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樹脂処理外構材の野外暴露試験による耐久性評価(第1報)

生物被害、変形、変色

長谷川議夫、榊}京伸泰会

Durability Evaluation of Resin Trea↑ed Exterior Woods in 0 Field Tes↑: 
siodegradation， Deforma↑ion and Discolora↑ion 

Masuo HASEGAWA Nobuyasu SAKAKIBARA女

木製遊具などに使用されるスギ、ベイマツ、ベイツガの円柱材(ゆ 100mm)および、角材 OOOmm

角)に樹脂(ウレタン樹路、エチレングリコール混合ウレタン樹脂)を減加圧在入処理し、

山県栃波市において野外暴露試験を 10'年間行った。被害度の耐用年数、暴露2~年後までの材の

11屈の変化、暴露開始前の材の縦反り、暴露3年後までの材の変邑について調べた。

結巣は、以下のとおりであった。

1)人が頻繁に接触する木製遊異などの外構材は、従来のi射用限界被害度2.5では、部分的に激

しい被害を合むため、利用者の不安感や事故の発生が懸念される。そのため、外観が重要な

部設グループ(頂部など)に対しては耐用限界被害度をlとした。

2) 被害度の酎用年数は、頂部が最も短く、木製遊具の構成部材の目標耐用年数10年以上には

達しなかった。無処理において、材形加の附用年数では、角材が円柱材に比べて長く、樹種

別の耐用年数では、角材においてベイマツ>スギ>ベイツガの頗になった。また、樹脂処理

による耐用年数の延長は、角材において、頂部では認められず、地i探部ではウレタン樹脂処

理(l ~2年)に認められた。

3)暴露2年後までの材の幅の変化は、いずれの処理においても、暴露期間の経過とともに小さ

くなる傾向が認められた。材の縦反りは、いずれの樹種でも、円柱材ウレタン樹脂処理が最

も大きくなった。暴露3年後までの材の変色は、暴露初期1年間が大きく、樹脂処理による明

度維持の効果は認められなかった。

1. はじめに

この研究を始めた 1990年頃、木製遊具などの外

構材の耐久性に関して、地際部の生物被害を除いて

ほとんど報告がなかった。また、 CCA(クロム・銅・

ヒ素化合物系木材防腐剤)で処理された木村と比較

して環境負荷が小さい樹脂処理木材の酎久性に関心

が高まっていたが、野外における酎朽性が解明され

ていなかった。また、樹脂処理には、材の変形や変

色に対する抑制効果も期待されていた。そこで、木

製遊具などにおいてよく使用されるスギ、ベイマツ、

ベイツガに、ウレタン樹脂を減加圧注入処理し、

耐周年数、材の反りや材の11覇の変化、材の変色つい

て調べた。

これまで、外構材の生物被害では、被害度2.5を

耐用限界1)とし、最も平く劣化する主に地捺部の酎

用年数に関心が持たれ、データが蓄積されてきた2)。

しかし、木製遊呉などには、ボルト接合や、木口を

踏んだり手で、触れたりする部位3) 草真1)がある

にもかかわらず、これらの部位についての耐周年数

についての報告がなかった。したがってこれらの部

位では、利用者が不安を感じ始める被害度を耐用限

界として、耐用年数を推定した。

10年間野外暴露試験を行った。この問、被害度の

合元株式会社関部環境緑化部
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噂真1 木製遊具の例

2.試験方法

1 .1 供試材、樹脂処理および試片の採材

県試材は、スギ(心持ち)、ベイマツ(心去り)、

ベイツガ(心去り)の3材種、ゆ 100mmの円柱材

及び100mm角の角材で、長さはし、ずれも200cm(調

達と加工は(株)岡部)とした。まず、供試材は、一

端から長さ20cm(合水率試片Aを含む)を切り取って、

長さ 180cm(一部は200cm) として樹脂処現に供

した(割引

樹脂処理は、ハイテク木材産業(株)の“DSハイ

コン処理"により、気乾状態の供試材に対してウレ

