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a・v研究論文 a・v

イペ材の抽出成分を注入したスギ材の耐朽性*1 

飯田孝彦*ヘ 瓦田研介*2司福田清春*3 

Durability of Japanese cedar wood impregnated with extractives from Ipe 

wood 

Takahiko IIDA * 2， Kensuke KA WARADA * 2， Kiyoharu FUKUDA * 3 

The antifungal effects of secondary metabolites extracted from Ipe wood (Tabebuia sp.) wer巴

evaluated. The results were as follows. 

1) The extractive was obtained in high yield with acetone and ethanol-benzen巴 mixture，and 

showed a strong antifungal effect in comparison to the extracts obtained with cold water and hot 

water. 

2) After impregnation with the extract， specimens of Japanese cedar sapwood were not decay巴d

by wood rotting fungi according to the method outlined in JIS K1571-2004. 

3) However， impr巴gnationof the extractive into beech sapwood was not effective in preventing 

wood rot. The difference in the effect on Japanese cedar and beech woods was most likely attrib-

utable to differences in the extent of adsorption amount of the extractives and th巴 durabilityof 

the two woods. 

4) After beech wood was soaked in the extractive， analyses performed according to the method 

described in JIS Z2911-2006 indicat巴da high degree of resistance against mold growth. 

Keywords : Ipe， Durability， Extractives， Bulk coefficient， Wood preservatives 

イペ材から抽出した二次代謝物の抗菌効果を調べた。得られた結果は以下の通りである。

1 )アセトン及びアルコール・ベンゼン混合液を用いて抽出した場合，冷水及び熱水で抽出

した場合に比較して，抽出物の収量が多く抗菌性も高い。

* 1 本研究の一部は，社団法人日本木材保存協会第22四年次大会 (2006年，東京)において発表した。

* 2 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute， Nishigaoka 3-13-10， Kita-ku， 115-8586， lapan 
*3 東京農工大学農学部

Tokyo University of Agriculture and Technology， Faculty of Agriculture， Saiwai-cho 3-5-8， Fuchu， 183-8509， Japan 
Co汀espondingauthor : T.lida (iida. tak油 iko@凶 ーtokyo・jp)
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2 )この抽出物の注入後， JISK1571-2004法に従って調べると，スギ辺材は，木材腐朽菌類に

