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d鵬 V 研究論文掛髄r

大断面スギ心材の乾燥と薬剤注入(1 ) 

注入時の合水率とインサイジングが薬剤浸潤に及ぼす影響
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Drying and impregnating for heavy timbers of Sugi heartwood. (1) 

Effects of moisture content and incising on preservative penetration. 
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For・thepurpose of establishing an impregnation procedure for heavy timbers from Sugi 

wood. the effects of moisture content and incising on preservative penetration were inves-

tigated. 

With the decr縛easeof moisture content of Sugi heartwood specimens， impregnation and 

penetration of wood preservative increased. However. only l/2~2/3 specimens without in-

cising passed the minimum requirement for preservative penetration of the J AS for sawn 

timber， though the moisture contents were about 20% . On the other hand， all incised spec-

imens whose moisture contents were about 50% or less showed the penetration more than 

90%， and passed the requirement of preservative penetration 
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大断面無垢スギ製林を対象に，一定の品質を確保し長期優良住宅等にも対応できる加圧注

入処理技術を開発することを目的に，注入時の含水率とインサイジングが，スギ心材の薬剤

注入量や浸潤度に及ぼす影響について検討した。

その結果，注入時の合水率が低いほど，薬剤注入量や浸潤度は高くなる{頃向が見られたが，

合水率が約20%で、あっても，インサイジングを施していないスギ心材に加匝注入法により薬

剤を注入した場合，製材の]ASIこ定める薬斉IJ浸潤度の基準 (80%)に合格するのは， l/2~2/3 

であった。

しかし注入前にインサイジングを行い，合水率を約50%以下まで低下させてから薬剤jの

加圧注入を行うと，すべての試験体が90%以上の高い浸潤度を示し， ]ASの浸潤度の基準

に合格した。

1.はじめに

戦後の造林により拡大した人工林は日本各地で

伐期を迎え，政府は木材自給率を引き上げる方針

を打ち出している O また，海外における木材流通

の現状，たとえば，丸太輸出に伴う関税引き上げ

の動き，不法伐採の取り締まりの強化，中国の木

材需要増加に伴う外材の価格上昇などを背景に，

国内の住宅産業等で外材から国産材へ転換しよう

とする気運が高まっている O 長期{愛良住宅の普及

の促進に関する法律が平成21年6月より施行され

たが，この中でも，国産材の積極的な利用が盛り

込まれている。

スギは，国産材の中で蓄積量が最も多く，利層

拡大が求められている Oスギ辺材は酎朽性が低く，

心材についても中程度)，であるため，スギ材を住

宅土台や外構材として長期間利用する場合には，

薬剤の加圧注入による保存処理が必要となる O

スギ心材の薬剤浸透性は fやや良好」にi三分さ

れているが2¥中には浸透性がかなり悪い材も克

られる O また，スギ材の中には初期合水率がきわ

めて高い材や乾燥速度が遅い材もあり，人工乾燥

を行っても仕上がった材には含水率むらがあるこ

とも多く，スギ材は乾燥がやや困難な材料とされ

る九一般的に木材の合水率が高くなると薬剤の

浸透性が悪くなるためペ薬剤の加度注入処理に

あたっては，乾燥工程と薬剤注入工程の適切な組

み合わせが要求される O

そこで¥大断面無垢スギ製材を対象lこ，一定の

品質を確保し長期優良住宅等にも対応できる加圧

注入処理技術を開発することを目的に，第 l報で

は，注入時の含水率とインサイジングが，薬剤注

入量や浸潤度に及ぼす影響について報告する O

なお，本報の一部は，間日本木材保存協会第26

田年次大会で、口頭発表を行った。

2.材料と方法

2.1 材料

奈良県吉野郡十津川村産のスギ無垢正角材(芯

持ち材，長さ4.2m，試験開始時の木口断面は165

x 165mmで，仕上がり時に150x 150mm (5寸角)

