) 今までの明日香実験林での観察結果とフ

ァンガスセラー試験の結果から，200'Cを超える温

度で熱処理を行った場合には，接地条件下でも長

期間の使用に耐えうる可能性があり，今後，野外

での観察を継続する予定である。

3.4 野外でのイ工シロアリによる食害

図8に，吹上浜における 2年間の野外試験結果

を，また図 9に試験後の試験体について，もっと

も被害が著しかった面を示した。

無処理杭には地上部から地中部までイエシロア

リによる激しい食害痕が見られた。また， 180
0

Cお

よび200
0

C処理杭では，地中部に無処理杭より は被

害は小 さいものの，部分的に深部に達する食害痕

'" て3咽
50 

E 40 

'" τコ
、令-

230 

'" 可3
E 

- 20 
訴
恕
制日 10

4副 。
Unheated 1800C 2000C 2200C 2400C 

処理温度 Heatingtemperature 

図8 吹上浜で 2年間設置した試験杭のイエシ口ア

リによる被害

Fig. 8 Damage of heaHreated Akamatsu sap-

wood assessed by the field stake test at 

Fukiagehama in Kagoshima pref.. 

注:この試験地にはイエシロアリが生息している。

Note : Termites (Coptotermes formosanus) have 

been found at this field. 

が認められた。一方， 220
0Cおよび240

0

C処理杭で

も食害痕が確認されたが，個々の痕跡は 2mm程

度で深さも浅く ，深部まで広がるような痕跡はな
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無処理 Unheated 180
0

C 200
0

C 

220
0

C 240
0

C 

図 9 吹上浜において設置後 2年経過した試験体

Fig. 9 Heat-treated Akamastu sapwood exposed at Fukiagehama in Kagoshima pref. for 2 years. 

注:この試験地ではイエシロアリが生息している。

Note : Termites (Coptotermes formosanus) have been found at this field. 

表 1 室内耐蟻性試験の結果9)

Table 1 Results of laboratory termite test. 

死虫率(%)

試験 体 質量減少率(%) Mortality 

Specim巴ns Mass loss 職蟻 兵蟻

Work巴rs Soldiers 

240"(熱処理試験体 (スギ辺材)
11 24 69 

Heat-treated at 240"( (Sugi sapwood) 

無処理試験体 (スギ辺材)
18 8 22 

Unheated (Sugi sapwood) 

木材保存 Vol. 34-2 (2008) 



かった。このため，図 8に示したように，食害指

数は220"Cおよび240
0

C処理杭の値が最も小さく，

4であった。

一方，表 lに示したように，室内耐蟻性試験に

おいて，イエシロア リの食害による質量減少率は，

無処理スギ辺材で18%.240"C熱処理材で11%であ

り，熱処理による質量減少率の低下は顕著で、はな

かった9)。 しかし，死虫率は，無処理試験体に比べ

て240
0

C熱処理試験体で約 3倍も高かった。

耐蟻性について，野外試験と室内試験の結果を

あわせて考察すると， 220
0

Cおよび240"Cといった

高温での熱処理で，木材はイエシ ロアリが積極的

には好まない材料へと変化するが，十分な耐蟻性

が付与できるわけではなく，今回検討した処理条

件の範囲ではイエシロアリによる食害を完全にな

くすことはできなかった。

3.5 吸湿性

2TCにおける吸湿過程の吸湿等温線を，溶脱操

作を実施しなかった場合について図10に，溶脱操

作を実施した場合について図11に示した。

両国から処理温度が高いほど，吸湿性は低下す

ることがわかる。また，溶脱操作の実施によって

吸湿性はいくらか回復した。これは，熱処理によ

って細胞壁内でなんらかの拘束が発生するが，溶

脱操作によりその拘束の少なくとも一部が解かれ

るためと解釈されている lヘ
相対湿度が0%から約25%の範囲で、は水分子は

主に木材構成成分へ単分子層吸着し，相対湿度が

それ以上の範囲では主に多分子層吸着すると考え

られているがlI) 熱処理によ っていず、れの吸着水

も減少している。すなわち，水分子が吸着できる

吸着点数は減少し，かっ水分子と水分子が水素結

合をしながら細胞壁を膨潤させることも抑制され

ているといえる。

エステックウッドの木材主要成分の分析では，

ヘミセルロースの相対的な割合が，無処理材で

8.3%，140
0

C処理材で7.6%，180
0

C処理材で7.2%

であるのに対して，220
0

C処理材ではl.5%と大き

く低下しているω。また，熱処理によ ってヘミセ

ルロースは分解され，処理温度が2000C以上で，セ

ルロースの結晶化の進行，リ グニン同士あるいは

リグニンとセルロース ・ヘミセルロースとの間の

縮合反応が起こることが知られている 7)。 このよ
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図10 溶脱操作を実施しなかった場合の吸湿等温線
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Fig.lO Sorption isotherm at 2rC of heat-treated 

Sugi sapwood without leaching treatment. 
i主:※印はオオウス.ラタケおよひ'カワラタケにより

質量減少率が3%以下になっ た材料を示す。

Note:※ shows that mass losses by F. palustris 

and T. versicolor are less than 3%. 
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図11 溶脱操作を実施した場合の吸湿等温線 (2rC)

Fig.11 Sorption isotherm at 2rC of heat-treated 
Sugi sapwood with leaching treatment. 