よってほとんど腐朽しなくなった。

3 ) しかし，ブナ材への注入は効果に乏しかった。スギとブナ材間の効果の違いは，抽出物

吸収量及び両樹種における耐朽性の違いに起因すると考えられる。

4 )ブナ材に抽出物を浸漬処理した後， JIS Z 2911-2006に従って調べたところ，カピ汚染に

対して高い抵抗性を示した。

キーワード :イペ，耐朽性，抽出成分，かさ効果，木材保存剤

1.緒言

樹木には生体防御機能として，抗菌効果を示す

二次代謝物を生合成する高次の機能が備わってい

る。抗菌性の二次代謝物は，木部の細胞組織に蓄

積されるが，溶媒を使用した抽出法により，抽出

成分として取り出すことができる。これらの抽出

成分を利用した研究例として，バイオリンの弓に

使用されているペルナンブコ (Guilandinaechinata 

Spreng. )材の抽出成分を注入したシトカスプルー

ス (Piceasitchensis Carr. )材は，内部摩擦が低下

し，ベルナンブコ材と同様に，音響が減衰し難く

なることが報告されている 1)。また，チーク材の

抽出成分を，耐朽性の低いヨーロ ッパアカマツ材

に注入し，供試菌としてキチリメンタケ (Gloeo-

phyllum trabeum)を用いて強制腐朽させたところ，

無処理材に比較して耐朽性が向上したことが報告

されている 2)。このように木材の抽出成分は，

元々樹木が木部に沈積した代謝生産物であること

から木材への親和性や定着性も良いと考えられ，

元の樹木木部が持つ高耐朽性などの特殊な機能を

他の木材に付加できることが期待される。

防腐処理をほとんど施さずにエクステリア材な

どとして使用されるイペ (Tabebuia spp.)材は，

ブラジルなど南アメリカ大陸アマゾン川流域等に

広く分布する，ノウゼンカズラ科の広葉樹木材で

ありブラジルでは主要な生産樹種である。しかし，

イベ材は製材時の切削加工が難しいため，日本国

産の針葉樹や広葉樹の製材歩止りが，概ね60%程

度3，4)であるのに対して，イペ材の製材歩止りは

低く 5)端材などの未利用廃棄物が多い。さらに，

イベ材の端材は，気乾密度が高いことから，パー

テイクルボードへの再利用が難しく，未利用のま

ま一部は燃料として用いられているにすぎない。

一方，イペ材はその抽出成分が生物に対して抵

抗性があることが知られている。木部抽出成分が

ラパコールや他のナフトキノン誘導体を含有し，

海洋せん孔生物に対して抵抗性があること 6)及び

内樹皮抽出成分がヒトの腸内細菌 Clostridium

paraputrificum， C. perfringens， Escherichia coli等

に対して成長抑制作用を有すること 7)が既に報告

されている。 しかし木材腐朽菌類やカピに対する

抗菌性について調べた報告は少ない。

そこで本研究では，イペ端材などの有効利用と

して，イベ材から抽出した成分を耐朽性の低い木

材へ注入し，イベ材の抽出成分が耐朽性及びカピ

抵抗性に及ぼす影響について調べ，木材保存剤へ

の利用について検討した。加えて，抽出に用いる

溶媒の種類及び注入した木材からのイペ材抽出成

分の溶脱性について検討した。

2.実験方法

2. 1 耐朽性試験

イペ (Tabebuiasp.)，ボンゴシ (Lophiraalata) ， 

ジャラ (Eucalyptusmarginata)，ウリン (Eusider-

oxlon zwageri)及びマカラントパ (Manilkara li-

uberi)の各種心材の耐朽性を， JIS Z210l-1994 : 

木材の試験方法(耐朽性試験)を参考にして，供

言式菌としてオオウズラタケ (Fomitopsis palustris 

(Berk. et Curt.) Gilbn. & Ryv.， FFP悶 0507)及び

カワラタケ (Trametes versicolor (L. : Fr.) Pilat 

FFPRl1030)を用いて評価した。

試験片は， 20mm (T) x 20mm (R) x lOmm (L) 

の二方柾木取りとした。腐朽操作にはプラスチッ

ク製角型培養瓶(柴田科学機器(槻内容量約500

ml)を用い，これにポテトデキストロース寒天培

地 (PDA培地)100mlを入れ高圧蒸気滅菌した。

これらの培地に供試菌の小片を接種し 2週間培
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養し菌糸が培地表面を覆って十分に生育した後，

試験片を菌糸上に設置し 8週間強制腐朽させた。

試験片は菌種毎に 4個用い，強制腐朽試験前に，

ガス滅菌器 ((槻ジェーエムシ医器研 SEMMEL-502

C)を用いて，酸化エチレンガスにより滅菌処理を

行った。

2.2 抽出溶媒の検討と抽出物の抗菌性

抽出溶媒として，冷水，熱水，エタノール ・ベ

ンゼン混液 (1:2v/v)及びアセトンを用い，以

下のごとく 抽出物含有量を求めた 8)。イペ心材を

ウィレーミルで粉砕した木粉 2gを，冷水及び熱

水100ml中で4時聞かくはんして抽出処理し，ろ

過，乾燥後質量を測定し，抽出前後の質量の差か

ら抽出物含有量を求めた。また，イペ心材木粉2

gを用いて，エタノール・ベンゼン混液及びアセ

トンを抽出溶媒として，ソックスレー抽出器で 8

時間抽出して得た抽出溶液をエパポレーターで乾

固し，デシケーター中で減圧乾燥後，質量を測定

し抽出物含有量を求めた。

また，抽出物の抗菌性を簡易に比較して抽出

溶媒を検討するため，ウェル法9)により軟腐朽菌

ケトミウムグロボスム (Chaetomium globosum 

Kunze ex Fries IAM 8059)を対象に，形成した阻止

円面積を測定した。PDA培地を溶解し高圧蒸気滅

菌後固化する前に，ケトミウムグロボスムの胞子

懸濁液を均一に添加しシャーレに20rnlずつ分注

した。培地が固化後，培地の 4箇所に無菌的に直

径 5mmの穿孔を行い，アセトン及び抽出成分濃

度をアセトンで 1g/100mlに調製した溶液をそれ

ぞれ 2箇所ず、つ100μl滴加し，約 1時間室温で静

置後，温度28
0

Cで 1週間培養した。培養後，形成

された生育阻止円の直径から阻止円面積を算出し

て抗菌性を評価した。それぞれの抽出成分につい

て繰り返し数2とした。

2.3 スギ材及びブナ材へのイペ材抽出成分注入

と耐朽性

試験片は，スギ (Cryptomeriajaponica D. Don) 

