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1. 序論 

 

1.1. 木材利用の現状と課題 

1.1.1. 地球環境と木質資源 

化石資源由来の燃料の大量消費による温暖化が地球規模で深刻化するなか、大気中の

CO2を吸収・固定し持続生産可能な植物資源の一層の活用が求められている。なかでも木

質資源は、地球上の植物資源の大部分を占めるとともに、草本系植物の多くが基本的に 1

年に 1 度の収穫であるのに対して年間を通じて安定供給が可能な生物資源である。また木

質資源が産出される森林は、木質資源の供給による林業・林産業といった地域の経済活動

の場であることはもちろんのこと、多種多様な生物を育む場であり、水源涵養をはじめと

する治山・治水といった防災機能など、極めて重要な役目も担っている（林野庁 2019）。

すなわち、木質資源の利用拡大は、CO2を長期的な貯蔵とともに森林の持つ多面的機能の

維持につながるものと期待されている。 

 

1.1.2. 木材の長期利用と高耐久化処理 

木材は、生物由来材料ならではの温かみや柔らかみのある質感、高断熱性、高比強度、

調湿能、リサイクル性など、優れた材料特性を備えている。加えて、前述したCO2固定能

や利用に伴う森林の多面的機能維持といった環境への貢献も重要な利点である。特に、大

気中のCO2固定の観点からは、木材をマテリアルとして長期利用することが、それだけ

CO2を固定できることを意味するため（大熊ら 2003、岡崎ら 1998）、耐用年数を伸ばす

ことが重要となる。 

一方で、木材は、古くから「燃える、腐る、くるう」が代表例として示されるように弱

点を有しており、特に屋外用途においては腐朽や干割れ、ささくれ、変退色、さらにはシ
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ロアリや二枚貝の一種であるフナクイムシ等による食害が発生するなど耐久性の低さが問

題となる（西本 1979; 角田ら 1979；矢田 1989, 2016）。 

これら木材の弱点を克服すべく、従来、防腐薬剤や難燃処理剤、塗料などが開発され、

広く利用されてきた。これによって木材の耐用年数は大きく向上し用途も拡大している。

ただし、これらの処理の多くは、含浸や塗布された薬剤によって性能が改善されているの

であって、木材自身そのものが改質されている訳ではない。そのため屋外のように風雨に

曝される過酷な使用環境下では、定期的に再処理（メンテナンス）が必要となる場合が多

い（木口 1994; 原田ら 2013）。また、防腐薬剤の場合は、使用される薬剤に重金属類や

殺菌・殺虫成分が含まれる場合がある。近年はいずれも低毒性の薬剤が主体であるもの

の、本来は木材の大きな利点であるはずの低環境負荷性に一定の制限が発生する。 

先に述べた木材の弱点の多くは、一側面から見れば確かに欠点である。しかし例えば

「燃える」との欠点は、燃えることで燃料としての利用が可能となるし、「腐る」との欠

点は腐ることで環境に負荷を与えることなく土に還って循環利用が可能であることを示し

ている。すなわち、今後、木材の弱点を補う場合も、木材の弱点改善と引き換えに木材の

持つ良さを失うのではなく、可能な限り利点は保持したまま、木材を長期間利用できるよ

うな高耐久処理技術の開発が目指すべき方向と言える。 

この「木材の高耐久化」と「低環境負荷性の維持」という一見相反する条件を両立させ

るためには、材料として使用する期間は高耐久性を保ちつつも、使用後は環境に負荷を与

えることなくリサイクルや廃棄できるような高耐久処理技術が必要となる。 

 

1.1.3. 高耐久処理としての木材の化学修飾 

従来の薬剤含浸や塗布によって性能向上を図る方法ではなく、化学反応によって木材成

分に種々の官能基を導入することで、木材自身そのものを高耐久性の材料に改質する方法
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が報告されている（Rowell 1983; 今村ら 1989; 則元 1988; 土居 1991）。化学的な方法で

新しい性能や不足する性能を補うことから、化学修飾と呼ばれている。化学修飾を行った

木材は、それ自身が腐りにくくなったり、干割れしにくい材料へと変化するため、通常の

使用環境下においては薬剤の溶脱や変質による性能低下は生じにくい。また既存の防腐薬

剤とは耐腐朽性の発現原理が異なるため、重金属や殺虫・殺菌成分を含むことなく耐生物

劣化抵抗性を向上させることができる。 

 

1.1.4. 化学修飾による高耐久化のメカニズム 

一口に木材の高耐久化と言っても、求められる性能は様々であり、寸法安定性の向上、

腐朽菌やシロアリといった生物劣化に対する抵抗性、風雨による浸食に対する抵抗性、砂

や泥に対する耐摩耗性、耐変色性など多岐にわたる（矢田 1989）。これらのうち、特に寸

法変化や生物劣化は、木材の大幅な強度低下の原因となり、材料としての耐用年数や安全

性に大きく関わることから（Richards 1954; Takahashi 1967; Kleman-Leyer et al. 1992）、これ

らの項目について木材成分と化学修飾との関係について説明する。 

 

1.1.4.1. 寸法安定性 

水分による木材の寸法変化は、フローリングや家具など木製品の反りや変形、木材乾燥

時の割れの原因となる他、屋外木製品では干割れの原因になる。干割れは、図 1-1 のよう

に、降雨とその後の乾燥に起因した木材の膨潤・収縮と、太陽光（紫外線）による木材成

分（特にリグニン）の分解と流出が複合して発生するとされている（片岡ら 2002）。いっ

たん干割れが発生すると、ここを起点に雨水や汚れが滞留しやすくなり、干割れがさらに

拡大し、やがて腐朽へと進行する。干割れは腐朽以外にも、木製品の美観を著しく低下さ

せ、ササクレやトゲなど怪我の原因にもなる。このように、木材の水分による寸法変化を
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抑えることは、木質材料の信頼性向上と長寿命化に欠かせない。 

 

 

 

ここで、木材の水分による寸法変化のメカニズムについて説明する。木材は、針葉樹と

広葉樹、樹種によって比率に違いはあるものの、図 1-2 に示すように、主要成分としてセ

ルロースが 40～60％、リグニンが 25～35％、ヘミセルロースが 20～30％程度で構成され

ている。これらはそれぞれ、強度を担う鉄筋の役割をするもの（セルロース）、その鉄筋

を固めるコンクリートの役割をするもの（リグニン）、鉄筋とコンクリートをつなげるた

めの針金（ヘミセルロース）など、役割が分担されている（日本木材学会 1995）。 

木材の構成成分のうち、寸法変化に大きく関与する

のはセルロースである（Mariaux 1958）。セルロース

は、図 1-3 に示すようにグルコースが直鎖状に連なった

分子構造をしており、隣接分子鎖同士が水素結合を形

成し結晶構造を形成している部分（結晶領域）と結晶

が乱れている部分（非晶領域）があるとされている

（西野 2008）。 

図 1-1 屋外環境における木材劣化の進行イメージ（片岡ら 2002） 

図 1-2 木材構成成分の組成比 
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結晶領域は隣接セルロース分子鎖同士が水素結合で強固に結び付いているため化学的に

安定で、そのため通常では水分子が入り込むことはできないとされている。一方、非晶領

域は、水酸基同士の水素結合が不完全なため、外部から水分子が入り込んで領域を押し広

げることができる。つまり、水分の吸脱着に伴う木材の寸法変化は、この非晶領域での水

分子の出入りによると考えられている（則元 1992）。 

そこで、寸法変化の原因となるセルロース非晶領域の水酸基をなんらかの方法でブロッ

クして水分子が入り込めないようにすれば、木材の寸法を安定化できることになる。熱処

理によって水酸基の数自体を減らす方法や水酸基同士を架橋して膨潤を抑制する方法等が

知られるが、有効な方法の一つとして化学修飾による水酸基の置換が挙げられる。水酸基

を置換する方法には、エステル化やエーテル化など様々な種類があり、かさ高い官能基が

導入された場合はセルロースの非晶領域は官能基で充填されて膨潤した状態で固定され

る。これはバルキング効果と呼ばれる状態で、水分子が結合できる水酸基はブロックさ

れ、さらに官能基が充填されているため、水分子は浸入しにくくなると考えられている

（則元 1990）。 
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1.1.4.2. 生物劣化抵抗性 