タン樹脂注入処理(Jよj、下ウレタン樹脂処理)を行っ

た。スギについては、エチレングリコールをウレタン

樹脂に混合した樹脂注入処理(以下EG混合ウレタ

ン樹脂処理)を追加し、両材形ともに、合水率試験

片Aを採材せず200cmの長さのまま、同様に行った。

{使用した樹脂はー液型ウレタン樹脂とEG混合ウ

レタン慌脂(一液型ウレタン樹脂90部にEGを10部

混合)であり、注入条件は前排気ト600mmHg) 1 

時間一加圧 02kgf/cm2) 4時間とした。注入最は

測定しなかったが、繊維直交方向の樹簡の浸潤の深

さは、明断面のルーペ (20倍)を用いた肉眼観察

から、スギについては部分的に林表萌から約5mm程

度の浸潤が認められたが、ほとんどの供試材では全

周平均で1mm前後で、あった。供試材の処理区(材種

と樹脂処哩の組合せ条件)別の繰返し数は、表1のと

おりである。試片の採材は、野外暴露用の試験体(柱

と腕木を十字架状にボルト接合したもの)、測色試片

(2片，角材のみ)および含水率試片 (A、Bの2片)

を、丸鋸を用いて、供試材から図1のように行った。

表1 t共試材の処理区古1J:lljの繰返し数

処理区叫

材穂
樹脂処理

務f 種 材形

無処理

円柱材
EG混合ウレタン

樹脂処理位

スギ ウレタン樹脂処理

(計 40本) 無処理

角材
EG混合ウレタン

樹脂処壊家2

ウレタン樹脂処理

月中主材
無処理

ベイマツ ウレタン樹脂処理
(計 26本)

角材
無処理

ウレタン樹脂処理

円柱材
無処理

ベイツガ ウレタン樹脂処王室

(言十 26本)
角材

無処理
ウレタン樹)l旨処潔

*1 材態(樹滋と材形)と樹脂処環の組合せ条件.
女2 樹脂処理II寺の材長は200cm

2.2 野外暴露の環境

繰返

(本)

6 

7 

7 

6 

7 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 
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1989年5月から 1999年5丹までの10年間、野外

暴露を行った。この関、被害度の経年変化、暴露2

年後までの材の11屈の変化、および向3年後までの材

の変色を測定した。暴露試験地(以下試験地)は、

砺波採穂陸] (富 ~LJ県砺波市、臨2) の苗~ID の一角(面

積:6mx16m=96m2、土壌:褐色森林土、位置:東経

13T01' 44.4"、北緯36
0

37'33.24"、諜高98m)

である。

気候条件は、試験地最寄りのAMeDAS砺波の気伎

を表2に示す。暴露期間中の木材腐朽気候指数 CI'

4、5)の平均値は110であり、全国47気象官署平均

0981~2010) の94と比べて、木材臆朽がやや

進みやすい気候とみられる。また、材色の変化に関

わる、開期間中の木材ウェザリング気候指数日)の平

均値は114であり、日本の主要都市の平均値 (117)

とほぼ同等で、あった。さらに、冬期に降雪'がみられ、

日照時聞は1350時間と東京の平年髄(約1850時間)

より約500時間短く、晴天の少ない気候といえる。

2.3 試験体の生物被寄

試験体は、処理区の加害生物や水分などの暴露条

件が平等になるように試験地 (6X16m)全体に分

散させて艶置した。間隔は1mとし、柱の長さの半

分 (50cm)を垂直にi埋設した。試験体は10年間暴

露したが、 l年毎の調査時点で地際が折損していた
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(単位:Crn) 

本主 腕木

含水率試片B J I 含水率試片A

測色試片

(角材:上面と下苗から2片)

図1 試片の採材

国2 暴露試験地の位置と気候環境

注)霞:試験地(磁波採穂関) ~ :AMeDAS観測点

曲線及び値:J!c材腐朽気候指数cr4、51の等値線

(l 978~1999年までのAMeDAS観測値を使用)

表2 暴露試験地の気候*(1989.6-1999.5) 

