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深浸潤処理用薬剤ペンタキュア OPの開発と

その実用化

茂山知己司須貝与志明，北田正司*

Development and practical use of a new wood preservative “PENTACUA 
OP" for deeper penetration treatment. 

Tomomi SHIGEYAMA *， Yoshiaki SUGAl*， Masashi K.iTADA * 

1.はじめに

住宅部材に対する寸法精度の要求が高まる中，

乾燥土台の製造に水溶性薬剤を使用することのデ

メリットが，防腐土台メ ーカーの大きな負担にな

っている。

一方，木材を膨潤 ・変形させない油溶性薬剤に

よる処理や性能に関する研究は以前から行われて

おり lーへ 住宅部材への適用が試みられてきた。

この中で木材に適切なインサイジングを施し，浸

透性の高い油性薬剤を木材表面及びインサイジン

グ孔に保持することにより， JAS保存処理 K3を

満たす浸潤レベルが得られることが分かってき

た。これを受け，制日本木材保存協会に「深浸潤

処理システム研究会Jが設立され，平成16年 4月

には(開日本住宅 ・木材技術センターにおいて，こ

れにかかわる新しい AQ項目として「保存処理木

材-2 J， f防腐 ・防蟻構造用集成材-4 J等が追加

され，現在 AQ認証の保存処理木質材料 fopドラ

イスケヤー」並びに fop集成スケヤー」が生産 ・

販売されている。

*株式会社ザイエンス

Corresponding author : shigeyama@xyence.co.jp 

2.深浸潤処理について

深浸潤処理については いくつかの研究報告が

あり 4へ その後，土台を対象として実用化の研

究が実施された。6) 