を想定)を使用した。スギ材の辺材と心材とを比

べると，一般に心材の方が乾燥も薬剤注入も困難

である。得られる結果を，辺心材の比率にかかわら

ず，すべてのスギ材に適用できるように，今回は，

ほとんどの部位が心材カミらなるjオ料を{吏用した。

注入薬剤は，銅・アゾール化合物系木材保存期j

(以降 CUAZと称する 5;を使用した。薬剤は水

道水で、希釈して，製材の ]ASで規定する K3用

の作業液とした。

2.2 方法

2.2.1 注入時の含水率と注入量および浸潤度の

関係

12体の正角材 (No.l~ 12)から，閣 1に示すよ

うに繊維方向800mmの試験体を連続して 5体ず

つ採取し試験体簡で，すなわち毘 1 の A~F の

位置で，初期含水率を把握するための繊維方向

20mmの試片を採取した。これらの含水率測定用

試片については，全乾法にて，すなわち105
0

C送

風下に l昼夜置き，木材全乾質量あたりの含有水

分量で、合水率を算出した。その結果，初期合水率

は33~155%であった。

一方，繊維方向800mmの試験体はすべてに背

割りを入れ，両端の木口部をエポキシ樹脂で封じ

木材保存 Vo1.37-1 (2011) 
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国1 注入時の含水率の影響を確認するための試験体

Fig. 1 Specimens to investigate the effect of moisture content. 

A~F 初期合7J(Ef:SisIJ定用の試験体

Specimens for the measurem巴ntof initial moisture content 

た。乾燥前および薬液注入前に試験体の木口市を

封じることで，木口面からの乾燥や薬液没入を阻

止し実大材の中央付近を想定することとした。

次に，図 Iに示すように，各正角材の中央の試験

体は未乾燥のままで，残る 4試験体には中温乾燥

(80
0

C蒸気式)を行い合水率を50. 40. 30および

20%に調整した。この含水率の調整にあたっては，

定期的に試験体の貿量を測定し試験体の初期合

水率， 日標の仕上げ含水率および初期質最から算

出した目標の貿量に到達した時点で，乾燥を終了

した。乾燥終了後.1~3 日以内に薬剤の加圧注入を

行った。注入直前に，試験体の端部から繊維方向20

~30mm の試片を採取しこれをさらに921聞に分

割して，全乾j去により含水率の分布を把握した。

試験体の両木口面をエポキシ樹脂で再度封じた

後.CUAZ作業液を加圧注入した。注入スケジュー

ルは，試験体を作業液に浸せきさせた状態で，

50hPaの減圧を30分間行い，その後1.3MPaの加

庄を 2時間とした。試験体の注入前後の質量差を

体積で除して，注入量を算出した。

注入後の試験体は. 60
0

Cの送風乾燥器内で乾燥

させ，節を避けて，試験体のほぼ中央で横方向に

切断した。横断面に対して.0.1%クロムアズロー

ルSを含む 1%酢酸ナトリウム溶液を噴霧し薬

剤浸潤部分を呈色させた。製材の JASにおいて，

K3区分では「辺材部分の浸潤度が80%以上で，

かつ，材面から深さlOmmまで，すなわち，横猷:

閣の外間部O~ lOmm の範囲における心材部分の

浸潤度が80%以上」を基準と定めている O 今回使

用した~t~!主イ本は， ほとんどカf心材吉日分、であったた

め，本報では，切断面の外周部O~lOmm の範囲

における浸潤面積の割合が80%以上であった場合

に. JASの基準を満たすと判Ilfrした。

2.2.2 インサイジングによる注入量および浸潤

度の増加

4 体の正角材 (No.13~16) から，国 2 に示す

ように繊維方向400mmの試験体を連続して10体

ずつ採取した。また，関 2 の A~F の位置で.繊

維方向20mmの試片を採取し 2.2.1と同様にし

て，初期合水率を測定したところ. 62~104% で

あった。

繊維方向400mmの試験体は. 5体に背割りを

入れ，残る 5体にインサイジングを施し，木口面

をエポキシ樹脂で封じた。インサイジングは，刃

400mm 400mm 
噌トωωゅー一一一砂司ト一一一ωωωゅ惨

メア一一ー/ ff---…γ dトープ jι ー…/ ff…ーゾ dI 
I 1165mm n l 「ト斗:i jト三三三三三斗i三三三斗:二三ヰ:三ヰ:j| !トrトト:三三三:二二斗:二:

邑標含水率 Targetmoisture content 2bmrT1 

←未乾燥→←_ C f"¥nL  … 臥← 309-古「一→ -40%一→ 50o/cγー+← 20%一→
Non舗 dried

図2 インサイジングの効果を確認するための試験体

Fig.2 Specimens to investigate the effect of incising. 