平均 平均 降水 降水 積雷 日眼

a 日 時間

期間
気温 ミ三I阻 ミ;;3cm

CC) (OC) (mm) (日) (日) (hr) 

lJl 2. 3 5. 4 260 24.2 17.8 61. 5 

2丹 2.4 6.0 157 19.9 18.8 82.8 

3月 5.9 10. 1 132 15.9 2.2 128.5 

4月 11. 5 16. 2 117 13. 3 O. 3 156. 2 

S月 16. 5 20.8 122 11. 7 0.0 159. 3 

6月 20.2 23.8 169 11. 9 0.0 88.0 

7月 24.2 27.8 213 13. 3 0.0 103.2 

8月 25.2 29.2 207 11.0 0.0 154. 5 

9月 21. 2 25.2 213 14. 5 0.0 113.3 

10月 15.8 20.2 143 14.2 0.0 130.3 

11月 10.6 14. 7 214 16. 7 0.1 100.9 

12月 5.5 9.2 223 20. 7 5. 1 73. 1 

年 13.4 17.4 2170 187. 3 44. 3 1351. 6 

安:i矧i¥lHI砲は試験地最寄りのAMeDAS砺波のもの.

試験体は、被害度測定後に、回収した。

腐朽または虫害による被害度(以、下被害度)は、被

害が疑われる場合には、千枚どおし(長さ約9cm)

で、外周に沿ってあるいは接合閣をまんべんなくを

突き刺して、断面あるいは接合商内の被害面積率を

調べた。観察対象部位は、柱については頂部、ボル

ト接合部(以下柱接合部)、地際部、底部の4箇所、

腕木については左端部、ボルト接合部(以下腕木接

合部)、右端部の3簡所、計7箇所の部佼(図3) と

し、対象部{立の面積(断面積や接触面積)に対する被

害面積の比率(文献の「木口面勝朽度J7)に相当、以

下被害酷積率)を 10%刻みで計算し、これを

100%が被害度5.0とした0.5刻みの被害度に読み

かえた(表3) 。

接合部の被害は、ナットの締めましを必要とする

ガタツキの発生が問題となるので、ボルト穴周辺の

腕木と柱が接触している面(円柱材:穴の際から左

右上下約lcmまでの接触面、角材:ボルト穴部を掠

く約10cm角の接触酉)に対する被害面積率を、前

述した方法で被害度に換算した。すなわち、接触面

において腐朽の深さ(千枚どおしが軽い力で刺さっ

た深さ)がlmm以上ある部分の面積を被害面積と

した。各処理区の被害度は中央儲を代表植とした。

被害度の経年変化は、成長関数の3つの由帰係数

で示した。すなわち、暴露期間t(年)と被害度の

中央値(以下被害度)Dを用いてRichardsの成長関数8)

(式1)をモデルとして非線形回帰分析を行い、最

終到達被害度A、被害度進行速度k、kの変化の形m

の国帰係数を求めた。耐周年数tLは、これら3つの

間帰係数を含む成長関数(式2) に、耐用限界DL (部

位によって異なる)を代入して求めた。
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(正面)

柱

(側面)

(円 柱材 角材)

柱柱

引
①左端部

②腕木接合部
窃右端部

@T支部

⑤住接合部
岳地i際音fi

(f)底部

図3 試験体と被害度の観察対象部位

主主)①~⑦:観察対象部位

表3 被害度と被害関積率

被害度
被害面積率(%)

断面 接合接触面宇l

O O O 

0.5 1 0 1 0 

1 20 20 

1.5 30 30 

2 40 40 

2.5 50 50 

3 60 60 

3.5 70 70 

4 80 80 

4.5 90 90 

S 100 100 

*1 接触聞において深さ lmm以上に透する劣化を

した部分の面積率

D A (1 -e -kt) 1/(1ゆ 式1

tL 
ご こ sn {l-(Dr!A) (l 幼}/ k … 式2

ここで、 D:被害度、 DL:ffiitffl限界、
A:最終到達被害度(理論的には5)

e 自然対数の底(キ2.718)、

k:被害度進行速度、

t 暴露期間、 t L :耐用年数、

m :kの変化の形、 sn:自然対数

木製遊具等においては、強度保持のためだけでな

く、接合部の安定感や外観の劣化を一定範囲内に管

理するために、 lfff-n有限界DLを設定する必要がある O

そこで、部用限界には、強度保持が重要な部位およ

び接合接触面の安定感が必要な部位は従来どおり被

害度2.5、外規が重要な部伎は被害度lとした。

調査時点で地際部が被害度5(あるいは折損)に

達した試験体を回収した。したがって、回収によっ

て暴露を打切られた試験体を含む区では、耐久性の

17 

掌真2 試験体の腕水に設置した測色試片

3
 

3
J
O
}
 

$' 

