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北洋材廃材の液化と発泡断熱ボード化

鈴木聡*藤沢泰士*鷺岡雅*

Foam In・ulationBoard from Llqu.fl・dWa・t.Slberian Wood Mat.rials 

Satoshi SUZUKI*. Yasushi FUJISA W AヘTadashiSAGIOKA* 

木質廃材を有効に利用する方法の一つに化学的木材液化(加溶媒液化)があり，本技術は

原料となる廃材の形状，品質に制限がないという利点がある。また，製造した液化物は生分

解性を持つ樹脂とすることが可能である。本研究においては，北洋材廃材液化物から発泡断

熱ボードの製造を試み，これらの性能について評価した。

その結果， (1)北洋材(エゾマツ (Piceajezoensis Caπ.) ，オウシュウアカマツ (Pinus

sylvestris Linn.))および富山県産スギ(タテヤマスギ (Cηρtomeηajaρonica D. Don) ) 

について，これらのポリエチレングリコール (PEG)液化物にMDIを反応させることで，

ウレタン発泡できることがわかった。 (2)イソシアネートによるウレタン発泡の際に，木粉

を加えることで，原料木材率の高い発泡断熱ボードを作ることができた。 (3)試作した発泡

断熱ボードの熱伝導率は， O.04W/m.K以下と市販のウレタン発泡断熱ボードと比較して

も遜色のない断熱性能を示した。また，オウシュウアカマツから作製した発泡体において，

発泡段階での木粉添加により，断熱性能が上がった。 (4)樹種聞で，木材液化物より作製し

たウレタン発泡断熱ボードの IRスペクトルに大きな違いは認められず，化学構造に大きな

差違はないと思われる。したがって，条件さえ適当であれば，木質廃材の樹種に関わらず，

発泡断熱ボードの製造が可能と考えられる。

1.はじめに

富山県では，北洋材の輸入量が圏内最大であり，

県内の木材需給の多くを北洋材が占めている。した

がって，プレカット，プレーナー加工等に伴う木材

加了.・製材工場廃材(鋸屑，プレーナー屑，端材)

や建築解体材など，富山県内で発生する木質廃材の

大部分は北洋材で占められる1) これら廃材は，環境

規制強化等により自社焼却が困難となり，また資源

有効利用の観点からもその活用技術の開発が緊急の

課題となっている。

木質廃材を有効に利用する方法の一つに化学的木

材液化(加溶媒液化)がある。この液化技術は，木

材を液状にして利用するため，原料木材の性状にあ

まり限定されることなく，また，新聞古紙，イネ藁

等も液化出来ることから2) 襖紙や古畳等の植物性

廃材も利用することが可能と考えられ，建築廃材等

の雑多な組成の木質廃材を利用しやすい利点が考え

られる。得られた液化物は，フェノール樹脂，ウレ

タン樹脂等の合成樹脂の原料とすることが可能であ

る3.針。

一方，住宅用として，発泡スチレンや発泡ウレタ

ンを複合した断熱パネルが，近年多く使用されてい

る。これらは住宅解体の際に木材と分別しにくく，

また生分解性を持たないため，廃棄の際の環境負荷

が大きい。

これに対して，木材液化物は，木材に由来するセ

ルロース， リグニンおよびこれらの分解物等を化学

構造に合んでおり，木材液化物から合成したウレタ

本報のー怖は. 2001年度木材学会中部支部大会. 2001. 9.21，金沢において発表した。

* 木材試験場
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ン樹脂等は，生分解性を持ちヘ環境負荷が小さいと