 木材は、他の生物由来の材料と同様、自然界においては適度な水分や湿度条件下で腐朽

菌類によって分解され、やがて土に還っていく。また、シロアリやフナクイムシによって

も木材は食害される。これら生物による劣化は、木材が自然界で循環利用されるための重

要な分解プロセスであるが、材料として用いる場合には耐用年数を低下させ、木材の信頼

性を損なう原因となる。 

木材腐朽菌は、白色腐朽菌、褐色腐朽菌、軟腐朽菌に大別される。このうち、特に白色

腐朽菌と褐色腐朽菌は、木材の強度を大きく低下させることが知られている。白色腐朽菌

はセルロースやヘミセルロースを分解するセルラーゼやヘミセルラーゼの他、リグニンを

分解するリグニンペルオキシダーゼやマンガンペルオキダーゼを菌体外へ分泌することで

木材の主要 3 成分を単独で分解する能力を持つ。一方、褐色腐朽菌は、白色腐朽菌とは異

図 1-3 セルロースの結晶構造と水分による寸法変化のメカニズム（模式図） 
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なり、リグニンを分解する酵素を持たず、またセルロースの結晶領域を分解するセルラー

ゼ（CBH：セロビオヒドロラーゼ）を持たない。代わりに、シュウ酸や過酸化水素などの

非酵素低分子化合物を分泌してセルロースをはじめとする多糖類を低分子化し、最終的に

エンドグルカナーゼにより完全に分解するといわれている（高橋 1986; 島田 1993）。シ

ロアリやフナクイムシによる分解は、それらが分泌するセルラーゼなどの分解酵素と共生

する細菌による協同作用によるものと考えられている（Boyton and Miller 1927; Slaytor 2000; 

Inoue et al. 2000; 板倉 2003）。 

 前項で述べたように、化学修飾によって非晶領域の水酸基をかさ高い官能基でブロック

すると、水分子は浸入しにくくなる。腐朽菌やシロアリなどが分泌する酵素などの化学成

分は、いずれも水を媒体として木材（細胞壁）内を拡散し作用する。化学修飾木材がこれ

らの生物による劣化に抵抗性を示すのは、木材を分解する化学成分の媒体となる水分子が

細胞壁内へ浸入しにくくなるためと考えられている（Suttie et al. 1999; Hill and Papadopoulos 

2002; Ringman et al. 2014）。もう一つ、化学修飾木材が生物劣化抵抗性を示す理由として、

分解酵素の基質特異性が関係しているとの考え方も示されている（Rowell 1983, 2005; Hill 

2009a, b）。酵素の働きと分解される物質との関係は、よく鍵と鍵穴に例えられる。酵素が

持つ鍵と、それに符合する鍵穴を持つ物質であれば酵素はそれを基質として認識し分解す

ることができるが、化学修飾によって鍵穴が変わると酵素はその物質を分解できなくなる

という考え方である。 

以上のように、化学修飾木材の生物劣化に対する抵抗性は、薬剤そのものの菌に対する

毒性によって防腐効果を示す従来の防腐剤とは作用原理が異なる。 

 

1.1.5. これまでに報告された化学修飾方法の評価 

 木材の耐久性を向上させることを目的とした化学修飾は、これまでにも数多くの方法が
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報告されている。アセチル化のように実用化につながった方法もあれば、基礎研究の段階

に留まっているものもある。主だった方法の特徴について、処理木材の性能、安全性、作

業性を指標に表 1-1 に整理した。 

 

この表からわかるように、いずれの処理方法も一長一短があり、最も優れた処理を選定

することは容易ではない。そこで、化学修飾による木材の高耐久処理の社会実装を目標と

して実用性を第一の指標とした。この場合、いかに性能が良い処理であっても特殊な装置

表 1-1 木材の化学修飾方法とその特徴 
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や高価な試薬が必要であったり、処理薬剤に強い毒性があるものや引火性が極めて高いも

のは除外される。また、有機溶媒の使用が前提となっている処理も環境対策にコストがか

かることが予想されるため除外対象となる。 

その結果、現段階ではアセチル化がもっとも実用性が高い方法であると判断された。判

断理由は次項で詳述するが、一つの処理で寸法安定性や生物劣化抵抗性の大幅な向上が期

待できること、処理に必要な薬剤が無水酢酸などすでに広く工業的に使用されている薬剤

であること、処理に伴って副生する酢酸は自然界に広く存在する有機酸であり、人や環境

に対する負荷が極めて小さいことが挙げられる。 

 

1.1.6. 本研究の目的と構成 

前述したように、木材の高耐久化方法の有効な手段として化学修飾に着目し、なかでも

得られる木材の性能、安全性の面から、アセチル化がもっとも実用性が高い方法と判断さ

れた。しかし、アセチル化は、海外メーカーによって実用化されているものの、未だ広く

使用されるには至っておらず、国産材のアセチル化木材も実現していない。そこで本研究

では、アセチル化による木材の高耐久処理技術の社会実装を目指し、既存のアセチル化処

理である液相アセチル化の課題点を整理し、新たなアセチル化処理手法の適用性について

検討する。 

以下、本論文の構成を示す。 

 

第 1 章：本論文の序論である。研究の背景と目的として、木材の耐久性向上の必要性と

その解決手段として化学修飾方法に着目した理由を述べた。木材の高耐久処理として、化

学修飾方法の一つであるアセチル化について、開発の歴史的経緯と処理形態による分類、

課題点の整理を行い、アセチル化試薬である無水酢酸を気体にして反応させる気相アセチ
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ル化処理によって処理装置の簡略化や使用薬剤量の低減化が期待される理由を述べた。 

第 2 章：気相アセチル化処理の処理効率や作業性、寸法安定性能の評価を目的に、30 

mm （接線方向）×30 mm （半径方向）×5 mm （繊維方向）の木材薄片を用いて減・加

圧注入を組み合わせた従来の液相アセチル化方法と寸法安定性や副生酢酸の残存性、材色

変化等を比較した。 

第 3 章：気相アセチル化による寸法安定性能をより高めることを目的に、30 mm （接線

方向）×30 mm （半径方向）×5 mm （繊維方向）の木材薄片に対してグリコールや単糖

などのバルキング薬剤を含浸した上で気相アセチル化した場合の効果について評価した。 

第 4 章：気相アセチル化の柱状建材への適用を想定し、30 mm （接線方向）×30 mm 

（半径方向）×200 mm （繊維方向）の針葉樹角材を試験体として気相アセチル化を行

い、その寸法安定性と木材腐朽菌に対する耐腐朽性について、液相アセチル化木材と比較

した。 

第 5 章：気相アセチル化の板状建材への適用を想定し、65 mm （接線方向）×12 mm 

（半径方向）×130 mm （繊維方向）の針葉樹板材を試験体として、気相アセチル化を行

い、その耐候性について、吸・放湿による寸法安定性やウェザーメーターによる促進耐候

試験で評価した。 

第 6 章：気相アセチル化の処理装置の熱源として木材事業者が保有する一般的な木材乾

燥機を活用することを想定し、30 mm （接線方向）×30 mm （半径方向）×180 mm （繊

維方向）の角材試験体を用いて、木材乾燥機で加熱可能な温度域（80℃）での気相アセチ

ル化を行った。得られた気相アセチル化木材の寸法安定性と耐腐朽性を評価し、耐腐朽性

と木材表面から深さ方向へのアセチル化の濃度との関係性を明らかにした。 

第 7 章：気相アセチル化過程での木材の変形について、その影響把握を目的に、105 mm

角×180 mm （繊維方向）のトドマツ正角材を用いて気相アセチル化を行った。気相アセ
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チル化の進行に伴う試験の寸法変化や内部応力の測定を行い、反応の進行度と変形との関

係性を明らかにした。 

第 8 章：上記研究で得られた成果を本章で取りまとめ、結論とした。 

 