暴露期間t (年〕

10 

図4 打切り試験体を含む区の被害度(シミュレーション)

己:実測した被害段 欝:打切られた被害皮(推定値)

十・実測のみの被答度(中央値)

ム::fJ切りなしの被害度(中央値)

……:打切りなしの被害度(中央値)の問帰線

高い試験体が残りやすいため、地i探以外の部位にお

いては、暴露を継続した実測値による被害度(中央

{誼)は実際より小さくなる可能性が高い(図4の+)

と考えられる O また、この理由で被害度進行が遅れ

ると、被害度が耐用眼界に達せず、耐用年数が求め

られない場合が生じる9)可能性がある。

そこで、欠測した被筈度(D) (以下欠測値)は、

Richardsの成長関数(式1)を当てはめ、打切り試

験体を含む区の特定の部位では最終到達被害度 (A)

とkの変化の形 (m)が閉じで被害度進行速度 (k)

のみが異なると仮定して、式1の回帰式から求めた。

すなわち、打切り試験体を含む区の実測した被害度

D(以下実測値、なるべく長い暴露期間の複数試験

体のものを選択)と暴露期間tから、 Aとmを回帰に

より推定した。このとき、得られた由帰係数A<5

の場合は、 A=5(理論的な最終到達被害度)として、
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mについてのみ関帰により推定した。つづいて、打

切り試験体ごとに式1を当てはめ、試験体自収前の

Dとt(どちらも実測のもの)および得られた区の剖

帰係数Aとmから、試験体の被害度進行速度 kを回

帰により推定した。欠測値の推定値D(以下推定髄)