辺材及びブナ (Faguscrenat，αBlume)辺材 (20mm

(T) x 20mm (R) x lOmm (L)の二方柾木取り )

とし，それぞれイペ材抽出成分を注入処理した試

験片，無処理試験片及び補正用試験片を用意した。

注入処理試験片は，減圧下 (6.4X 102Pa)で，抽

出成分濃度をアセトンでlOg/100rnlに調製した溶

225 

i夜を用いて注入し，注入後減圧状態で24時間静置

した。その後，試験片を風乾してからデシケーター

中で減圧乾燥後，質量を測定し抽出成分の吸収量

を求めた。一部の試験片について，注入処理前後

の放射方向，接線方向及び繊維方向の寸法を，

105
0Cで乾燥後に全乾状態で測定し，かさ効果を式

(1 )により算出したlヘ
かさ効果(%)=

注入処理試験片の全乾後寸法一無処理試験片の

全乾後寸法/無処理試験片の全乾後寸法X100

(1) 

抽出成分の注入が耐朽性に及ぼす影響は， JIS 

K 1571-2004 :木材保存剤の性能試験方法及び性

能基準を参考にして，耐候操作後の試験片につい

て，供試菌としてオオウズラタケ，カワラタケ及

びナミダタケ (Serpulalacrymans (Wulf. ex Fr. ) 

Schroeter， FFPRI 0739) を対象に，前述と同様に強

制腐朽試験を行い検討した。実験の繰り返し数は

4回である。

2.4 ブナ材へのイペ材抽出成分浸漬とカビ抵抗性

抽出成分の浸漬がカピ抵抗性に及ぼす影響は，

抽出成分浸漬処理試験片及び無処理試験片につい

て， JISz 2911-2006 :カ ピ抵抗性試験方法(一般

工業製品の試験(木竹製品))を参考にして， 5種

類の単独胞子懸濁液を用いて各々のカビに対する

カピ抵抗性を検討した。

カピ抵抗性試験用の試験片は，ブナ辺材 (5mm 

(T) X20mm (R) X40mm (L)の二方柾木取り )

とし，それぞれイペ材抽出成分浸漬処理試験片及

び無処理試験片を用意した。浸漬処理試験片は，

抽出成分濃度をアセトンでlOg/100rnlに調製した

溶液中に30分浸漬した後，十分に風乾し質量を測

定し，抽出成分の吸収量を求めた。なお，無処理

試験片はアセトン溶液で同様に処理したものを用

いた。 l菌種ごとに抽出成分浸j責処理試験片及び

無処理試験片各 6枚の試験片を用いた。カピ発生

の観察を50倍の実体顕微鏡を用いて 1週間ごとに

行った。なお，カピの発生を促進させる目的で胞

子の懸濁に無機塩添加栄養液を使用した11ヘ
3.結果及び考察

3. 1 供試木材の耐相性

イベ材の高耐朽性抽出成分を調べるに当たり，

木材保存 Vol. 34-5 (2008) 
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表 1 供試木材の JISZ 2101による耐朽性

Table 1 Decay resistance of the woods used according to JIS Z 2101-1994. 

樹種 (一般名)
平均質量減少率 (%)

気乾密度 (g/cm3
)

Mean mass loss (%) 
Wood species 

オオウズ‘ラタケ
(Commercial name) 

ηromyces palustris 

イベ
1. 2 (0. 16) 

Ipe 

ボ‘ンゴシ
0.8 (0.12) 

Bongossi 

ンヤフ
0.1 (0.16) 

Jarrah 

ウリン
0.5 (0.09) 

Ulin 

マカラントパ
0.7 (0.08) 

Macaranduba 

ブナ
69.6 (2.90) 

Beech 

( )は，標準偏差
Figures in parenthesis are Standard deviation. 