A~F: 初期合水率制定用の試験体

Specimens for the measurement of initial moisture cont巴nt.
一一:インサイジング

Incised 
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傷の深さを 8mmとし，密度を4，0001固/mzとした 0

2.2.1と向様に，中温乾燥により含水率を段階的

に調整した試験体に対して， 2.2.1と同じスケジ

ュールで薬剤の注入を行い 注入量と浸潤度を求

めた。

3. 結果および考察

3.1 インサイジングをしていない材への薬剤注入

3.l.1 含水率の分布と薬剤浸潤状況

図 3~図 5 に，正角材 NO.1 の場合について，

未乾燥材， 自標合水率50%材および20%材の注入

時の合水率分布と薬剤の浸潤状況を示した。

図3の未乾燥林では，試験体全体の含水率は

109%で，分割したすべての部位において含水率

は30%以上であった。横断面の外周部0~10mm

の浸i再度は37%と低かった。繊維飽和点(含水率

25~30%) 以ヒでは，細胞内腔に自由水が存在す

るため，薬剤の浸i闘が悶難となることはすでに知

らj工ている iiO 

一方，図 4の目標合水率50%材においては，試

験体全体の実際の合水率は44%であったが，外周

部0~10mm の合水率は25%以下であった。また，

その領域の浸i関度は59%であった。さらに，図 5

の目標含水率20%材においては，試験体全体の実

(，)鉱駿体の繍街頭における注入跨の含氷務分布(%) (b)策総の浸潤状況
Di~tribぬ onofmoiswreeontcnt 抗 thocfousection PenetrationofprCl;ervativeatthecfO&SSection 

図3 正角材 NO.1の来乾燥試験体における含水率
分布と薬剤浸潤状況

Fig.3 Distribution of moisture content and pene-

tration of preservative at the non-dried 

specimen (No. 1 ). 

試験体全体の含水率Totalmoisture content : 109% 
薬剤注入量Solutionuptake : 60kg/m 3 

外周部O~lOmm の浸潤度 Penetration at the outside : 37% 
(討中の記号は以下の通りである。 (b)中の破線は，表面か
ら10mm内側の位盤を示す。

-合水率20%未満Themoistere content is belo¥V 20% 
.合水率20~30% 引1日 moisture content is 20~30% . 

:含水率30~40% The moistur巴contentis 30~40% 

-含水率4096以上Themoisture content is 4096 or mor巴。
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際の含水率は19%で，外国部O~lOmm の含水率

は10%前援にまで低下しており，その領域の浸濃

度は74%であった。

図 3~図 5 の薬剤の浸i問状況を自視により比較

すると，含水率の低下に伴って，接線方向への薬

剤浸潤長が増加することがわかる O 接線方向への

薬剤浸潤の主たる通路は，早材部{反道管の放射墜

に存をする有縁壁孔と考えられるが，繊維飽和点

以下において，合水率の低下に伴って護孔膜のミ

クロフィブリル束が収縮し，小孔筏が大きくなる

ため，透過性が向上するという報告があるヘ今

題4 正角材 NO.1の乾燥試験体(目標含水率50%)

における含水率分布と薬剤還滞状況

Fig.4 Distribution of moisture content and pene-

tration of preservative at the dried spec卜

men (No.1) 

試験体全体の合ス)(率Totalmoisture content : 44% 
薬剤注入最Solutionuptake : 99kg/ね}3

外周音1\O~lOmm の没務度 Penetration at the outside : 59% 
(a)11Jの記号と(b)中の破線は，国 3に向じ。 Symbolsare 

the sam巴asthose shown in Fig. 3 . 