は、得られた3つの回帰係数A、m、kおよび調査時

の暴露期間tを代入して、 0.5刻みで算出した。

2.4 材の変形

施工時及び施工後のボルト接合に関する資料とす

るため、樹脂処理が材の変形に及Iます影響を調べた。

暴露2年後までの材の編と合水率の変化を測定した。

また、組立前の材の縦反りを測定した。

材のi踊は、暴露開始前、暴露l年後および同2年

後に測定した。すなわち、腕木の4等分点の3簡所

で、上下方向(心持ちのスギはおおむね半径方向、心

去りのベイマツとベイツガはおおむね接線方向)の

材のi摘を0.05mm精度のノギスを用いて測定し、試

験体ごとに平均値を算出した。

材の合水率は、樹脂処理前と材の幅測定時に調べ

た。暴露開始前までの2回の合水率は、採取した合

水率試片A、Bを汗J~、て全乾法により測定した。暴

中は、高周波式合水率計デルタ5 ((有)エーデス

機械産業製;測定深さ最大約50mm)を使用して、

腕木の上面の2箇所について測定し、試験体ごとに

平均値を算出した。

iS1の縦反りは、特の長さ 1.8mを基準とした矢

高 (mm/1.8m) を、水糸と誼定規(最小毘盛り

0.5mm) を用いて測定した。

2.5 材の変色

材の変説は、角材についてのみ、暴露開始前、暴

露l年後と3年後に測色して、求めた。測色試片付

XL5XWI0cm) を角材l本あたり二片ずつ切り出し

(国1)、 mu色した後、腕木の上面にステンレス製

水ねじ(1本/試片)を用いて取付け、暴露した(写真

2)。暴露l年後に1片を、 3年後に残り l片を回収し、

室内で調湿した後、 ?~u色した。測色には、分光式測

色色走計((有)東京電色製カラーアナライザー

TC-1800MK II) を使用した。 D65光源、 L*a*b*色

空間座標系101におけるiRU色値 (L¥ ゲ、 b*) を得て、

暴露関始前の測色値を基準に、色差6.E*ab
lll

を算出

し、処理区の平均{直を求めた。なお、変色における

耐用年数は、色差6.E* abの酎用限界を20として 121

求めた。

3.結果と考察

3.1 試験体の生物被害

3.1.1 部{立による耐用限界

木製遊具など人が頻繁に接触する構造物は、人の

体重移動や触感において安定感が必要である。また、

耐用眼界として一律に被害度2.5とすると、部分的

な激しい劣化を含むため、部イ立によっては事故に繋

がる可能性がある。

そこで、評価部位を、強度保持が重要な部位グルー

プとして地際部と底部、また安定感が重要な部位グ

ループとして柱接合部と腕木接合部、さらに外観や

手触りが重要な部位として頂部、腕木の左端部、;(-j

端部の3グループに分けた。それぞれの酎用限界は、

強度保持が重要な部位グループには従来どおり被害

度2.5を、 安定J惑が重要な部位グループにはガタツ

キが出ない眼界と忠、われる被害度2.5(写真3)を、

外観が重要な部位グループには見かけをほぼ維持し

部分的な激しい劣化がない被害度lとした。

写真3 接合接触面の被害度ほぽ2.5の外観
()rn;;f"j奇11:白色化した部分)

3.1.2 部位グループ到の耐用年数

全ての部伎の耐用年数の範囲を大まかに把握する

ため、樹種ー特形叩樹脂処理の組合せ(14処理|亙;表

1 )の耐用年数の分布で、密5に示した。各部位グルー

プでもっと矢郎、i射周年数は、強度が重要な部位グルー

プでは地際部、安定感が重要な部位グループで、は柱

接合部、外観が重要な部位グループでは頭部であっ

た。これらを、各部位グループの代表として酎用年

数を比較する O これら代表3部位の全ての処理区の

耐用年数を、材形別に、表4-1 、 -2、 -3~こ示した。

木製遊具の構成部材には、 10年以上の耐用年数が

求められる 3)が、 3部位のうち、地際部、頂部の耐

周年数は、いずれの処理区も 10年に達しなかった。

柱接合部では、円柱材ではベイマツウレタン樹脂処
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表4-1 強度が重要な部位グループ・地際部の材形別の耐用年数

円柱材 角材

耐用年数 耐周年数

(年) (年)

部位 樹王室 処理 酎用器界 部位 樹穏 処理 耐用限界

被害度 被害度
2.5*1 2.5*1 

然処理 5.0 前、処理 5. 7 

EG 混合ウレ
5.4 

EG混合ウレ
5. 7 

スギ タン樹脂処理 スギ タン樹脂処l'ill

ウレタン
7. 1 

ウレタン
6.8 

樹IJi'i処王室 tlits詩処環

地捺部 無処理 4. 2 地際部 1!!1i処理 6. 6 

ベイマツ ウレタン
7. 1 

ベイマツ ウレタン
8.4 

樹脂処理 樹脂処理

然処理 2. 3 然処王手z 2.9 

ベイツガ ウレタン
4.6 

ベイツガ ウレタン
3. 9 

樹JJi'i処理 樹脂処恕

*1 強度ーが重姿な評価部位グループを対象とする鮒m限界。

表4-2 安定感が重要な部位グループ・柱接合部の材形別の耐用年数

円柱材 角材

樹用年数 耐周年数

(年) (年)

部位 樹種 処理 ffiitffl限界 部位 樹穏 処潔 耐用眼界

被害度 被害度
2. 5招 2.5*2 

1!¥Ii処政! 4. 7 1暖処玉虫 8.0 

EG 混合ウレ
5. 9 

EG混合ウレ
27.4 

スギ タン樹Il旨処理 スギ タン樹脂処理

ウレタン
8. 8 

ウレタン
9. 1 

柱
樹IJ日処潤!

柱
樹脂処理

無処l'ill 9. 2 無処王思 12.6 
接合部

ベイマツ ウレタン
接合部

ベイマツ ウレタン

樹Ili'i処理
10. 1 

樹脂処理
15.9 

然処理 3. 4 然処理 4.9 

ベイツガ ウレタン
6. 1 

ベイツガ ウレタン
6.6 

樹脂処理 総IJ旨処怒

*2 安定!f1~が主主要なIí'r- fillî苦II{îLクソレープを対象とする ífiî1用限界。

表4-3 外観が主主要な者1)位ク守ループ・頭部の材形別の耐用年数

円柱材 角材

紺周年数 i請す周年数

(年) (年)