考えられる。

前報6) において，北洋材廃材の液化と接着剤化に

ついて検討した。本研究においては，北洋材廃材か

ら木材液化技術を利用し，ウレタン発泡による発泡

断熱ボードを試作しその性能について検討した。

2.実験方法

2.1 木材液化物の発泡条件の検肘

2.1.1 木材液化物の調製

原料木材試料として，北洋材 2種(エゾマツ

(Picea jezoensis Carr.)，オウシュウアカマツ

(Pinus sylvestris Linn.)) と，比較のため富山県

産スギ1種(タテヤマスギ (Cηρtomeriajaρonica 

D. Don))の計4樹種のそれぞれの木粉を 250J，lm "-' 

1 mmに分級したものを用いた。液化溶媒は，ポリ

エチレングリコール(平均分子量 400) (PEG)を

使用した。木粉(気乾)に対し，重量比で3倍量の

PEGを加えて，オイルパス中， 160
0Cで撹枠しな

がら 30分間加熱，液化した後，イミダゾールで中和

した。また，得られた液化物について，合水率を，

カールフイッシャー水分計(メトローム社製 701

KF Titrino)により測定した。

2.1.2 ウレタン反応による発泡の確毘

木材液化物とイソシアネートとのウレタン反応を

利用した発泡断熱ボードの製造を試みた。

イソシアネートとして 4，4' ージフェニルメ

タンジイソシアネート (MD1) を使用した。

最初に，金属系ウレタン反応触媒として一般的な

ジラウリン酸ジプチル錫 (N)を使用してウレタン

発泡を試みた。このとき整泡剤は使用しなかった。

木材液化物に対し， MD  1を等量，錫触媒を 1%重

量比で加えた後，撹搾して反応させ，発泡体を試作

した7)。

また，発泡体の木材使用率を高めるため，発泡体

への木粉の混入を検討した。エゾマツ液化物にエゾ

マツ木粉(1"-' 2 mm分級)を重量比 10%加えた後，

木材液化物に対し， MD  1を等量，錫触媒を 1%重

量比で加えた後，撹持して反応させ，発泡体化した。

2.2 発泡断熱ボードの鼠作と評価

2.2.1 ウレタン発泡ボードの院作

発泡体の発泡状態を均一にして，断熱性能等を高

めるため，市販のアミン系(tetramethylhexane. 
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diamine系)ポリウレタンフォーム触媒(花王 :カ

オーライザー No.l)と硬質ウレタン用シリコン系整

泡剤(日本ユニカー:SZ-1627)を使用してウレタン

発泡を試みた。

木材液化物は， 2.1.1と同様とし，イソシアネート

として，ポリメリ ックM D1 (PMD 1)を使用し

た。

木材液化物に対し， PMD 1を等倍量，整泡剤を

3%，ポリウレタンフォーム触媒を 1%それぞれ重

量比で添加，撹搾後，縦300mm，横300mmの型枠に

流し込み，上方向が開放された状態で，自己発泡さ

せた。得られた発泡体は上部を切除して立方体とし，

試験用の発泡体とした。また，比較のためPEG(合

水率を 3%に調製)について，液化木材と同様の条

件で発泡体を作成した。

つぎに，発泡体中の木材の使用率を高めるため，

液化物に木粉を加えることを検討した。絶乾とした

エゾマツ木粉 (250J，lm以下分級)を発泡直前に木材

液化物に加え，同様に発泡体を試作した。

また，イソシアネートをトリレン2，4ージイソシ

アネート (TDI)としたものについても同様に発

泡体を試作した。

2.2.2 賦作ボードの性能鼠験

試作した発泡断熱ボードについて熱伝導率を測定

した。条件を以下に示す。

熱伝導率測定装置;英弘精機製HC-071H，測定方

式;熱流計法 (ASTMC518) ，環境温度;20
o
C，高

温側設定温度;35
0

C，低温側設定温度;50C，試片

寸法;約 20x20cm。

2.2.3 '"Jエノール液化物からの発泡ボードの鼠作

ポリエチレングリコールと比べてフェノールは価

格が安く，また樹脂化物は耐熱性が高いという特徴

がある。このため，フェノール系液化物から断熱材

を製造した場合，コスト的，性能的に優れたものが

できる可能性がある。そこで，北洋材のフェノール

液化物からの発泡成型体の製造を試みた。

ロシア産エゾマツ木粉に対し，重量比で3倍量の

フェノールを加えた後， 160
0

Cで30分加熱，液化後，

イミダゾールで中和した。

イソシアネートとして， PMD 1を使用した。発

泡ボード化は 2.2と同様に行った。
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2.2.4 赤外分光光度計による液化物および鼠作ポー