密5 正角材 NO.1の乾燥試験体(自標含水率20%)

における含水率分布と薬剤浸潤状況

Fig.5 Distribution of moisture content and pene-

tration of preservative at the dried specト

men (No.1 ). 

試験体全体の含水率 Tota!moisture content : 19% 
薬剤注入最 Solutionuptake : 158kg/m 3 

外周吉líO~lOmm の没潤皮 Penetration at the outside : 74% 
(a)中の記号と(b)中の破線は，図 3に同じ。 Symbolsare 

the same as those shown in Fig. 3 . 

木材保存 Vo1.37-1 (2011) 
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聞は顕微鏡観察を行っていないが，繊維飽和点以

下の領域で、合水率の低下に伴う接娘方向への浸潤

の増加は，たとえば，このような現象が関与して

いる可能f生がある。

一方，含水率が低下しても，放射方向への薬剤

浸潤は年輪界付近で停止し その内側への浸潤は

困難であった。自由水が除去されても，放射方向

への浸潤に有効な通路が存在しないと推定され

た。放射柔細施の内腔を浸透した液体が晩材部も

しくは年輪界付近で停止することがあることは，

すでに報告されており 放射柔細胞の内腔表面の

樹指様物質による被覆や放射柔縮抱の末端壁の通

導経路の閉鎖が原因として挙げられている 7，8)。

以上は，正角材NO.1についての結果であるが，

正角材ごとに注入量や浸潤度の数値は異なるもの

の，合水率の低下に伴い薬剤浸潤が変化する様子

は共通していた。

3.l.2 注入時の合水率と注入量およびj受精度の

関係

12体の正角材について全般的な傾向を把握する

ために，関6では注入持の含水率と注入量との関

係を，また図7では浸潤度との関係を示した。雨

図の横軸の合水率は試験体全体の含水率であり，

この値が50%以下の場合には，図4および図 5で

示したように，薬剤が主に浸潤した領域，すなわ

ち横断面の外周部O~ lOmm の含水率はいずれの

試験体においてもおおむね30%以下であった。

図6および図7より，注入時の合水率が低くな

るほど，注入量および浸潤度は増加する傾向にあ

った。特に，開ーの正角材から採取した試験体間

で比較すると，その傾向は顕著で、あった。しかし

含水率が約20%の時の注入量は130~290kg/m :J • 

浸潤度は65~95% と，広く分散しており，製材の

JASに定められたj受精度の基準 (80%)に満た

ない試験体がl/3~ l/2を占めた。スギ心材の薬剤

浸透性は「やや良好」とされるがペ個体謹もあり，

中には浸透性の悪い材も存在するといわざるをえ

ない。今回の結果から，すべてのスギ心材正角材

に対して80%以上の浸潤度を確保するためには，

注入前の乾燥に加えて受i関度を向上させるため

の別の対策も必要といえる O

また，浸潤度の測定は，木材の切断やボーリン

グを伴うため，非破壊的方法で算出できる注入量

木材保存
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Fig.6 Relationship between total moisture content 

and solution uptake of the specimens 

shown in Fig. 1 . 

No は，正角材の番号を示す。

Each symbol indicates a group of specim巴nsmade from 

the same timber 

図ア

o ! 

o 20 40 60 80 100 120 

試験体全体の含水率 Totalmoisture content (%) 

試験体全体の含水率と浸潤度の関係
(背割りあり，インサイジングなし)

Fig.7 Relationship between to泊 1moisture content 

and penetration of the specimens shown in 

Fig.1 . 

No.は，奴16に同じ。

Symbols are the same as those shown in Fig.6. 