1.2. 木材のアセチル化 

1.2.1. アセチル化の概要 

前項において、「木材の高耐久化」と「人や環境に対する高い安全性」を両立させる方法

として化学修飾に着目し、なかでも、得られる木材の性能、安全性の面から、アセチル化

がもっとも実用性が高い方法と判断された。そこで本項では、木材のアセチル化の特徴と

課題について、より詳細に解説する。 

木材のアセチル化は木材に酢酸をエステル結合させる処理である。木材をアセチル化す

ることで、生物劣化（木材腐朽菌、シロアリ、フナクイムシ等による腐朽や食害）に対す

る抵抗性をはじめ、表 1-2 に示すように、寸法安定性、耐候性など、木材の欠点の多くを

一つの処理で大幅に改善することができる（Stamm and Tarkow 1947; Stamm and Baechler 

1960; Yano et al. 1986, 1988; Sasaki et al. 1988; Kumar 1994; Brelid et al. 2000; Hill et al. 2006; Li et 

al. 2009; Hosseinpourpia and Mai 2016; Ahmed and Adamopoulos 2018）。アセチル化木材は、

単に薬剤を含浸や塗布する既存の高耐久処理に比べ、溶脱などによる性能低下も生じにく

い。 

図 1-4 にアセチル化試薬である無水酢酸を用いて木材をアセチル化する場合の反応模式

図を示す。 
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アセチル化木材は、アセチル基が導入された分、処理前に比べて重量が増加する。この

導入アセチル基の量によってアセチル化木材の性能は変化するため、アセチル化前後の重

量増加率（WPG）は、アセチル化の処理程度、さらには性能の指標となる。 

木材に導入されるアセチル基の量は、触媒併用の有無、さらには触媒の種類によって変

化する。木材中の非晶領域の水酸基が全てアセチル化された場合のWPG は 40％前後（則

元 1988; 西野 1991）と概算されているが、無水酢酸単独でのアセチル化で実際に反応に

供する水酸基は限られる。実験結果ではWPG は最大約 27%と報告されている（趙ら 

1987）。 

アセチル基の加水分解によって発生する酢酸は自然界に広く分布する有機酸であり、環

境負荷は極めて小さい（Papadopoulos 2010）。このことは、アセチル化木材を製品として

使用する際、さらには使用後にリサイクルや廃棄処分する場合にも、人や環境への影響を

懸念する必要が小さいことを意味する。 

 

表 1-2 アセチル化木材の特徴 
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1.2.2. アセチル化の処理形態による分類と特徴 

無水酢酸を試薬とした木材のアセチル化は、処理雰囲気や木材内への含浸方法によって

表 1-3 のように分類される。処理形態としては、①無水酢酸単独あるいはこれを他の有機

溶媒に希釈した上で、減・加圧注入装置を用いて木材内に注入する液相法（Goldstein 1961; 

Brelid and Simonson 1999; Mohebby and Militz 2010）、②加熱や減圧等によって無水酢酸を蒸

気とし、これを木材内に拡散・浸透させる気相法（Stamm and Tarkow 1947; Risi and 

Arseneau 1957; Rowell 1986; Ohkoshi 1999; 西野 1991）、③超臨界状態の二酸化炭素を媒体

とし、これで無水酢酸を希釈し、減・加圧注入装置を用いて木材内に注入する方法（松永

ら 2010; 2014）に大別される。なお、上記 3 形態の他、液相法と気相法については、さら

に減圧や加圧を伴う圧入と常圧下での浸透・拡散とに分けられる。実施報告例は見当たら

ないものの、理論上は実施可能であるため併せて掲載した。以下、それぞれの方法の特徴

について述べる。 

 

 

 

 

Wood-OH + Ac2O Wood-OAc + AcOH

木材 無水酢酸
（アセチル化薬剤）

アセチル化木材 酢酸
（副生物）

Ac：-COCH3

図 1-4 無水酢酸を用いた木材のアセチル化の模式図 
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1.2.2.1. 減・加圧注入による液相アセチル化 

常温で液体である無水酢酸をそのまま、あるいは溶媒で希釈した上で減・加圧注入装置

等の圧力容器を用いて木材内に注入する方法である。ここで減圧注入とは、圧力容器内に

木材を入れて真空ポンプ等を用いて木材内の空隙内を負圧状態として、この状態で外部か

ら薬剤を導入することで木材内に薬剤を注入する方法である。なお、あらかじめ圧力容器

*
 
研究事例はないが、理論上実施可能であるため掲載 

表 1-3 アセチル化木材の処理形態による分類 
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内に木材と薬剤を入れた状態で減圧し、その後解圧することで注入する場合もある。加圧

注入は、圧力容器内に木材と薬剤を入れて外部からコンプレッサー等で圧力を加えて木材

内に薬剤を注入する方法である。木材内の空気を除去してから加圧注入した方が効果的で

あるため、前述の減圧注入と組み合わせて用いられることが多い。薬剤注入後、加熱する

ことでアセチル化を行う。 

減・加圧注入装置を用いた薬剤注入は、アセチル化に限らず、防腐薬剤や難燃処理剤な

ど木材内に薬剤を含浸する場合に一般的に行われる手法である。この方法によるアセチル

化が防腐薬剤や難燃処理剤による処理と異なる点は、防腐薬剤や難燃処理剤が木材内に注

入された段階で処理が完結するのに対して、アセチル化の場合はそこから加熱によって反

応を行い、さらにその後余剰の薬剤や副生物を木材内から除去する工程が必要な点であ

る。 

この方法は、圧力差によって薬剤が木材内に注入されるため、建材として一般的なサイ

ズ（軸方向に長く厚みのある材料形態）に対しても内部まで迅速に薬剤を行きわたらせる

ことができる。また、処理対象の木材と薬剤が直接接しているため、速やかに反応が進行

する。さらに、無水酢酸を溶媒で希釈することで、アセチル化の処理の程度や反応速度を

調節することができる。薬剤注入に使用される減・加圧注入装置はそれ自体が密閉容器で

あるため、木材を入れてから処理後に取り出すまでクローズドシステムで処理ができる。

このような利点があることから、木材のアセチル化には主にこの減・加圧注入による液相

アセチル化が用いられてきた。 

ここで、液相処理によるアセチル化木材の開発の歴史に触れておく。アセチル化木材開

発の黎明期にあたる 1920-1950 年代は、液相アセチル化の際に、ピリジンや硫酸などの触

媒が併用されてきた（Fuchs 1928, Horn 1928, Stamm and Tarkow 1945）。これらは反応性を

高める反面、得られたアセチル化木材の材質低下や、反応後に木材からの除去が困難であ
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るなどの作業性の悪さを招いていた。1960 年代になると、無触媒であっても加熱によって

十分反応が進行し材質低下も生じないことや、無水酢酸をキシレンなどの有機溶媒で希釈

することで後処理も迅速化できることが報告された（Goldstein 1961）。これによりアセチ

ル化木材の実用化研究が加速することになる。そして、1980 年代に国内において酢酸塩を

触媒に用いる液相アセチル化法が開発された。酢酸塩は水溶性で除去が容易な上、従来の

触媒に比べて木材の劣化や変色も少ない利点がある（佐立 1986; Obataya and Minato 

2009）。この成果を基に、国内において世界で初めてアセチル化木材（単板）を使用した

床製品が商業生産されるに至った。ただし、高価（当時、無処理のスギやヒノキの製材が

5 万円/m3前後であったのに対してアセチル化木材は 50~100 万円したと言われている）で

あったことから広く普及するには至らなかった。その後最近まで、国内をはじめ世界的に

もアセチル化木材の商業化は進展が見られなかったが、2007 年にイギリスに本社がある

Titanwood 社がアセチル化木材“商品名 Accoya” の商業生産を開始した（Titanwood limited 

HP）。以来、このTitanwood 社が現時点では世界で唯一のアセチル化木材の製造事業者で

あり、日本国内での商業生産は未だ復活していない。 

このように、液相でのアセチル化は開発の歴史が長く、最もベーシックで確実な処理方

法と言える。一方で、この処理を行うには、加熱機能が付いた減・加圧注入装置が必須で

あり、木材の内部までアセチル化する場合、薬剤も大量に必要になる。このことはアセチ

ル化木材の黎明期から現在に至るまで問題視されており、例えばStamm らはシトカスプル

ースの場合、木材の空隙を満たすだけのために木材重量の 227%の無水酢酸が必要と報告し

ている（Tarkow and Stamm 1955）。実際は、空隙内を満たす薬剤以外にも、桟積みした木

材同士や木材と処理装置の間のデッドスペースも薬剤で満たすことになるため、木材実質

をアセチル化するよりもはるかに大量の薬剤で処理装置内を満たす必要がある。また、液

相処理の場合、無水酢酸や溶媒が木材と直接接するため、反応は迅速な反面、木材中の油
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脂や糖類などの抽出成分が溶出し、処理液が変色しやすい。着色された大量の処理液を再