まずイペ材自体の耐朽性を他の高耐朽性樹種と比

較することから始めた。供試木材の強制腐朽後の

質量減少率を表 lに示す。ジャラ材をカワラタケ

で腐朽させた場合を除いて，供試木材はいずれも

質量減少率 3%以下の結果を与え，イペ材を含め

て供試材がいずれも高い耐朽性を持つことを示し

ていた。この高い耐朽性は供試木材の高い密度や

硬度など物理的性質に加えて，含有している抽出

成分が影響を及ぼしているものと考えられること

から，イペ材の抽出成分について，さらに詳しく

調べることとした。なお 抽出成分と耐朽性に関

しては，ボンゴシ材を使用した木橋が腐朽した事

例報告日)もあり ，抽出成分の木材腐朽菌に対する

抗菌性の強さは，菌種により異なる可能性があり

注意が必要であると思われる。

3.2 溶媒の種類とイペ材の抽出物量及び抽出物

の抗菌性

各種抽出溶媒により取り出されたイベ材の抽出

物量を表 2に示す。エタノール・ベンゼン混液及

びアセトンを用いて抽出した場合は，得られた抽

出物量が約12%であった。一方，冷水及ぴ

抽出した場合は，エタノール ・ベンゼン混液及び

アセトンを用いて抽出した場合に比較しでかなり

少なかった。

次に，イベ材から取り出した各抽出物の抗菌性

カワラタケ
Density in air-dry 

Coriolus versicolor 
(g/cm3

) 

2.0 (0.12) 1.1 

2.0 (0.28) 1.0 

3.3 (0.28) 0.8 

0.2 (0.03) l.1 

l. 1 (0.36) 1.0 

47.1 (3.83) O. 7 

表2 イぺ材か らの抽出物収量に及ぼす溶媒の影響

Table 2 Effect of solvents on yield of extractive 

from Ipe WOOd. 

抽出溶媒の種類
Solvent for the extraction 

冷水

Cold water 

熱水

Hot water 

アセト ン

Acetone 

エタノール・ ベンゼン混液O:2v/v)

Ethano¥ benzene mixture ( 1 2 v / v) 

抽出物 (%)
extractives (%) 

3.4 

5.8 

12.2 

11. 7 

を，ケトミウムグロボスムを用いたウェル法によ

る試験により，比較した結果を図 l及び表3に示

す。形成された阻止円の面積から，イペ材の各抽

出物はケトミウムグロボスムに対して抗菌性を

示すことが明らかである。阻止円の面積は，冷水

及び、熱水抽出物に比べてエタノール ・ベンゼン混

液及びアセトン抽出物が大きかった。阻止円の面

積が大きいほど抽出物の抗菌性が強いことを示

す9)ことから，冷水及び熱水抽出物に比べてエタ

ノール ・ベンゼン混液及びアセ トン抽出物は，ケ

トミウムグロボスムに対する抗菌性が強いこと

が示唆された。これは，有機溶媒を用いて木材を

抽出すると水を用いた抽出では得られない，キノ

木材保存 Vol. 34-5 (2008) 



図1 イペ材抽出物のケ卜ミウムグロボスム生育抑

制効果

Fig. 1 Effects of Ipe extractives on growth inhibi-

tion of Chaetomium globosum. 

ン類などの抗菌性の成分が得られることが知られ

ており lぺ本研究においても有機溶媒抽出のほう

がより抗菌性の高い成分が得られたと考えられ

た。また，エタノール ・ベンゼン混液抽出物とア

セトン抽出物のケト ミウ ムグロボスムに対する

抗菌性は，阻止円の面積から同程度であると考え

られた。

本研究では，取り出せる抽出物の量及びケトミ

ウムグロボスムに対する抗菌性から，以降の実験

においては，抽出に用いる溶媒はアセ トンとする

ことにした。

3.3 イペ材抽出成分のスギ材及びブナ材への注

入と溶脱

イペ材抽出成分の吸収量及び耐候操作後の抽出

成分の残留率を表4に示す。スギ材はブナ材に比

- 227-

表 3 イぺ材抽出物のケトミウムグロボスム生育抑
制効果

Table 3 Effects of Ipe extractives on growth inhibト

tion of Chaetomium globosum. 