が浸i関度の予測に活用できれば，現場での品質管

理に役立つと考えられた。そこで，注入量と浸潤

度の関係を求めた。結果を函8に示す。閣8より，

注入量が増加すると浸潤度も増加する傾向が認め

られた。また受潤度80%を満たすためには，今

回使用した 165mm角の正角材では，最低でも

130kg/m:Jの注入量が必要で、あることがわかる O

しかし背割りや乾燥割れから試験体内部への薬

剤の浸潤も起こることから，試験体の中には，注

入量が高くても外周部への浸潤量が少なく，その

結果，浸潤度が低いものも含まれていた。このこ

とを考慮:すると，この形状のスギ心材に対して浸

Vo1.37-1 (2011) 
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図8 注入量と浸潤度の関係

(背割りあり，インサイジングなし)

「ゐNO.1

ANo.2 
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o NO.5 
-"No.6 
ONo.7 
図NO.8・NO.9

Fig.8 Relationship between solution uptake and 

penetration of the specimens shown in 

Fig.1 . 

No.は，凶6に同じ。
Symbols are the same as those shown in Fig. 6 . 

il調度80%を満たすための十分条件は，注入

200kg/m:l以上と見積もられた。

3.2 インサイジングによる注入量および浸潤度

の増加

国9および図10では，正角材No.l6で、乾燥材(自

標含水率20%材)について，背割りを施した場合

とインサイジングを施した場合の，注入時の合水

率分布と薬剤の浸潤状況を対比して示した。両国

において，横断面の外屈部0~10mm の範閤の含

水平は10%前後と一致しているが，この領域にお

いて，図 9では薬剤の未浸潤部分があり浸潤度は

80%であるのに対して，図10では，刃傷から侵入

した薬剤が，主に接線方向に浸潤し浸i再度は

100%となった。

正角材4体分をまとめて 注入時の含水率と注

との関係を圏11に，また浸潤度との関係を図

12に示した。ここでは，背割りを施した試験体を

Oで，インサイジングを施した試験体を口で表し

た。悶図の横軸の含水率も 図6および図 7と同

様，試験体全体の含水率で、ある。この全体の合水

率が50% 以下の場合には，横断面の外周部O~

lOmmの範閤の含水率は，背割りを施した材につ

いては30%以下，インサイジングを施した材につ

いては20%以下であった。

図11より，正角材No.l3，15および16については，

インサイジングを施した試験体は，背説りを施し

た試験体に比べて，注入量は40~50kg/m3程度高

く， また図12より浸潤度も約20%高かった。その

- 17-

(a)l;{駿体の筏磁器語における注入時の含水準分布(%) (b)務調の没鶏状潔
Distributionofmoiswreeontont成 thccronsection， Pc附 trationofprc:ervativc盆tthc(;TOnsectior

図9 正角材NO.16の背割りを施した乾燥試験体(自

標含水率20%) における含水率分布と薬剤遇
潤状況

Fig.9 Distribution of moisture content and pene-

tration of preservative at the dried and non鞠

incised specimen (No.16). 

試験体全体の合水率 Totalmoisture content : 1996 
薬剤注入最 Solutionuptake : 165kg/m:3 

外周音I;O~lOmm の浸ìll[j度 Penetration 日t the outside : 8096 
(a)仁ドの記号と (b)中の破線は，図 3に同じoSymbols are 

the same as thos巴shownin Fig. 3 

(，)叙験体の機断扇における殺人時の倉水率分布(%) (b) 
Oi$tributIonofmoi&turecontentntthecrou5Cct沼 n

図10 正角材 NO.16のインサイジングを施した乾燥
試験体(自擦含水率20%) における含水率分

布と薬剤浸潤状況

Fig.1 0 Distribution of moisture content and pene-

tration of preservative at the dried and in-

cised specimen (No.16). 