利用するために、減圧蒸留装置など高度な管理技術が要求される付帯設備が必要になる。 

 

1.2.2.2. 常圧下での液相アセチル化 

 本処理方法については、研究報告例はないものの理論上は実施可能な処理方法として、

参考までに説明する。 

本方法は、加熱した無水酢酸やその溶媒希釈液に木材を常圧浸漬（いわゆるドブ漬け）

する方法である。この方法は、耐圧容器を必要としない分、処理装置を単純化できるが、

減・加圧注入による液相処理と同様、処理液を密閉下で加熱保持する機構が必要となり、

抽出成分の溶出による処理液の変色も同様に生じるものと推測される。また、材料内に処

理液を圧入しないため、アセチル化は無水酢酸と接する材料表面とそこから材内部へ無水

酢酸蒸気が拡散できる範囲に限られる。そのため、単板やチップのような薄い材料でない

限り、材料全体を均一に処理することは困難となる。加えて、材料全体を処理液に浸す必

要があるため、木材同士や木材と処理容器間のデッドスペースも処理液で満たす必要があ

る。 

 

1.2.2.3. 減・加圧圧入による気相アセチル化 

本処理方法も、1.2.2.2. の常圧液相アセチル化と同様に研究報告例はないものの理論上は

実施可能な処理方法として、参考までに説明する。 

本方法は、常温・常圧下で液体である無水酢酸を加熱や減圧によって蒸気とし、その蒸

気を大気圧以上に高めることで木材内に圧入する方法である。 

圧入する方法としては、無水酢酸の蒸気圧自体を高める方法と圧縮空気や不活性ガス等

を併用して圧力を高める方法が考えられる。前者の場合、無水酢酸の沸点は 140℃である
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ことから、密閉下で 140℃以上に加熱することで大気圧以上の飽和蒸気とすることができ

る。Antoine の実験式による無水酢酸の蒸気圧曲線を図 2-2 に示す。これによれば、例えば

180℃の加熱によって無水酢酸は約 0.3 MPa （3 atm）の飽和蒸気となる。すなわち、木材

を耐圧容器中で減圧し、次いで無水酢酸を木材に接触しないよう導入した上で加熱するこ

とで、加熱温度における無水酢酸の飽和蒸気圧で木材内に無水酢酸蒸気が圧入されること

になる。なお、無水酢酸の沸点の 140℃より低い温度で加熱する場合、無水酢酸の蒸気圧

は大気圧以下となるため、次項で述べる常圧（大気圧）下での気相アセチル化と同じ蒸気

圧条件となる。 

 

後者の場合、併用ガスを使用することで総圧は高められるが、物質の蒸気圧は温度に依

存するため、併用ガスの圧力に応じて無水酢酸蒸気の分圧は小さく（蒸気濃度が小さく）

なる。 

図 1-5 Antoine 式によるアセチル化に関係する主要 3 物質の飽和蒸気圧曲線 
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本方法の実施報告例がない理由を推測すると、耐圧容器が必要になることと、140℃以上

の加熱による気相アセチル化の場合、副生する酢酸によって液相アセチル化と同様に材料

や処理容器が腐食されやすくなること、併用ガスの場合は無水酢酸蒸気の濃度が小さくな

るためなど、他の処理方法と比べて利点が見出しにくいためと考えられる。ただし、次項

で述べる常圧下での気相アセチル化に比べて木材内部まで薬剤蒸気を入れることができる

ため、今後検討が行われるかもしれない。 

 

1.2.2.4. 常圧下での気相アセチル化 

無水酢酸を常圧下で加熱して蒸気とし、その蒸気で木材をアセチル化する方法である。

前項図 1-5 の蒸気圧曲線の 140℃以下の加熱条件下で実施する気相アセチル化である。 

この方法は、1.2.2.1 の液相アセチル化と同様、アセチル化研究の黎明期にあたる 1940

年代からすでに検討がなされてきた。その理由は、本方法は使用する薬剤量が必要最小限

で済む点と、常圧下での処理であるため処理装置の単純化が可能である点にある（Stamm 

and Tarkow 1947; Risi and Arseneau 1957; Rowell 1986; Ohkoshi 1999; 西野 1991）。加熱によ

り蒸気となった無水酢酸が処理容器内に拡散し充満するため、液相処理のようにデッドス

ペースを満たすための余分な薬液を必要とせず、木材実質部をアセチル化するために必要

な分量の無水酢酸で済むとされている。また、減・加圧注入装置を用いた液相アセチル化

の場合、加熱機構を持つ耐圧容器が必須となるが常圧の蒸気であるため装置が簡略化でき

る。しかし、この方法は密閉下で加熱保持する機構は必要なものの、薬剤を蒸気にしてか

ら木材と反応させるため、木材からの抽出成分の溶出が少なく、処理薬剤の変色が抑えら

れると期待される。 

一方で、この方法の場合、無水酢酸蒸気は拡散によって木材表面から内部へと広がって

いくため、アセチル化は無水酢酸蒸気と接する材料表面とそこから材内部へ無水酢酸蒸気
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が拡散できる範囲に限られる。Stamm らは、実用的な処理時間では木材の表面しかアセチ

ル化されないため、処理対象は厚さ 1/8 インチ（約 3 mm）以内の単板にすべきと報告して

いる（Stamm and Tarkow 1947）。これらの報告を基に、1980 年代に厚さ約 0.5 mm の針葉

樹材切削片への気相アセチル化が試みられたが、気相アセチル化した切片で製造した切削

ボードの寸法安定性は、液相アセチル化のものよりも寸法安定性が低かったと報告されて

いる （Rowell 1986）。 

このように、常圧下での気相アセチル化は薬剤量の低減化や処理装置の単純化以外には

利点は認められない方法とされてきた。しかし、表層のみのアセチル化であっても実用上

十分な性能を持つことが担保できれば、薬剤量は表層部のアセチル化に必要な分量のみに

抑えることができ、しかも耐圧の注入装置が不要であるなど、液相アセチル化に比べ簡便

で手軽に行える方法として可能性がある。また、1.2.1 で述べたように、アセチル化木材は

アセチル基の導入によって重量が 20%以上増加する。表層のみのアセチル化であれば、こ

うした重量増加も抑制できる可能性がある。以上の点が実証できれば、有用な手法となり

うる。 

 

1.2.2.5. 超臨界二酸化炭素を媒体としたアセチル化 

近年、Matsunaga らによって提案されている方法で、無水酢酸を超臨界状態の二酸化炭素

で希釈してアセチル化する方法である（Matsunaga et al. 2010, 2014）。二酸化炭素は、臨界

温度 31.1℃、臨界圧力 7.38 MPa で超臨界状態となることが知られている。超臨界状態の二

酸化炭素は、液体並みの密度を持ちつつ気体並みの粘度や拡散性があり、高溶解性、低表

面張力といった溶媒の様な特徴を持ち（碇屋, 野依 1995）、臨界点以下にすれば速やかに

二酸化炭素ガスとして除去可能であることから、臨界点乾燥、カフェインや精油等の抽出

に利用されてきた（斎藤 1985; Hassan et al. 1995）。Matsunaga らは、超臨界状態の二酸化
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炭素と無水酢酸を用いて 120℃で木材をアセチル化すると、超臨界二酸化炭素の高浸透性