抽出溶媒の種類
Solvent for the extraction 

冷水

Cold water 

熱水

Hot water 

アセトン

Acetone 

エタノール ・ベンゼン混液(l: 2 v/v) 

Ethanol benzene mixtur巴(1 2v/v) 

阻止円面積 (cm2
)

lnhibition circle area (cm 2) 

1.5 

1.8 

3.7 

3.9 

較して，耐候操作による抽出成分の溶脱が少なく，

注入した成分の残留率は80%以上であった。イベ

材抽出成分は水への溶解性に乏しいことから，耐

候操作時に溶出しにくいことも高い残留率を示し

た要因であると考えられた。なお，両樹種で残留

率に差が見られたのは，針葉樹材と広葉樹材で木

材組織構造が異なることが影響 しているものと考

えられる。

また，かさ効果を調べた結果を図 2に示す。ス

ギ及びブナいずれの樹種においても，抽出成分を

注入した試験片は，アセ トンのみを注入した試験

片に比較して，放射方向，接線方向及び繊維方向

のす法が増加したことから，含浸された抽出成分

は仮道管及び道管細胞内腔に加えて細胞壁内にも

存在していると考えられた。これは抽出成分が木

材の代謝生産物であり ，木材との親和性が高かっ

表 4 イペ材抽出物を注入したスギとブナ辺材の JISK 1571による耐朽性

Table 4 Decay resistance of Japanese cedar and beech sapwoods impregnated with Ipe extractives according 

to JIS K1571-2004. 

試験片

Samples 

スギ (注入処理)

Japanese cedar (impregnated) 

スギ (無処理)

Japanese cedar (untreated) 

ブナ

Be巴ch

ブナ

Beech 

(注入処理)

(impregnated) 

(無処理)

(untreated) 

( )は，標準偏差

抽出物吸収量 (kg/m3
) 抽出成分

Absorption amount of extractives (kg/m 3) 残留率(%)

平均質量減少率 (%)

Mean mass loss (%) 

耐候操作前 耐候操作後 Extractives オオウズラタケ カワラタケ ナミダタケ

before weathering treatment after weathering treatment retention (%) 乃rom)'cespaluslris Coriolus versicolor Serpula lacηmans 

67.4 55.9 82.9 0.0 (0.00) 2.5 (0.58) 0.0 (0.∞) 

55.8 (8.14) 48.7 (2.12) 46.1 (2.28) 

50.8 31.1 53.6 47.5 (3.51) 53.3 (2.54) 44.2 (11.35) 

75.4 (1.82) 68.0 (4.07) 69.4 (1.91) 

Figures in paren曲目isare Standard deviation. 
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図2 抽出成分注入によるかさ効果

Fig. 2 The bulking effect of specimens impreg. 

nated with extractives. 