部位 樹緩 処理 耐用限界 部位 樹種 処理 耐用限界

被害度 被害度
lネ:l

然処E型 1.8 無処怨 2.6 

EG 混合ウレ
1.5 

EG i見合ウレ
2. 7 

スギ タン樹絡処理 スギ タン樹脂処環

ウレタン
2. 6 

ウレタン
2.8 

樹m~処漣 綴H旨処玉虫

頂部 無処理 4. 1 頂部 無処理 3.8 

ベイマツ ウレタン
4.6 

ベイマツ ウレタン
4. 0 

樹勝処理 樹脂処恕

無処J1l!. 2. 1 1!¥Ii処怒 2. 1 

ベイツガ ウレタン
2. 0 

ベイツガ ウレタン
1.8 

樹脂処玉虫 樹Ili'i処理

*3・外観が重姿な者II{iLグループを対象とする耐}時限界。
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理が、角材ではスギEG混合ウレタン樹脂処理とベ

イマツ無処理!と向ウレタン樹脂処理の41Rが10年を

越えた。これらのことから、木製遊具等では外観が

重要な部設、とりわけ頭部の耐用年数の延長が求め

られることがわかった。

3.1.3 材形別の耐用年数

表4-1、-2、一3より、ベイマツウレタン樹脂

処理の耐用年数は、|弓柱材、角材のJI展に、地!接部で

7.1、8.4年、柱接合部で10.1、15.9年、頂部で4.6、

4.0年であった。したがって、頂部では円柱材と角

材がほぼ開等の耐用年数で、地際部と柱接合部では

角材の方が円柱材と比べて、それぞれl.3年、 5.8

年長く、後者の二つの部位において角材は円柱材よ

り耐用年数が長くなるといえそうである。

このことから、耐久設計において、同じ材l揺

100mmの角材(辺長)と円柱材(直径)では、と

くに柱接合部において角材の耐周年数が長いため、

角材を採用した方が有利となることが推察できた。

3.1.4 樹種別の酎周年数

表4-1、-2、一3より、角材の耐用年数は、ス

ギ、ベイマツ、ベイツガのJI摂に、頂部で無処理が2.6、

3.8、2.1年、ウレタン樹脂処理が2.8、4.0、1.8年、

柱接合部で無処理が同!願で8.0、12.6、4.9年、ウ

レタン樹脂処理が9.1、15.9、6.6年、地際部で無

処理が5.7， 6.6、 2.9年、ウレタン樹脂処理が6.8、

8.4、3.9年であった。したがって、ベイマツの耐

用年数は、どの部位でも、無処理、ウレタン樹脂処

理どちらにおいても、 3樹種の中で最も長く、スギの

耐用年数がそれに次いだ。

3.1.5 樹臨処理別の耐用年数

表4-1、-2、一3より、スギ角材の耐周年数は、

無処理、 EG混合ウレタン樹脂処理、ウレタン樹脂

処理の!頓に、頂部で2.6、2.7， 2.8年、柱接合部

で8.0、27.4、9.1年、地際部で5.7， 5.7、6.8年

であった。ウレタン樹脂処理の耐用年数は、無処理

と比較して、頂部では同等、柱接合部と地i察部では

i年程度の延長が認められた。一方、 EG混合ウレ

タン樹脂処理の耐用年数は、無処理と比べ、頂部と

地際部では同等、柱接合部では、円柱材で+l.2年

に対して、角材では+19.4年で、角材で著しい耐用

年数の延長が認められた。その他の2樹種の角材では、

ウレタン樹賠処理のみであるが、同様の傾向がみら

れた。

3.2 材の変形

材のi揺の変化は、組立後のボルトの緩みに影響す

る。また、縦反りは、組立時の作業性に影響を与え

るO そこで、組立、ボルト増し締め、点検の際の参

考資料とするため、両者について調べた。

材のi揺は、合水率の変動にともなって常時変化し

ていると考えられる。題6に、暴露開始時、暴露i

年後、同2年後の材の1隔の変動I隔を図示する、また

測定時の含水率を数値で示した。

図6より、材のi揺は、暴露2年後では、合水率が