注:※印はオオウズラタケおよびカワラタケにより

質量減少率が3%以下になった材料を示す。

Note:※ shows that mass losses by F. palustris 

and T. versicolor are less than 3%. 
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うな木材主要成分の変化により，吸湿性の低下が

生じたと考えられる。

この吸湿性の低下に伴い，吸湿や吸水に伴う木

材の膨潤率も低下し，スギ材の場合，無処理材に

比べて， 180t処理材の接線方向および半径方向の

膨潤率は70%程度，240t処理材のそれは25%程度

となる 9)。つまり， 180t処理材の抗膨潤能 (ASE)

は約30%，240t処理材のそれは約75%となる。

図 1および図 2の耐朽性の結果と，図10および

図11の吸湿性の結果を合わせると，オオウズラタ

ケおよびカワラタケによる質量減少率が3%以下

となる熱処理材については，繊維飽和点は12%以

下であることがわかる。特に， 200t処理材では，

溶脱操作を実施しなかった場合には腐朽による質

量減少率が3%以下であるのに対して，溶脱操作

を実施すると質量減少率は10%前後となったが，

繊維飽和点が前者では約12%，後者では約16%と

なっている。抗菌操作中の培養瓶内部の相対湿度

はほぼ100%であり，抗菌操作終了時点での試験片

の含水率はいずれも30%以上であったことから，

試験片は結合水の他に自由水を含んでいたことに

なる。自由水を使って腐朽菌は生育し試験片を覆

ったが，高温で熱処理された試験片については，

たとえば，結合水が少ないために木材腐朽菌が出

す分解酵素が細胞壁内に十分に浸透しないといっ

た可能性も考えられる。

アセチル化木材やホルマール化木材のように化

学修飾きれた木材においても， ASEが約60%を超

えると，オオウズラタケおよび、カワラタケによる

質量減少がなくなることが知られている 13.14)。ま

た化学修飾木材にみられる耐蟻性の特徴として，

イエシロアリの食害に伴う質量減少率は低下する

ものの完全にはなくならず， 一方，死虫率の増加

が認められている 13.15)。そして，このような化学修

飾木材の生物劣化抵抗性は，試薬の直接的な効果

よりも処理がもたらす木材の成分的，物理的変化

に基づくと考えるのが妥当であるといわれてい

る16)。

これらの化学修飾木材と熱処理木材の耐朽性お

よび耐蟻性の特徴は共通点が多く，今後，さらに

詳しく 比較検討する必要がある。

4. まとめ

窒素雰囲気下で熱処理されたスギ辺材およびア

カマツ辺材の耐朽性，耐蟻性および吸湿性につい

て，性能試』験を行った。

その結果，熱処理の温度が高くなるにつれて，

耐朽性および耐蟻性は向上し，吸湿性は低下する

という傾向が見られた。特に，処理温度が220
0

Cお

よび240tでは，ファンガスセラー試験および野外

試験において，木材保存剤を加圧注入した木材に

匹敵する高い耐朽性が認められ，室内耐朽性試験

の結果も木材保存剤の性能基準を満たした。一方，

室内耐蟻性試験において，イエシロアリ食害によ

る質量減少率は熱処理によってやや低下するもの

の，向性能基準を満たさなかった。このような熱

処理による耐朽性や耐蟻性の|旬上には，吸湿性の

低下が寄与している可能性が示唆された。

ただし，本報では，熱処理木材の耐朽性および

耐蟻性について検討するにあたり，樹種をスギ辺

材(一部にア カマツ辺材)に限定し，熱処理時の

水分条件や熱処理の時間も一定とした。 したがっ

て，これらの条件が変われば処理木材の性能も変

わる可能性が残されている。

本報で検討したエステックウッドの実際の使用

にあたっては，強度は処理温度の上昇とともに低

下する傾向にあることや，熱が木材内部まで伝わ

れば，内部まで均一な性能を有する材料が製造で

きるということ 9)も念頭におく必要がある。また，

エステックウッドと木材保存剤を加圧注入した木

材との性能の優劣は一概には言えず，それぞれの

特徴を理解した上で，適材適所で使用することが

望まれる。
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