試験体全体の合水率 Tota!moisture content : 2596 

薬剤j主入j1l:Solution uptake : 227kg/m" 

外層部O~lOmm の浸ìlM]度 Penetration at the outside・1∞%
(a)中の記号と (b)中の?波紋は，国 3に同じ。 Symbolsare 

the same as those shown in Fig. 3 

結果，未乾燥材ではインサイジングを施しでも，

浸潤度の合格基準を満たさないものもあったが，

試験体全体の合水率が50%以下で、あれば，すべて

の試験体で浸潤度は90%以上となり，基準を満た

した。正角材 No.l4については，背部りから試験

体内部への薬剤浸潤量が多く，関11においてイン

サイジングによる注入量の増加は認められない

が，図12より，正角材 No.l4に対してもインサイ

ジングによる浸潤度の向上が確認された。以上か

ら，スギ心材正角材に対してインサイジングを

木材保存 Vo1.37-1 (2011) 
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国11 試験体全体の含水率と注入量の関係
(背割りとインサイジングの比較)

Fig.11 Relationship between total moisture con-

tent and solution uptake of the specimens 

shown in Fig.2 . 

No.は，正角材の番号を示す。
Each symbol indicat巴sa group of specimens made from 
the same timb巴1¥
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図12 試験体全体の含水率と浸潤度の関係
(背割りとインサイジングの比較)

Fig.12 Relationship between total moisture con-

tent and penetration of the specimens 

shown in Fig. 2 . 

Noは，図11に同じ。
Symbols are the same as thos巴shownin Fig.ll. 

施することは，外周部への確実な薬剤浸潤を確保

するために有効で、あった。

図13では，注入量と浸潤度の関係を示した。イ

ンサイジングを施した165mm角の正角材に対し

ては，注入量がおおよそ100kg/m3以上あれば，

浸潤度は合格基準である80%以上に到達すると考

えられた。また，鴎13と図8を併せると，インサ

イジングを施さない場合は，この器準を満足する

ためには注入量は200kg/m3以上必要と見積もら

れることからも，インサイジングが外商部に集中

的に薬剤を浸潤させる効果を有していることは明

白といえる O
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。
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図13 注入量と浸潤度の関部
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ロNO.14-インサイジング

il>No.15-背割り

圏 NO.15-インサイジング

ONo.16“音書IJ')

ロNO.16-インサイジング

(背割りとインサイジングの比較)

Fig.13 只elationshipbetween solution uptake and 

penetration of the specimens shown in 

Fig.2. 

No.は，図11に悶じ。
Symbols are the same as those shown in Fig.ll. 

4. おわりに

大断面無垢スギ製材(仕上がり時5寸角を想、定)

を長期優良住宅等で構造材として使用していくこ

とを目的に，加圧注入処理技術の検討を行った。

その結果，注入時の合水率とインサイジングの有

無により，スギ心材への薬剤の注入量や浸潤度に

差異がみられた。

具体的には，

① 注入時の含水率が低いほと¥薬剤注入量や浸

潤度は高くなる{頃向が見られた。

② インサイジングを施していないスギ心材を，

中温乾燥 (800C蒸気式)により試験体全体の合

水率が20%になるまで乾燥させ，加庄注入法に

より薬剤を出入した場合，製材の ]ASに定め

る薬剤浸潤度の基準(80%)に合格するのは.1/2

~2/3であった。

③ インサイジングを実施したスギ心材につい

て，②と同じ実験を行うと，試験体全体の合水

率が50%以下のすべての試験体が，薬剤浸潤度

の基準に合格した。

一方，閤 3~5 および図 9~1Oの薬剤浸滞状況

を示した試験体の横断面から見て取れるように，

背割りがある試験体に薬剤注入を行うと，注入前

と後の乾燥工程で背割りが大きく開いた。また，

背割りをせずにインサイジングを施した試験体に

は，乾燥に伴う表面割れが発生した。住宅部材と

して殺り扱うためには，近年ではプレカットが可

能なように，最終的に表面を切削して形状を整え

木材保存 Vo1.37-1 (2011) 



るが，変形が大きいとその際に薬剤浸潤部分を削

り落とすことになり，最終製品における浸潤度が

低下することになる O 注入後の表面切削をできる

だけ少なくするためには，注入前に試験体を十分

に乾燥させ，その持点で表面切削して形状を整え

てから薬剤注入を行う方法が適当と考えられる。

次報以降では，住宅用構造材として利用できるよ

うに，薬剤浸潤のみならず乾燥割れや寸法変化に

も注目する予定である。
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