ドの評価

各樹種の液化物およびこれらのウレタン発泡体の

化学構造の違いを確認するため，フーリエ変換赤外

分光光度計 (FT-IR)(Spectrum One (パーキンヱ

ルマー製)，ダイアモンドプリズムATR)による分

析を行った。

3.結果と考察

3.1 発泡条件の検討

3.1.1 木材班化物の調製

ウレタン反応程度は水分量に依存する。そこで得

られた液化物の水分量を測定したところ，合水率は

いずれの樹種も約 10%であった。今回，試料として

気乾木粉を使用しているため，液化前の樹種聞の合

水率の違いはあまりないと考えられる。したがって、

液化の際に水の加減はほとんどないと思われる。

3.1.2 ウレタン反応による発泡の確寵

イミダゾールで中和したエゾマツ液化物に，触媒

としてジラウリン酸ジブチル錫 (IV)を加えて，混

合 ・撹持した。これに， MD  1を加えて，激しく撹

梓したところ，液化物は発泡しながら速やかに反応

国一 1 エゾマツ液化物から試作したウレタン発泡体

(錫系触媒)

※1:::木粉未混入，下:木粉混入率 10%

し，発泡体を生成した(図ー 1 上図)。

また，エゾマツ液化物にエゾマツ木粉を重量比 10%

加えた場合は，発泡体を作製することはできた(図-

1 下図)が，寸法安定性が悪く，十分な厚みを持っ

た発泡体とすることができなかった。

3.2 発泡断熱ボードの賦作と評価

3.2.1 ウレタン発泡断県ボードの紙作

当初ウレタン反応確認のため，触媒として最も一

般的なジラウリン酸ジプチル錫(IV)を使用した。

そして木材液化物をイソシアネートによるウレタン

反応で発泡できることを確認した。しかし， 3.1.2で

示した様に，性能的には不十分であった。一般的に，

硬質ポリウレタンフォームの製造においては，金属

系触媒を用いることは少なく へ また断熱材と

図-2 液化木材より試作した発泡断熱ボード

※原料樹種:上エゾマツ，中:オウシュウアカマツ，

下タテヤマスギ
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して使用するためには，十分な独立気泡状態を保持