によって液相や気相アセチル化よりも効率よく高い寸法安定性能が得られることを報告し

ている。二酸化炭素は不燃性で腐食性がなく、しかも安価であるためこの方法は有望と考

えられるが、従来の圧力容器よりも高圧（安全率を加味して設計圧力約 22-50 MPa）に耐

える必要があるため、現段階では装置の大型化が難しく高額であることが難点である。そ

のため生薬や天然香料など単価の高い成分の抽出には適するが、アセチル化木材で採算が

取れるかは検討を要する。 

 

1.3. 小括 

以上、無水酢酸による木材のアセチル化には大きく 3 つの処理形態があり、それぞれ一

長一短がある。内部まで均一に処理が可能で安定した性能のアセチル化木材を効率よく生

産するとの観点からは、1.2.2.3 の減・加圧注入による液相アセチル化法が理想的な処理シ

ステムと言え、実際本方法を用いて国内での実用化事例があり、現在世界で唯一アセチル

化木材を商業生産しているTitanwood 社も、この方法を採用しているものと推察される。

しかし、この処理プロセスが高コストであるが故に、現在に至るまでごく限られた利用状

況である現状を考えると、小規模な事業者でも参入できるような、できるだけシンプルで

多大な設備を必要としない方法からスタートし、それでどこまで性能向上を果たすことが

可能か検討することもアセチル化木材の研究開発の一方向と言える。 

本研究では、アセチル化の処理形態のなかでもっともシンプルで処理装置の単純化が期

待できる 1.2.2.4 の常圧での気相アセチル化について検討し、従来の液相アセチル化と比較

し、どの程度の耐久性を付与できるか明らかにする。 
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2. 木材薄片を用いた気相アセチル化と液相アセチル化の比

較 

 

2.1. 緒言 

前章でも述べたように、木材の耐久性や寸法安定性の向上を目的にアセチル化行う場

合、主として減・加圧注入による液相条件下での処理が行われてきた（Goldstein 1961; 

Brelid and Simonson 1999; Mohebby and Militz 2010）。その理由としては、この方法が断面形

状の大きな木材に対しても圧力差によって迅速に薬剤を注入することができ、木材全体を

均一にアセチル化できることによる。 

しかしその半面、減・加圧注入による液相条件下でのアセチル化の場合、加熱機能を備

えた耐圧の注入装置や木材内への注入や浸漬に大量の処理薬剤が必要となるなど、手軽に

行える方法とは言い難い。アセチル化木材が高い耐久性や寸法安定性を持ち、低環境負荷

であるなど優れた特徴を持つにも関わらず利用が進んでいない理由として、これら従来の

液相処理条件下でのアセチル化が高コストに陥りやすいことが一因として考えられる。 

 一方、常圧での気相アセチル化は、処理薬剤の木材内への浸透が薬剤蒸気の拡散によっ

て行われるため、単板や木チップのように薄くて表面積が大きなものを除き、処理範囲は

木材表層に限られる（Stamm and Tarkow 1947; Risi and Arseneau 1957; Rowell 1986; Ohkoshi 

1999; 西野 1991）。このことは従来、気相アセチル化の欠点と見なされてきたが、表層の

みのアセチル化であっても実用上十分な性能を持つことが担保できれば、薬剤量は表層部

のアセチル化に必要な分量のみに抑えることができ、しかも耐圧の注入装置が不要である

など、液相アセチル化に比べ簡便で手軽に行える方法として可能性がある。 

そこで本実験では、気相アセチル化木材の基本性能を明らかにすることを目的に、木材
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内部まで均一にアセチル化されるよう繊維方向に短い薄片状の試験体を用いて液相と気相

の両条件下でのアセチル化を行い、得られたアセチル化木材について、木材に導入された

アセチル基による重量増加率（WPG）や寸法安定性能、水洗による後処理時の pH 変化に

違いがあるか検証した。 

 

2.2. 実験方法 

2.2.1. 材料 

 供試樹種としてヤチダモ（Fraxinus mandshurica Rupr.）を用いた。気乾状態の原板から

30 mm （接線方向）×30 mm （半径方向）の二方柾の角棒を切り出し、これを繊維方向に

5 mm ずつ切断し、薄片試験体とした。試験体の数は 1 条件につき 4 枚とした。いずれも

105℃の送風乾燥機内で 16 時間乾燥して絶乾とし、重量と寸法を測定した後、アセチル化

に用いた。 

 アセチル化試薬としては市販の無水酢酸、触媒は酢酸ナトリウム（いずれも特級、キシ

ダ化学（株）製）を用いた。 

 

2.2.2. アセチル化 

2.2.2.1. アセチル化に使用する無水酢酸量の算出 

 無触媒あるいは今回使用した酢酸塩を触媒とする無水酢酸によるアセチル化の場合、ア

セチル化によるWPG は最大約 27%と報告されている（趙ら 1987）。本実験でもアセチル

化による試験体の重量増加率（以降、WPG）が 27%となる化学量論的な無水酢酸量を下記

式 2-1 により算出した。 

 

WPG n%に必要な無水酢酸量 （g） = { [ (n × 10-2 ) × W0] / 43 } × 102         （2-1） 
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ここで、 

n：WPG 

W0：アセチル化前の試験体の絶乾重量 

43：アセチル基の分子量 

102 無水酢酸の分子量 

である。 

 

液相アセチル化の場合、試験体が無水酢酸に十分浸る量として上記算出した無水酢酸量

の約 8 倍量を入れ、気相アセチル化の場合、上記算出した無水酢酸量の 2 倍量を処理容器

に入れた。 

 

2.2.2.2. 液相アセチル化 

 液相アセチル化の手順の概要を図 2-1 に示す。 

 

 

 

まず、ガラスデシケーターと水流アスピレーターの組み合わせで構成される減圧注入装

置を用いて、試験体へ無水酢酸を注入した。処理手順は以下のとおりである。容量約 0.7 L

図 2-1 液相アセチル化の処理手順の概要 



25 
 

のステンレス製バットに試験体を重ならないようポリエチレン製アミを間に挟みながら並

べ、上部に浮き防止用の重しを載せた。これに無水酢酸を試験体全体が十分浸る量として

80 mL を注いでガラスデシケーター内に収納した。水流アスピレーターで減圧（約 30 

hPa、1 時間）し、常圧に戻してそのまま 16 時間放置した。この試験体を容量 500 mL のセ

パラブルフラスコに入れ、再度、試験体上部に重しを載せた上で無水酢酸を試験体全体が

浸るよう試験体体積の 5 倍量（90 mL）追加した。セパラブルフラスコをオイルバスに完全

に浸るようにして加熱した。アセチル化は無水酢酸の液温が 130℃に到達後、2, 4 時間行っ

た。 

アセチル化試験体は、処理装置から取り出し、90 mL の蒸留水が入ったビーカーに移し

てスターラーで撹拌した。8, 16 時間間隔で洗浄水の pH を測定し、24 時間ごとに新しい蒸

留水と取り換えた。この操作を洗浄水の pH 値の変動が直近測定値の±0.5%以内になるまで

繰り返した。その後、試験体を含水率が 20 - 30%となるまで 40℃の送風乾燥機内で乾燥

し、次いで 105℃で 16 時間送風乾燥を行い絶乾とした。 

以降、液相アセチル化した試験体はLiquid Phase Acetylated Wood の頭文字から、LPAW

と略記する。 

 

2.2.2.3. 気相アセチル化  

 気相アセチル化の処理手順の概要を図 2-2 に示す。 
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容量 500 mL のセパラブルフラスコに上記算出した無水酢酸量の 2 倍量 （20 mL）の無

水酢酸を注ぎ入れ、次いで試験体と無水酢酸が直接接触しないよう、無水酢酸の液面から

約 30 mm 離してステンレス製のスペーサーを敷き、その上に試験体を並べた。その際、冷

却管から滴下する凝縮薬剤が試験体に触れないよう、冷却管は試験体の真上を避けて配置

した。アセチル化はフラスコ内の温度が 130℃に到達した時点から、2 時間と 4 時間行っ

た。 

2 時間の処理では、触媒としてあらかじめ 10%酢酸ナトリウム水溶液を含浸させた条件

も設定した。この場合、触媒水溶液を含浸し 105℃で 16 時間乾燥した上でアセチル化し

た。後処理（蒸留水による洗浄操作）は液相アセチル化と同条件で行った。 

以降、気相アセチル化した試験体はVapor Phase Acetylated Wood の頭文字からVPAW と

し、処理時間が異なる場合はVPAW-2h のように末尾に時間を添えて略記する。 

 