深浸潤処理を簡潔に表現すると，構成は①浸透

性の高い油性薬剤を使用， ②乾燥材 (KD材，集成

材など)にのみ処理が可能 ③噴き付け処理(必

要によりインサイジング)により作業液を材表面

に溜める (保持)，④養生によ って浸透が進行する，

となり，その利点は①水溶性薬剤のような処理に

よる材の寸法変化がない ②処理後の人工乾燥が

不要で保存処理乾燥材が出荷できる， ③加圧注入

処理に比べ装置の初期費用が少ない，ということ

が挙げられる。

3 .実用化にあたっての各種試験

3. 1 漫潤性能確認

3.1. 1 使用薬剤

薬剤は，油溶性薬剤であるサンプレザー oP-c

((初日本木材保存協会認定 A-5307)に，浸潤標識

剤として有機亜鉛化合物を所定量添加したものを

使用した。
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3.1. 2 インサイジング

間全国木材組合連合会適合のインサイ ジング機

(菊川鉄工所製 :厚さ4.0mm，幅15mm，密度4683

f固/m2
) を使用して行った。

3.1. 3 薬剤処理と浸潤性評価

(1) 付着量の検討

オウシュウアカマツ (Pinus sylvestris)集成材

(lOOOX105X105mm， 4 ply)を用い，付着量が約

300， 350， 400g/ m 2となるように薬剤を塗布した。

室内にて 2週間養生した後，試験材の中央部分を

切断し，亜鉛呈色試薬として製材の日本農林規格

に規定されているジチゾンークロロホルム溶液を

用い呈色させた。各処理区の反復は 5とした。

各付着量における中央切断面の薬剤浸潤状態の

一部を図 lに示す。付着量が300g/m2の処理区で

は表面からlOmmまでの浸潤度は50%程度であ っ

たが，付着量を400g/m2に上げた場合は表面から

lOmm枠の80%以上の浸潤度が安定的に得られ，

AQ2種基準を満足することが確認できた。

(2) 吸収量測定

付着量が400g/m2のオウシュウアカマ ツ集成材

(断面105X105mm)から，AQで定める方法にて吸

収量試験用の試料を採取した。細かく砕いた後，

アセ トンにて抽出し，エトフェンプロ ックスの分

析については抽出液をそのまま，シプロコナゾー

ルの分析については固相抽出 (OasisMCXカー ト

リッジ使用，メタノールにて溶出後，乾固し，移

動相で定容)を行い，HPLCにより有効成分を定量

した。HPLCの条件を表 1に示す。

分析結果を表 2に示す。薬剤吸収量は， AQ2種

の基準 (エトフ ェンプロ ックス0.llkg/m3以上，

シプロコナゾー lレ0.08kg/m3以上)を満足するこ

とを確認 した。

付着量300g/m2

付着量350g/m2

付着量400g/m2

図 1 オウシュウアカマツ集成材の付着量と浸潤度

の関係

注)浸潤度は表層lOmmの部分の浸潤度

写真中の枠は表層から10mmの深さを示す

3.2 生産ライン製造試験

生産ライン l号機は， 室内試験の結果をもとに，

ほぼ400g/m2の付着量が得られるように製作し

た。主な仕様は，4面広角噴き付け方式でポンプ

吐出量60L/min.，送材速度lOm/min.とした。オ

ウシュウアカマツ集成材 (4000XI05XI05mm)75 

表 1 サンプレザー OP司 C吸収量のHPLC分析条件

項目 エ トフェンプロ ックス シプロコナゾール

カラム STR -ODR II (4.6 x 150mm) 

カラム温度 40
0

C 

移動相 アセトニトリル:lOmMリン酸 (ナトリ ウム)緩衝液(pH2.6)

移動相比率 7 : 3 6 : 4 

移動相流速 1. OmI/min 

測定波長 194nm 221nm 

注入量 10μl 
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表2 HPしCによるオウシュウアカマ ツ集成材の薬

剤吸収量

サンプル 吸収量 kg/m3 

No. Iエトフェンプロァクス|シプロコナゾール

1 0.20 0.08 

2 0.21 0.09 

3 0.22 0.09 

表3 生産ラインにおける薬剤の付着量と浸潤度

サンプル

No. 

38 

付着量 (g/m2
)

429 

浸潤度(%)

90 

~l------+----------!-6~ 卜-z
~~------+----------!-~~---------+---------~~ 
;|;;;13 
57 425 90 

z r-----------!~f 卜 -3
平均 424 88 

注)浸潤度は表層10mmの部分における浸i問度

本にインサイジングを施し，生産ライン l号機に

て処理を行い，上屋内で養生した。また，薬剤付

着量は処理材全体から無作為に10本を抜き取り，

処理前後の質量を測定することで求めた。養生の

期間は 2週間とし，養生後材の中央部付近の浸潤

度を測定した。

結果を表3に示す。オウシュウアカマツ集成材

について，処理条件を適切に調整することで，目

標の付着量を確保できた。条件検討の中で生産ラ

インでの薬剤付着量は，送材速度，薬剤噴き付け

ノズルの位置やポンプ吐出量，インサイジングの

深さや密度等に影響され，またその付着量のばら

つきは加圧注入処理に比べ，非常に小さいことが

わかった。

また生産ライン l号機で試作した集成材につい

て，製造直後と 2週間後の臭気，ならびにベタツ

キ感を観察した。薬剤は石油系溶剤を使用してい

るので，処理直後の製品からは溶剤臭がするが， 2

週間の養生期間を経た後は処理しないものとの差

がほとんどなくなり，薬剤処理による臭気は気に
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ならないことを確認した。また薬剤のベタツキも