していることが望ましい。そこで，市販のアミン系

触媒および独立気泡用整泡剤を用いて，断熱用ボー

ドを試作した。

その結果，今回の実験条件では，いずれの樹種に

ついても発泡体を試作することができた。しかしな

がら，オウシュウアカマツ液化物からの発泡体に比

べてタテヤマスギ液化物からのものは，発泡の大き

さが明らかに小さいなど，発泡体の外見に，樹種に

よる違いが見られた(図ー2)。木材およびその液化

物中の抽出成分等が影響している可能性がある。

次に，発泡体に木粉を添加する手法について検討

した。 3.1.2で良い結果が得られなかったため，木粉

は木材液化物とMDIの混合直後に加えることとし

た。その結果，良好な発砲を起こすことが出来た。

また，木粉添加量を増加するにしたがって，発泡し

にくくなる傾向が見られた(国一 3)。この原因とし

て，木粉に木材液化物が吸収されてしまい，イソシ

39 

アネートと木材液化物の反応が起こりにくくなるこ

とが考えられる。木材液化物の吸収を防ぐため，予

めPEGを用いて後から加える木粉を湿潤させるこ

とにより，木粉添加量を 30%まで上げても良好に発

泡させることが出来た。しかし，工程が増えること

からコストの増加につながる可能性もある。

今回の条件では，木粉添加量が 10%としたときの

み，板状の発泡断熱ボードを成形することができた

(図-4)。

また，イソシアネートの適性を検討するため， T

DIを使用した発泡体を試作したが，今回の条件で

は， TD  1と反応させる際に，木材液化物と十分な

混合を行う前に発泡が始まってしまい，均質な発泡

体を生成することができなかった。これは， TD  1 

の反応速度が高いためウレタン反応が急激に生じた

ためと考えられる。 TDIは，ポリウレタン塗料ベ

イソシアネート系接着剤等を作製するときに使用さ

れることが多いが，原料として木材液化物を使用し

図-3 木粉を混入したエゾマツ液化物からのウレタン発泡体

※左から. 0 %. 10%. 20%. 30%の木粉混合率
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た場合， TD 1は発泡体を製造する用途には適当で

ないと思われる。

3.2.2 鼠作ポードの性能評価

木材液化物と PMDIから試作した発泡断熱ボー

ドについて熱伝導率を測定した。その結果，エゾマ

ツおよびタテヤマスギ液化物からの発泡体の熱伝導

率は0.04W/m.K以下と市販のウレタン発泡断熱ボー

ドと比較しても遜色のない断熱性能を示した(圏一

5)。一方，今回の条件では，オウシュウアカマツか

らの発泡体の熱伝導率が0.045W/m.K程度と他の

樹種からの物と比べてやや高めとなった。また，オ

ウシュウアカマツは木粉を加えることで熱伝導率は

O.04W/m.K程度まで、下がり，断熱性能の向上が認

められた。このように条件によっては，木粉添加が，

断熱性能を上げる効果があると思われる。

一般的に密度と熱伝導率は比例関係にあるが，タ

テヤマスギ液化物からの発泡断熱ボードは，密度が

高いにもかかわらず，他の樹種の液化物からの発泡

断熱ボードよりも熱伝導率が低くなった。発泡の状

態の違いによる可能性がある。

また，エゾマツ液化物のTDIによる発泡体(密

度 27kg/ぽ)の熱伝導率は， 0.055 W/m.K程度と

PMDIによる木材液化物の発泡体と比較してやや

高い値を示した。これは，発泡体上に発泡の不均一

件.が認められることから，ウレタン反応が均一に生

じていなかったものと思われ，断熱性能が下がる原

図となった可能性がある。

3.2.3 フヱノール濃化物からの発泡ボードの鼠作

図-6に示したように，北洋材のフェノール液化

物から PMDIとのウレタン反応により発泡ボード

を作成することができた。また熱伝導率は

0.036W/m.Kとなり，市販断熱材に近い性能を示し

た。しかし，性状は非常に脆かった。

3.2.4 赤外分光光度計による液化物および鼠作ポー

ドの評価

樹種等の違いが液化物の化学構造へ及ぼす影響を

検香fするため，木材液化物をFT-IRにより分析した。

その結果，木材液化物の場合は，特にエゾマツが他

の樹種と比べて， 3000'" 3500cm-1近辺の吸収が大き

くなるなどやや異なったスベクトルを示した(国一

7) 0 3340'" 3375cm-1の吸収帯は，O-H伸縮およ

び水素結合ヒドロキシル基の存在を示しており 10)

反応性に影響があることも考えられる。しかしなが

園-4 試作した木粉混入率10%の発泡断熱ボード

(エゾマツ液化物)

エソマツ

オウシュウア"jr~"y

オウシュウアカマY
10%木粉混合

タテヤマスギ

PEG400 

市販発砲ウレタン

0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 

熱伝道率CWfm'K) 

国一 5 各木材液化物より試作した発泡断熱ボード

の熱伝導率

※括弧内は平均密度 (kg/nf)

国-6 フェノール液化物から作成した発泡断熱ボード
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ら， 全体的には吸収ピーク波数はほぼ一致しており，