2.2.3. アセチル化前後での材色変化の測定 

測色には、色差計（カラーメーター ZE 6000, 日本電色（株）製）を用い、CIE1976 

L*a*b*色空間におけるL*, a*, b*を測定した（図 2-3）。 

図 2-2 気相アセチル化の処理手順の概要 
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測色条件は、光源D65、視野角 10°、測色部の直径はφ10 mm とした。これらの数値の暴

露前後の変化量（ΔL*, Δa*, Δb*）から下記式により色差ΔE*ab を算出した。 

 

ΔE*ab = [(ΔL*)2  + (Δa*)2 + (Δb*)2] 1/2                                     （2-2） 

 

2.2.4. 重量増加率およびバルキングによる膨潤率の算出 

アセチル化試験体の絶乾重量と寸法を測定し、アセチル化によるWPG と接線方向の膨

潤率SAcをそれぞれ下記式より算出した。 

 

WPG (%) = [(W1 - W0) / W0] × 100                            （2-3） 

 

ここで、 

W0 ：アセチル化前の試験体の絶乾重量（触媒として 10%酢酸ナトリウム水溶液を含浸

した条件では含浸前の絶乾重量） 

W1：アセチル化後の試験体の絶乾重量 

図 2-3 測定に使用した色差計 
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である。 

 

SAc (%) = [(T1 - T0) / T0] × 100                       （2-4） 

 

ここで、 

T0 ：アセチル化前の木材試験体の接線方向の長さ 

T1 ：アセチル化後の木材試験体の接線方向の長さ 

である。 

 

2.2.5. 寸法安定性の評価 

得られたアセチル化試験体を 20℃、相対湿度（RH）60%の条件下で 2 週間放置した後、

浸水・乾燥繰り返しによる寸法安定性試験を行った。試験体を蒸留水に浸漬して水流アス

ピレーターによる減圧注入（約 30 hPa、1 時間）を行い、常圧に戻してそのまま水中に 3

日間静置し、その時の寸法を測定した。その後、一昼夜風乾してから 105℃で 16 時間送風

乾燥し、絶乾時の寸法を測定した。この浸水と乾燥の操作を 5 サイクル繰り返した際の寸

法変化から、寸法安定性を評価した。 

水分吸収後の接線方向の寸法変化率Stは下式より算出した。 

 

St (%) = [(T3 – T2) / T2] × 100                           （2-5） 

 

ここで、 

T2：105℃で 16 時間送風乾燥を行った後の接線方向の長さ（初期寸法） 
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T3 ：3 日間水中浸漬後の接線方向の長さ、あるいは水中浸漬後に 105℃で 16 時間送風乾

燥した後の長さ 

である。 

 

 浸水 5 回目の寸法変化率から下記式より抗膨潤能ASEwを算出した。 

 

 ASEw (%) = [(Sc- St) / Sc] × 100                             （2-6） 

 

 ここで、 

Sc：浸水 5 回目の無処理材の寸法変化率 

St：浸水 5 回目のアセチル化材の寸法変化率 

である。 

 

2.3. 結果と考察 

2.3.1. アセチル化によるWPG 

アセチル化後のWPG と接線方向の膨潤率を図 2-4 に示す。無水酢酸を用いたアセチル化

では、WPG と導入アセチル基の量はほぼ一致することが知られている（Rowell 1986）。以

下、各処理条件の影響について述べる。 
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2.3.1.1. 処理雰囲気の影響 

無触媒条件の場合、VPAW とLPAW のWPG はそれぞれ約 21-23%と約 20-21%、バルキ

ングによる膨潤率はそれぞれ約 8-9%と約 8%となった。今回用いた試験体サイズでは液相

条件と気相条件による違いは見られなかったが、WPG では若干ではあるがVPAW が高い

値を示した。液相条件下でのアセチル化の場合、アセチル化後の処理液は暗褐色に変化

図 2-4 アセチル化した試験体のWPG（上段）と接線方向の膨潤率（下段） 

*VPAW（c）：酢酸Na 添加, エラーバー：標準偏
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し、木材抽出成分等の溶脱がうかがわれた。すなわち、LPAW はアセチル化の過程で木材

抽出成分等が処理液中に溶脱した結果、その分VPAW に比べWPG が小さくなったと考え

られる。 

 

2.3.1.2. 処理時間の影響 

VPAW の場合、2 時間と 4 時間の処理ではVPAW-4h の方がWPG、バルキングによる膨

潤率共に最も高い値となった。気相条件下でのアセチル化の場合、加熱によって蒸気とな

った無水酢酸が木材内に拡散することによって反応が進行する。今回使用した試験体の様

に木口面の占める割合が大きい場合、薬剤蒸気は木材内に拡散しやすいと考えられるが、2

時間の処理では拡散が不十分であったのに対し、4 時間処理では拡散が十分進行したと考

えられる。 

LPAW の場合、処理時間の影響はVPAW ほど大きく見られなかった。これは液相条件下

でのアセチル化の場合、無水酢酸は減圧注入の段階で十分に木材内に注入されているた

め、2 時間処理の時点ですでに反応が恒量近くまで進行していたためと考えられる。 

 

2.3.1.3. 触媒の影響 

触媒を用いた気相処理は、無触媒に比べてWPG、膨潤率共に高い値を示した。無触媒に

よるVPAW-4h よりも、触媒を用いたVPAW-2h の方が高い値となり、触媒の併用により処

理時間の短縮と高いWPG、膨潤率が得られることが確認できた。 

 

2.3.2. 後処理（水洗浄）時の pH 変化 

アセチル化後の後処理における洗浄水の pH 変化を図 2-5 に示す。pH は洗浄回数が増え

るに従って中性側に近づくが、無処理材が pH = 7 付近で平衡になるのに対して、アセチル
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化試験体はどの条件で得られたものも pH = 5 付近で平衡となった。また洗浄初期は液相処

理が強い酸性を示すものの洗浄回数が増えるにつれて条件間の差は小さくなり、5 回洗浄

の時点で差は見られなくなった。木材試験体内に残存する酢酸は、細胞内腔等に遊離した

状態のものと細胞壁内に拡散した状態のものとが考えられる。今回の結果は、前者の酢酸

は洗浄により速やかに溶出するのに対し、後者の酢酸は溶出しにくい可能性があることを

示唆している。 

 

 

 

今回用いた木材試験体は木口面積が相対的に大きく（30 mm×30 mm）、繊維方向の長

さが 5 mm であるため、水による洗浄効率は高いはずである。それでも pH が平衡状態に到

達するには 10 日近くを要した。この結果から、厚みのある木材をアセチル化した場合、水

洗による残存酢酸の除去は、より長時間が必要になると想定される。 

図 2-5 各アセチル化試験体を水洗浄した際の pH 変化 



33 
 

 