上昇していたにもかかわらず、抵下し、暴露期間の

経過とともに小さくなる傾向を示した。

樹種毎にみた材のi掘の;最も大きな低下は、無処理

において、ベイツガ(門柱材2.5mmJ>ベイマツ(円

柱材l.9mm) >スギ(角材1.1mm)の艇になり、

樹脂処理材でもほぼ同様であった。

組立時の材の幅の許容範囲は、(株)阿部の社内基

準で、は2mm(国6の一点鎖線と破線)であるが、角

材はこの範囲に入っており、円柱材は+側に2-----

3mmであった。円柱材は、ボルト締めによるめり

込みがあるため、納まり上の問題は少ないと思われ

た。一方、材の111高の経時収縮は暴露2年後まで継続

しており、ボルトの増し締めは、少なくとも施工後

2年までは継続する必要があると認められた。

暴露関始前における材の縦反りを、処理区ごとに

最大矢高 (mm/l.8m) として密7に示した。反り

の平均値は、 3樹種とも無処理より樹脂処理が大きく、

スギ材が大きい値を示した。スギ材では、角材無処



処理の反りを小さく抑制できる可能性が窺えた。

3.3 材の変色

木製遊具の材色は、利用者にとって新しさを示す

指標であり、変色とくに暗色化に伴って利用意欲が

減退し、利用頻度にも影響すると考えられる。

変色b.E* ab (角材のみ)は、表5に示すように、

スギウレタン樹脂処理を除心地の全ての処理区が、

暴露 1年後で変色b.E*abの耐用限界2012)を越えた。

スギウレタン樹脂処理区は、暴露3年後において

b.E* abが19.3であり、変色の酎用年数は約3年とな

るが、この理由は、初期(暴露開始時)の明度がか

なり低かった(表51ことにより、変化輔が小さくなっ

たためと考えられる。また、明度rを同一樹瞳内で、

比較して、初期でも暴露3年後でも、いずれの樹指

でも無処理より小さくなっており、樹脂処理による

明度低下が認められた。

材の変色とくにi情色化による利用意欲の減退を避

けるためには、樹脂に顔料を混合するなどによる明

度抵下の抑制が必要と考えられる。

21 2012 

理(O.3mm/1.8m1 <角材EG混合ウレタン樹脂処

理 (0.4mm/1.8m1 <角材ウレタン樹脂処理

(O.7mm/1.8m1 <門柱材無処理 (1.lmm/1.8m1

<丹柱材EG混合ウレタン樹脂処理(1.8mmJ1.8m)

<円柱材ウレタン樹脂処理 (3.3mm/1.8m1 の顕

になった。したがって、角材に比べて円柱材の反り

が大きくなったが、 EG混合によってウレタン樹脂

No.4 'tlilll木研絞殺
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98 

E 
E 101 

嬰
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~ 

樹脂処濠
初期 暴露

1，1♂1 f L本 期間

熱処理 63.4 
1年 23. 9 50，4 

3昼下 25. 2 46.4 

スギ
EG混合ウレ

6l. 0 31 年年
22. 5 47. 5 

タン樹脂処理 25.2 44.2 

ウレタン
55. 0 

1年 15.9 

樹脂処理 3年 19. 3 44. 0 

無処理 69.2 
1年 32. 8 47.5 I 
3 fi三 33. 1 45. 0 

ベイマツ
ウレタン 1年 34.6 

樹脂処理
64.8 

3年 37.4 41. 3 

無処理 71. 5 
l壬]三 32. 7 44.8 

3年 34. 5 41. 4 I 
ベイツガ

ウレタン l年 32.0 44， 2 

樹脂処理
66.8 

3 40.4 

暴露;年後および3年後の変色合l表5
菌6 材の帽の変化

(樹脂処理後、与量滋 111ミ後および限 2年後)