構成官能基の種類に大きな違いはないと考えられる。

一方，各樹種の木材液化物をPMDIとのウレタ

ン反応により発泡断熱ボードとしたものについて

FT-IRによる測定を行ったところ，木材液化物の場

合と比べて，樹種による差は小さくなった(国一8)。

発泡断熱ボードの試作で認められた原料樹種による

発泡の大きさ等の違い(国一 2) は，木材液化物か

ら発泡体化する際のウレタン生成過程の反応程度の

違いによって生じた可能性がある。しかしながら，

製造した発泡断熱ボード自体については，原料樹種

による化学構造の違いは少ないと考えられる。

以上のことより，本実験条件においては，樹種に

よる液化物の化学構造の影響は小さいと思われ，製

造条件さえ適当であれば，木質廃材の樹種に関わら

ず，発泡断熱ボードの製造が可能と考えられる。

l∞ 

80 

トー

X ω 

ト司

ーーエゾ7ツ

40 ~ 1-ー オウシュウアカマツ

一ータテヤマスギ

20 

4倒防 35∞ 3例)0 25∞ 2似)0 15∞ l似)0 5∞ 

波数 (cm・')

国一 7 木材液化物のFT-IRスベクトル

※PEGによる160'C.20分間液化物

l∞ 

80 
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4.結論

本研究において，以下のような結果が得られた。

(1)北洋材(ロシア産エゾマツ，オウシュウアカ

マツ)およびタテヤマスギについて， PEG液化物

から，この液化物にMDIを反応させることにより，

ウレタン発泡できることがわかった。しかし，イソ

シアネートとしてTDIを使用した場合，今回の条

件では，良好な発泡体をつくることがで、きなかった。

(2 )イソシアネートによるウレタン発泡の際に，

木粉を加えることで，原料木材率の高い発泡断熱ボー

ドを作ることができた。しかしながら，今回の条件

では，充分な発泡による厚みを持たせるためには，

木粉の添加割合は木材液化物に対し重量比 10%が限

度で、あった。

(3)試作した発泡断熱ボードの熱伝導率は，

0.04W/m.K以下と市販のウレタン発泡断熱ボード

と比較しでも遜色のない断熱性能を示した。また，

原料樹種によっては，発泡段階での木粉添加により，

断熱性能が上がるものもあった。

(4)樹種により，木材液化物，ウレタン発泡断熱

ボードの IRスペクトルに大きな違いは認められな

かったため，化学構造に大きな差違はないと思われ

る。したがって，条件さえ適当であれば，木質廃材

の樹種に関わらず，発泡断熱ボードの製造が可能と

考えられる。
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Summ・ry
Chemical wood liquefaction (solvolytic liquefaction) is one of the methods of effectively using the 

wood waste. The advantage of this technology is the no limitation of shape and quality of the 

waste wood， and the resin synthesized from the liquid is biodegradable. In this study， the man-

ufacture of foam insulation board was tried from Siberian lumber waste wood liquid， and its per-

formance was evaluated. 

The results are shown as follows: (1) Siberian lumber (ezomatsu (Picea jezoensis Carr.) ， 

oushuakamatsu (Pinus sylvestris Linn.}) and tateyama引 19iNariety of Cη，ptomeria jaρonica D.Don， 

cropped from Toyama prefecture) could be liquefied using polyethylene glycol (PEG) ， and it was 

possible to synthesize urethane-foam from PEG-liquefied wood with 4，4 '-diphenylmethane 

diisocyanate (MDD， regardless of the tree species. (2) The foam insulation board with a high rate 

of wood was able to be made by adding wood flour when the urethane foamed by isocyanate. (3) 

The thermal conductivity of produced the foam insulation board was O. 04W 1m . K or less， and 

the thermal insulation performance was equivalent to commercial urethane foam insulation board. 

Moreover， the thermal insulation performance was improved by the addition of wood flour in the 

foaming stage， in the foam produced from oushuakamatsu. (4)From the comparison of IR spectra， 

the chemical structure of urethane foam of each tree species seems to be almost the same. There-

fore， the manufacturing of the foam insulation board seems to be possible without regard to the 

tree species of waste wood， if the conditions are appropriate. 
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