なく，特にハンドリングに支障をきたさないこと

を確認した。

4. 生産ラインの改良

深浸潤処理による製品の生産が本格化し，これ

までの処理ラインの生産能力 (単位時間当たりの

処理本数)が限界を超えたため，生産ラインの改

良を行った。

4. 1 生産ライン 1号機の改善課題

生産ライン l号機は噴き付け処理のみの独立ラ

インであった。そのため改善の課題を次の ように

設定した。

① 噴き付け処理装置をインサイジングラインに

直結させ，生産効率を上げる。

② 噴き付け処理に要する時間を短縮する。

4.2 改善課題の解決

前項に挙げた課題を解決する方法として.rイン

サイジングラインの生産能力を落とさずに，直結

した処理装置を通過させ十分な薬剤付着量を得

るJ，という目標を設定した。しかしインサイジン

グラインの送材速度 (30m/min以上)と，生産ラ

イン l号機の送材速度 OOm/min)では大きな聞き

があり，そのまま直結させたのでは生産能力を低

い方に合わせざるをえない。そのため，送材速度

を大きく向上させた処理装置の開発を行った。

薬剤噴射量並びに噴射時間と材面ごとの付着量

の関係等についてデータをとり，ノズルの設置位

置，薬剤吐出能力などを見直した結果，目標を達

成する装置(2号機)が完成し.r全面超噴射処理

装置Jと名づけた。 I号機と完成した 2号機との

性能の違いを比較すると表4のようになる。(2号

機の写真を図 2に示す。)

この装置の導入によ って次の ようなメリ ットが

表4 生産ライン 1号機(噴射装置)と2号機 (全面

超噴射処理装置)の比較

l号機 2号機

装置全長 1. 5m 4.0m 

処理時送材速度 1O~ 15m/rnin 26 ~45m/mjn 

作業i夜最大吐出量 60L/rnin 300L/mjn 

生産能力総 120本/h 400本/h

※長さ 4mのオウシュウアカマツ集成材を想定

木材保存 Vol. 34-3 (2008) 
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図2 全面超噴射処理装置 (生産ライン 2号機)

得られた。

① 従来，作業員はインサイジングラインと処理

ラインの 2ライン分必要であったが lライン分

に減員した。

② 1号機では，難浸透性の樹種などで規定の付

着量を得るために場合に よっては2回処理が必

要であったが，2号機では l回の処理で可能に

なった。

③ 付着量の調整操作がより容易になった。

5.深浸潤処理薬剤の開発

5. 1 目的

深浸潤処理はこれまで述べてきたように，乾燥

土台の製造に関して適した処理方法であるが，実

用化に当たって既存の表面処理用薬剤を使用した

ため，薬剤について次のような課題が明らかにな

った。

-薬剤の標識剤として高価な添加剤(有機亜鉛化

合物)が必要であるため，コスト面で使用しに

くい。

. ~初日本木材保存協会の表面処理用認定薬剤のた

め濃度調整ができず，付着量のみで吸収量調整

を行わなければならなかった。

これらを解決するため，深浸潤処理用の薬剤の

開発に着手した。開発コンセプトとして， ①深浸

潤処理が現状の設備 ・方法で行えること ，②標識

剤の添加なしで呈色が行えること，を目標に検討

した。

①としては油剤で作業液の性状が安定している

こと，浸透性が高いこと (深浸潤処理で十分な浸

潤が得られること)を必要性能とした。

②と しては有効成分が金属塩，もしくは第 4級

アンモニウム塩など，現時点で呈色可能なものを

優先候補とした。

5.2 組成検討

前項の開発コンセプトを念頭に防腐性能試験，

防蟻性能試験，薬液安定性確認，浸透性確認など

を実施し検討した結果，表 5のような組成に至っ

た。

呈色は試薬にブロムフ ェノ ールブルー0.2%ア

セトン溶液を用いることで可能であることを確認

した。

5.3 標準付着量の検討

開発した薬剤(ペンタキュア op)は，その組成

からサンプレザー oP-Cに比べ浸透性能に向上が

見られたため，より低い付着量で、実験を行った。

3.1. 2項のインサイ ジングを行ったオウシュウ

アカマツ集成材 (3650X90X90mm)5本からそれ

ぞれ長さ500mmの試験体を切り出し，両木口をシ

リコンシールした。作業液は，ベンタキユア op

を石油系溶剤で 6倍希釈したもの(有効成分:

DDAC8 %，チアメ トキサム0.02%) を用いた。

刷毛で各材の表面に付着量250g/m2となるよう

に塗布し，倉庫内で 2週間静置した。各試験材を

養生 1週間経過時と養生終了時 (2週間経過後)

に切断して呈色させ，表層から10mm部分の浸潤

度を確認した。結果を表6に，ま た写真を図 3に

示す。

表5 ぺンタキュア OPの組成 (原液)

成分 % (w/w) 性能試験

合格吸収量

DDAC (防腐 ・防蟻) 48.0 2.0kg/m3 

チアメトキサム(防蟻) 0.12 0.005kg/m3 

助剤 ・石油系溶剤 51. 88 

表6 標準付着量の検討実験における付着

量250g/m2での浸潤度

材 No. I養生 1週間|養生2週間

E 1 55 90 

E 2 80 95 

~-----+--------~~--------+-------~b 
E 5 55 85 

平均 60 91 

合格率 1/5 5/5 

注)浸潤度は表層10mmの部分における浸潤度

木材保存 Vol. 34-3 (2008) 
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養生 l週間経過時 養生2週間経過時

図3 標準付着量の検討実験におけるオウシュウアカマツ集成材の浸潤写真 (養生期間による比較)

表 6の結果から，処理後に養生を 2週間行えば，

サンプレザー oP-cを使用した場合の付着量 (400

g/m2
) よりも少ない付着量 (250g/m2

) で AQ2

種の浸潤が得られることが示された。

5.4 処理による寸法変化

オウシュウアカマツ集成材 (4000x 90 x 90mrn) 

10本について，薬剤を約300g/m2付着させ， 倉庫内

で養生させた。処理前および処理後養生 5日間後

に，長さ方向の中央部の木口断面寸法をデジタル

ノギスを用いて測定した。

各材の薬剤付着量，す法測定結果 (変化率) を

表 7に示す。寸法変化率は全て0.2%以下とわずか

であり ，ベンタキュア OPを用いた深浸潤処理に

よって寸法変化はほとんど起こらないことが示さ

れた。

6.おわりに

保存処理乾燥材の製造において，水溶性薬剤に

よる加圧注入処理は処理後の乾燥を必要としてい

る。これに対し深浸潤処理は，この処理後の乾燥

を回避でき，歩留まり向上，作業費削減を通して

コストダウンが図れることが最大のメリットであ

る。一方，加圧注入用薬剤に比べ薬剤単価は高く，

コストメリットを確実にするには徹底した作業液

管理，付着量管理が欠かせないことや 2週間を

要する養生についても改善の余地が残っている。

深浸潤処理の実用化，ならびに専用薬剤の開発

を通して，処理条件による現象，結果については，

多くの有用なノウハウが得られた。 しかし浸透の

メカニズムについては今後の研究による解明が待

たれるところである。

表7 ぺンタキュア OP処理材の処理前後の寸法変

化率

処理直前町n 付着量 養生5日後変化率議
No 

中高 高さ g/m2 幅% 高さ%

90.09 90.07 306 -0.10 -0.07 

2 90.06 90.28 306 -0.13 -0.14 

3 90. 12 90.25 333 -0.17 -0.19 

4 90.01 90.14 306 -0.12 -0.13 

5 89.92 90.27 306 0.15 0.17 

6 90.07 90.17 278 -0.06 -0.07 

7 90. 16 90.19 306 -0.08 -0.09 

8 90.14 90.25 306 -0.05 -0.06 

9 90.01 90.24 333 -0.12 -0.13 

10 90.00 90.17 306 -0.05 -0.06 

※変化率 (%) = ((養生 5日後寸法一処理直前寸法)

/処理直前寸法)XlOO 
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