沿っ SE:撚準誤差 SD:;f)'，'!i¥主偏差

点鎖線引l工[i標fm[破線:管理u二・下限値

平均十 SDのj二に示す数{ぬ・ mUiElI寺の合水率(%)
CR:スギ円柱材 DR:べイマツj弓柱材

TR:ベイツガ!斗1ヨ:材 CS:スギ角材

DS:べイマツ角材 TS:べイツガ角材

N: 1!li処現 巳:EGi髭合ウレタン樹)]旨処恕
U:ウレタン樹脂処理

樹種処理ごとにさ英露1m始時、総銭l年後、!百j2年後

の般に合水率平均{胞を細線で結線した
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4.まとめ

木製遊具などに使用される外構材に樹脂処理を施

し、その耐久性に及ぼす彩響を中心に調べた。すな

わち、スギ(心持ち)、べイマツ(心去り)、ベイ

ツガ(心去り)の木材を2穣類の材形(ゆ 100mm

円柱材および100mm角材)に加工し、ウレタン樹

脂またはエチレングリコール混合ウレタン樹脂(ス

ギのみ)を減加圧注入処理した。これらを切断して

十字架状にボルト接合した試験体を組立て、

浅 *1-暴露開始時を主主点とする

14 

12 
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B 

留7 材の縦反り

it) SE 標準誤差 SD:標準偏差

材怒処理表記は留6のi主を参照.
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関野外暴露試験を行った。この間、被害度の経年変

化とその耐用年数、組立前の材の縦反り、暴露2年

後までの材の幅の変化、暴露3年後までの材の変色

について調べた。

まず、人が頻繁に接触する木製遊具などは、従来

の酎用限界被害度2.5では、部分的に激しい被害を

含むため、利用者の不安感や事故の発生が懸念され

る。そのため、評師部位グループ別に耐用限界被害

度を設定した。被害度の耐用年数は、柱接合部(安

定J惑が重要な部{立グループ;~耐用限界被害度2.5)

と地i捺部(強度が重要な部位グループ;耐用限界被

害度2.5)では、角材が円柱材より長く、頂部(外

観が重要な部位グループ， i酎用限界被害!支1)では

差は認められなかった。樹脂処理による耐周年数の

延長は平均2.0年で、頂部と地際部の耐用年数は、

木製遊具の構成部材に求められる耐用年数の10年

を越えなかった。組立前の材の縦反りは、いずれの

樹種においても、円柱材ウレタン樹脂処理区が大き

かった。材の 11I話は、いずれの処理区においても、暴

露}~jI詫の経過とともに小さくなり、暴露2年後まで

の減少は、ベイツガ(平均2.5mm) >ベイマツ(向

1.9mm) >スギ(間1.lmm)のl顕であった。材の変

色は、いずれも暴露l年後までに大きく進み、樹脂

処理による明度維持の効果は認められなかった。
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Summary 

Round(ゆ100mm)and square (1 00 x 100mm) timber from Japanese Cedar， Douglas-fir and 

Western hemlock are used as outdoor facility materials for such uses as wooden toys. We treated 

them with urethane resin， or urethane resin with ethylene glycol in a fulトcellprocess. With respect 

to these treated wood products， the field exposure test was carried out over 10 years in Toyama 

Prefect問、e，Tonami City. During this period， the following were examined; service life of extended 

damage of the treated wood， change in width after 2 years exposure， crook warping before the 

exposure started， and discoloration after 3 years exposure. The results are summarized as follows; 

1) Since the damage which was partially intense was contained in a conventional durable limitative 

extent of a damage rate of 2.5， a sense of unease and concern about accidents by the users who 
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worried about the outdoor facility materials such as the wooden toys which the human frequently 

come into contact with. Therefore， the durable limitative extent of damage rate was set to 1.0 for 

the position group (top， etc.) of which the appearance was important. 

2) The service life of the extended of damage rate of the top position was the shortest， and it did 

not reach the overall service life goal 10 years for wooden toys. In terms of the service life of no 

treatment， in comparison with the cross sectional figure of the timber ， the square timber was 

longer than the round timber; and in comparing tree species， it was in the order of Douglas-fir > 

Japanese cedar > Western hemlock (in square timber). In terms of service life of square timber， in 

the top position， there was no extension with the resin treatment regardless of the kinds of resin， 

and in the ground-line position， there was an extension from 1 to 2 years by using the urethane 

treatment 

3) In either treatment， the change of width by after exposure for 2 years tended to decrease with 

the progress in the exposure duration. Crook warping before the exposure started， round timber 

with urethane treatment was the biggest for either tree species. The discoloration after exposure 

for 1 year exposure was large， and most reached the durable limitation (t-E*aが20). We could 

not identify any effect which maintained the lightness (Lつbasedon the resin treatment 
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