2.3.3. 処理前後の材色変化 

明度L*は 0（黒）から 100（白）まで変化する明るさを表し、Δa*の正の値は赤色側への

移動を、負の値は緑色側への移動を表す。またΔb*の正の値は黄色側への移動を、負の値

は青色側への移動を示す。 

アセチル化前後での色差ΔE*ab と明度差ΔL*をそれぞれ図 2-6 に示す。いずれも材色変

化を示す指標であり、値が大きいほど変化が大きいことを示している。 

ΔE*ab はLPAW が小さく、処理時間による差も見られなかった。一方、VPAW は

LPAW に比べて変化が大きくなり、処理時間を長くすると変化も大きくなった。触媒を併

用した気相処理VPAW (c)では、2 時間の処理でも無触媒の 4 時間処理と同等の変化量とな

った。各アセチル化材のΔL*は、色差が大きい条件ほどマイナス側へ移動している。前述

したようにL*は明度の指標であり、0（黒）から 100（白）まで変化する明るさを表してい

る。処理後のマイナス側への移動は、材色が暗色化したことを意味する。すなわち今回の

結果は、広葉樹のヤチダモの場合、VPAW では処理時間が長くなると暗色化し、特に触媒

使用時に顕著になることを示している。 

LPAW で材色変化が小さくなった理由としては、アセチル化の過程で無水酢酸や副生す

る酢酸が溶媒として作用し、変色の原因となる木材成分が抽出されたためと考えられる。

一方、VPAW では試験体は液体の無水酢酸とは接触しないため、液相条件下で見られたよ

うな溶媒効果が生じず、無水酢酸や副生酢酸、あるいは加熱の影響で変色（変質）した材

中の糖類などが材内に留まるため、材色変化が大きくなったと推察される。 

また、触媒を添加した気相アセチル化で暗色化が大きくなったが、触媒の添加によって

反応は早く進行するため、処理時間は 2 時間よりも短時間で十分だった可能性がある。触

媒の添加は、反応の迅速化が可能な一方で、今回の常圧下での気相アセチル化のように無
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水酢酸蒸気の木材内への拡散に時間を要する場合には、木材表層部での反応が過剰進行し

暗色化を招く可能性があることを示唆している。 

 

 

2.3.4. 浸水・乾燥繰り返し試験における寸法安定性 

 アセチル化した試験体について、浸水乾燥繰り返しによる寸法安定性試験を行った結果

を図 2-7 に示す。 

*VPAW（c）：酢酸Na添加, エラーバー：標準偏差 

図 2-6 アセチル化に伴う材色変化（上段：ΔL*、下段：ΔE*ab） 
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いずれのアセチル化試験体も寸法変化は一定の振幅となり、浸水乾燥を繰り返しても性

能が安定して持続した。浸水 5 回目の膨潤時におけるASE（抗膨潤能）を図 2-8 に示す。

各アセチル化条件でもっともASE が高かったのは触媒を併用した条件であり、ASE は

80%以上を示した。無触媒アセチル化の条件では、VPAW-2h と-4h がそれぞれ 74％と

76％、LPAW-2h と-4h がそれぞれ 69％と 70%となった。VPAW はLPAW に比べて同じ

WPG であっても寸法安定性能が小さいとの報告があるが（Rowell 1986）、今回はVPAW

の方がWPG と膨潤率の両方とも高い値を示した。前述図 2-4 のアセチル化後のWPG およ

びバルキングによる膨潤率の結果では、VPAW-2h とVPAW-4h では後者の値が高くなった

が、今回の寸法安定性試験では処理時間による差はほとんど見られなかった。 

 

図 2-7 浸水・乾燥繰り返し試験における接線方向の寸法変化 

*VPAW（c）：酢酸Na添加 



36 
 

 

2.4. 小括 

従来の減・加圧注入による液相アセチル化に比べて処理装置の簡略化や使用薬剤量の低

減化が期待される常圧下での気相アセチル化について、液相アセチル化との処理効率や作

業性、得られたアセチル化木材の寸法安定性能の差異の把握を目的に、種々の条件下でア

セチル化を行い、後処理の迅速性や材色変化、寸法安定性を評価した。得られた結果を下

記に示す。 

 

（1） 液相アセチル化の場合、木材試験体中の空隙を満たし、木材試験体を浸すためだけ

の理由で木材実質部のアセチル化に必要な無水酢酸の量の約 10 倍量の無水酢酸が必要であ

った。気相アセチル化の場合、木材実質部のアセチル化に必要な無水酢酸量の 2 倍量で液

相アセチル化と同等のWPG を示した。 

 

*VPAW（c）：酢酸Na 添加, エラーバー：標準偏差 

図 2-8 浸水 10 回目のASE（抗膨潤能） 
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（2）液相アセチル化の場合、反応後の処理液は木材からの抽出成分由来と思われる着色に

より褐色に変化し、気相アセチル化の場合、ほとんど着色は見られなかった。 

 

（3）洗浄によるアセチル化後の後処理工程では、洗浄初期は気相処理の方が早く pH が中

性に近づいたが、最終的な pH 値の平衡への到達は両者に差は見られなかった。 

 

（4）アセチル化による寸法安定性は触媒を併用した気相処理がもっとも高く、抗膨潤能

（ASE）は 80％に達した。次いで無触媒の気相処理で約 75％、液相処理は約 70%となっ

た。 

 

（5）アセチル化前後での材色変化は液相処理がもっとも小さくなり、次いで無触媒の気相

アセチル化、触媒併用の気相アセチル化の順となった。 

 

 以上の結果、常圧下での気相アセチル化であっても減圧注入による液相処理と同等以上

の寸法安定性が付与でき、薬剤使用量の大幅な削減と薬剤の抽出成分による変色も軽減で

きることがわかった。また、アセチル化試験体からの残存酢酸の除去の迅速化が課題であ

ることが明らかとなった。 
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3. 木材薄片に対するバルキング処理と気相アセチル化の複

合処理による寸法安定化 

 

3.1. 緒言 

 前章において、気相と液相それぞれの条件下でアセチル化を行い、処理に要する薬剤量

（無水酢酸量）や後処理のし易さ、得られたアセチル化試験体の寸法安定性について検討

した。その結果、触媒を併用した気相アセチル化が最も高い性能を示したものの、触媒を

添加する手間や処理に必要な設備といった実用面を考慮すると、無触媒による常圧での気

相アセチル化が有望であると判断された。 

 前章で用いた薄片試験体は浸透性が高いため、圧力差による注入操作を伴わない常圧気

相アセチル化でも材内部まで均一に処理できた。しかし、建材として一般的な形状（繊維

方向に長い材料や厚みがある材料等）への適用を考えた場合、木材の異方性が問題とな

る。即ち、木材への流体の透過性は表 3-1 に示されるように繊維方向や半径方向、接線方

向によって著しく大きな異方性があるため （Erickson 1938; 福山 1985）、単板やチップな

どの薄い材料以外は表面のみのアセチル化に留まることが予想される。 

 

 

 

 アセチル化が表層のみであっても必要な寸法安定性や耐久性が付与できれば、逆に必要

表 3-1 加圧下の水の透過比 
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な薬剤量の節約や処理装置の簡便化につながる可能性はあるために、アセチル化をベース

に、より材料性能を高める処理方法について検討しておく必要がある。 

木材の寸法変化を抑制する方法としては、前章 1.1.4.1 で述べたように、細胞壁を構成す

るセルロース非晶領域部分への水分子の吸脱着の抑制が重要とされている。アセチル化以

外にも、ポリエチレングリコール（PEG）処理（石丸 1993）、木材と高分子の複合化

（WPC）処理（Nagatomi et al. 1976）、グリオキザール樹脂処理（伊藤 1996）、マレイン

酸処理（Iwamoto and Itoh 2005）など、数多くの方法が検討・提案されてきた。アセチル化

による寸法安定化は、アセチル基導入による疎水化とバルキング効果の両方の効果による

ものとされる（則元 1988）。PEG 処理の場合、PEG 水溶液に木材を浸すことで細胞壁が水

により膨潤し、水を媒体として細胞壁内にPEG 分子が拡散する。その後乾燥させると水は

蒸発し揮発性の低いPEG が細胞壁中に残存して細胞壁成分と固溶体を形成する。即ち、水

分が吸脱着するセルロースの非晶領域を予め低揮発性のPEG で充填しバルキング状態を保

つことで効果を発揮するとされる（石丸 1993） 。樹種による違いはあるが、どちらの処理

もASE は 60～70％程度に達する。その他、WPC やグリオキザール樹脂処理は細胞壁内で

の樹脂の重合（バルキング）と重合した樹脂による細胞内腔への水分侵入の抑制、マレイ

ン酸処理は、アセチル化と同様、木材構成成分中の水酸基のエステル化による疎水化とバ

ルキング化と考えられている（Iwamoto and Itoh 2005）。 

Obataya らは、糖（グルコース）で事前にバルキングさせた木片について気相アセチル化

を行い、木材と同時にグルコースもアセチル化することで疎水化し、材内に固定化するこ

とを検討している（Obataya et al. 2003）。その結果、アセチル化単独よりも高い寸法安定化

効果があり、アセチル化された糖の溶脱もほとんどないことを報告している。こうした処

理は、水溶性の溶質による細胞壁のバルキング化とそれを疎水化し難水溶性に変化させて

木材内に固定する処理を組み合わせた複合処理と言え、寸法安定性をより高める手法とし
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て興味深い。 