たためであると考えられる。

3.4 イペ材の抽出成分注入がスギ材やブナ材の

耐朽性に及ぼす影響

イペ材抽出成分を注入した木材試験片の強制腐

朽後の質量減少率を表4に示す。スギ材では，無

処理試験片は，オオウズラタケ，カワラタケ及び

ナミダタケいずれの菌種を用いた場合も質量減少

率が50%前後であったのに対して，イベ材抽出成

分注入試験片は，すべて質量減少率が3%以下と

なり供試した菌種に対して防腐性能が認められ

た。この結果は木材保存剤の性能基準で規定され

た注入処理用防腐剤としての性能基準を満たして

おり，既存の木材防腐剤の代替品としての利用の

可能性が示唆された。

一方，ブナ材では全ての菌種に対して，無処理

材試験片に比較してイペ材抽出成分注入試験片の

質量減少率は低く検定を行った結果，危険率

5%で，両者の質量減少率の平均値に有意差が見

られたが，質量減少率が50%程度に達して腐朽が

かなり進んでいた。これは，ブナ材の方がスギ材

に比較して耐候操作後の抽出成分の含有量が少な

木材保存

かったことや，樹種自体の耐朽性がスギより低か

ったことが要因であると考えられた。

3.5 イペ材の抽出成分浸漬がブナ材のカビ抵抗

性に及ぼす影響

イベ材抽出成分を浸潰した試験片のカピの発生

状況について，観察した結果を表 5に示す。無処

理試験片はカピに対する抵抗性が見られず，供試

材表面にカピの生育が生じたのに対して，抽出

成分を浸漬した試験片は，リゾープスオリゼ

(Rhizopus oryzae Went et Prinsen-Geerligs)等がわ

ずかに観察されたが，全体的には，カピの発生が

ほとんど見られなかった。カピの発生を促進させ

る目的で胞子の懸濁に無機塩添加栄養液を使用し

ていることを考えると ，イベ抽出成分はカピに対

する成長抑制作用を十分に有していると考えら

れ，木材防カピ剤としての利用の可能性が示唆さ

れた。また，試験に用いたカピ 5菌種のなかでも，

完全にカピの発生が抑制された菌種と一部カピの

発生が見られた菌種があり，イペ抽出成分のカピ

に対する抗菌性の強さは菌種により異なることも

明らかになった。

4. まとめ

イペ材の二次代謝物の木材腐朽菌及びカピに対

する抗菌性を検討するため，イべから抽出した成

分を耐朽性の低い木材へ注入し，抽出成分が耐朽

性及びカピ抵抗性に及ぼす影響について調べた。

その結果，以下の知見が得られた。

1 )イペ，ボンゴシ，ジャラ，ウリン及びマカラ

ントパの各種木材の強制腐朽 8週間後の質量減

少率は，すべて 3%以下であり，イベ材も高耐

朽樹種として知られる木材に匹敵する耐朽性を

持つことが明らかである。

2 )イベ材抽出成分を注入したスギ試験片の強制

腐朽12週間後の質量減少率は，すべて 3%以下

となり，イべから抽出した成分を耐朽性の低い

木材へ注入することで高い耐朽性が付与され

た。この結果は，木材保存剤の性能基準で規定

された注入用防腐剤としての性能基準を満たし

ていた。

3 )イベ材抽出成分を注入したスギ材試験片の耐

候操作後の抽出成分残留率は，82.9%であった。

抽出成分を注入したスギ材及びブナ材試験片に
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表 5 イペ材抽出物に浸漬処理したブナ辺材の JISZ291ト2006によるカビ生育抵抗性

Table 5 Resistance to mold growth of beech sapwood soaked in Ipe extractive according to the procedure 

outlined in JIS Z2911-2006. 

菌種

The type of the fungus L
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pa After 2 weeks After 3 weeks After 4 weeks 
2週間後 3週間後 4週間後

アスペルスニゲル 浸漬処理

NBRC6341 soaked 

Aspぜrgillusniger van 無処理

Tieghem NBRC6341 unt陀 ated

ペニシ リウムシトリナム 浸漬処理

NBRC6352 soaked 

Penicillium citrinum Thom 無処理

NBRC6352 untreated 

29 

26 

0 0 0  0 

2 2 2 2 

痕跡 Trace 痕跡 Trace 痕跡 Trace 痕跡 Trace

2 2 2 2 

浸漬処理
痕跡 Trace 痕跡 Trace

リゾープスオリゼ

NBRC31005 so必ced

Rhizopus oryzae Went et 無処理

Prinsen -Geerligs untr官at巴d

クラドスポリウムクラドス 浸漬処理

ポリオイデス NBRC6348 soaked 

Cladosporium cladosporioト 無処理

des (Fresenius) d巴Vries untreated 

ケトミウムグロボスム 浸漬処理

NBRC6347 soaked 

Chaetomium globosum 無処理

Kunze ex Fries NBRC6347 untreated 

32 

2 2 2 2 

O O O 。
2 2 2 2 

O O O O 

2 2 2 

The criterion for mold resistance 

Observed by出esubstance microscope (x 50) 

o : The generation of the mold was not observed in the sample surface. 

37 

35 

かび抵抗性判定基準

実体顕微鏡で観察 (X50)

o 試料表面のかび発生認められず

痕跡:試料表面に僅かなかびの発生が認められた

試料表面のかぴ発育面積が，全面積の1/3未満

2 試料表面のかび発育面積が，全面積の1/3以上

trace : The generation of the mold was slightly observed in th巴samplesurface. 
: The generation of the mold was observed under 1/3 of the s白羽plesur-
face area. 

2 : The generation of the mold was observed over 1/3 of the sample surface 
area. 

ついて，かさ効果が確認されたことから，抽出

成分は細胞壁内にも浸透している可能性が示唆

された。これは木材の代謝生産物出である抽出

成分と木材との親和性が高かったためと考えら

れた。

4 )イペ材抽出成分を浸漬処理したブナ材試験片

について，カビ、抵抗性試験を行ったところ，培

養 4週間後における観察で，一部の試験片にカ

ピの発生が見られたものの，全体的にはカピの

発生は少なかったことから，イベ材抽出成分に

は供試したカピに対する成長抑制作用が認めら

れた。
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