グルコース以外にも、アセチル化と組み合わせる種々のバルキング剤と寸法安定性との

関係性を把握できれば、より少ない添加量で高い寸法安定能を付与するバルキング剤の選

定につながることが期待される。 

そこで本研究では、木材を-OH 基数や組成の異なる数種の多価アルコールでバルキング

させた上で気相アセチル化を行い、その複合効果を検討した。 

 

3.2. 実験方法 

3.2.1. 材料 

 供試材は道産ヤチダモ（Fraxinus mandshurica Rupr.）の心材部とし、20℃・RH  65%で

調湿後に 30（T）×30（R）×5（L）mm の二方柾薄片試験体に切削加工した。試験体数は 1

条件につき 6 枚とした。これを 105℃で 16 時間送風乾燥後、試験に用いた。 

 

3.2.2. 多価アルコールによるバルキング処理 

 供試した多価アルコール類を表 3-2 に示す。比較として、単糖であるグルコースも供試

した。いずれも 30%（w / w）水溶液として用いた。 

 

 

バルキング処理の概要を図 3-1 に示す。調製した各処理薬剤水溶液に試験体を浸漬し、

表 3-2 供試バルキング剤 
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浮かないように重りを載せながら電熱ヒーターで加熱した。煮沸状態で 30 分保持した後、

自然放冷して常温で 4 日間浸漬した。このウェット状態での接線方向の長さと重量を測定

し、処理前の絶乾時を基準とした膨潤率StwとWPGwを下記式によりそれぞれ算出した。 

 

Stw (%) = [(T5 – T4) / T4] × 100                                 （3-1） 

 

ここで、 

T4：105℃で 16 時間送風乾燥を行った後の接線方向の長さ（初期寸法） 

T5 ：バルキング処理後乾燥前の長さ 

である。 

 

WPGw  (%)= [(W2 - W0) / W0] × 100               （3-2） 

 

ここで、 

W0：バルキング処理前の試験体の絶乾重量 

W2：バルキング処理後乾燥前の重量 

である。 
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なお、PPG 水溶液は常温では懸濁した状態であり、煮沸時にPPG と水は分離した。PEG

やPPG のように分子内にポリオキシアルキレン鎖を持つ両親媒性化合物の水溶液は、水温

が高くなると溶質と水が分離する（この温度は曇点あるいは下限臨界溶解温度と呼ばれ

る）ことが知られる（日本分析学会 1979）。今回のPPG と水の分離も曇点に達したこと

によるものと考えられたが、そのまま撹拌しながら煮沸した。 

処理液から取り出した試験体は 20℃、RH 65%下で 3 日間風乾した後、105℃で 16 時間

送風乾燥して絶乾状態とした。再度、寸法と重量を測定し、バルキング処理によるバルキ

ング率StdとWPGwdを算出した。 

 

Std (%) = [(T6 – T4) / T4] × 100                                     （3-3） 

 

ここで、 

T4：105℃で 16 時間送風乾燥を行った後の接線方向の長さ（初期寸法） 

T6 ：バルキング処理後の絶乾時の長さ 

である。 

図 3-1 バルキング処理の概要 
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WPGwd (%) = [(W3- W0) / W0] × 100                   （3-4） 

 

ここで、 

W0：バルキング処理前の試験体の絶乾重量 

W3：バルキング処理後の絶乾時の重量 

である。 

 

3.2.3. 気相アセチル化 

気相アセチル化の処理手順を図 3-2 に示す。 

 

 

 

 

図 3-2 気相アセチル化の処理手順の概要 
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処理装置は、前章と同じ冷却管と熱電対を備えた容量 500 mL のセパラブルフラスコとオ

イルバスを用いた。前章と同様、フラスコの底部に無水酢酸を入れ、無水酢酸の液面から

約 30 mm 離して試験体を設置した。 

無水酢酸の投入量は、木材本体のアセチル化に要する分量と、含浸した多価アルコール

類のアセチル化に要する分量とした。木材本体用としては、アセチル化によるWPG が

25%となりうる量として、前述の式 2-1 を用いて算出した。多価アルコール用としては、

それぞれ一分子当たりの-OH 基数に応じて、グリセリンは 3 倍量、PEG とPPG は 2 倍量、

グルコースは 5 倍量とし、下記式より算出した量を投入した。 

 

多価アルコールのアセチル化に要する無水酢酸 = 102 × N × (W4 / Mw)     （3-5） 

 

ここで、 

102：無水酢酸の分子量 

N：含浸したバルキング剤のOH 基のモル等量 

W4：含浸したバルキング剤量 

Mw：バルキング剤の分子量 

である。 

 

気相アセチル化はフラスコ内の温度が 130℃に到達してから 2 時間行った。気相アセチ

ル化後、試験体を一定量（約 80 mL）の蒸留水に浸漬して撹拌洗浄し、pH が一定値になる

まで 8，16 時間毎に新しい水と取り替えた。その後、40℃で 48 時間、次いで 105℃で 16

時間送風乾燥して絶乾とした。この時点で寸法と重量を測定し、前章 2.2.4 と同様に、式 2-

3 と 2-4 を用いて気相アセチル化後の重量増加率とバルキングによる膨潤率を算出した。 
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3.2.4. 浸水・乾燥繰り返し試験 

 浸水・乾燥繰り返し試験の概要を図 3-3 に示す。まず浸水工程として、前章 1.2.2.1 で説

明した減圧注入により試験体内に水を注入した。絶乾としたアセチル化試験体を蒸留水に

浸漬してアスピレーターによる減圧注入（約 30 hPa、1 時間）を行い、これを常圧に戻し

てそのまま水中に 3 日間浸漬した。この時点での寸法と重量を測定した。次いで乾燥工程

として、一昼夜風乾してから 105℃で 16 時間送風乾燥し、再び寸法と重量を測定した。こ

の浸水と乾燥の操作を 5 回繰り返して、アセチル化後の絶乾時を基準とした寸法変化率か

ら寸法安定性を評価した。また、浸水・乾燥による重量減少（WL）により各バルキング剤

の溶脱性を評価した。 

 

 

3.3. 結果と考察 

3.3.1. 各処理過程での重量および膨潤率の変化 

3.3.1.1. 多価アルコール類の含浸後 

各処理段階における重量および接線方向の膨潤率変化を図 3-4 に示す。バルキング処理

図 3-3 浸水・乾燥繰り返し試験の概要 
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を行った試験体は、薬剤含浸後のウェット状態ではいずれも 100%前後の重量増加率とな

り、条件間での差は、ほとんど見られなかった。乾燥後の重量増加率は、多価アルコール

類については差が見られなかったが、グルコースは他条件より小さい値となった。バルキ

ングによる膨潤率は重量増加率と同様の傾向を示し、グルコースがもっとも小さな値とな

った。 

 

3.3.1.2. 気相アセチル化後 

気相アセチル化のみ行った試験体は、平均値で約 21%のWPG となった。無触媒下での

アセチル化の場合、WPG は最大 27%程度と言われているが（趙ら 1987）、今回はこれに

比べると低い結果となった。バルキング処理を行った試験体は、グルコースが約 43%の

WPG となり、もっとも大きな値となった。さらにグルコース処理におけるバルキングによ

る膨潤率は、バルキング処理後の乾燥前の膨潤率を超えるほど大きな値となった。これ

は、前述したようにグルコースは保有する-OH 基数が多いため、導入アセチル基による重

量増加が大きくなったことと、細胞壁中に存在するグルコースがアセチル化で嵩高くなっ

たこと、さらには、グルコースのアセテートがほとんど水に溶けないため、後処理時の水

洗でも溶脱しなかったためと考えられる。 

一方、グリセリンやPEG で処理した場合の重量は、アセチル化を行ったにも関わらず、

処理前より低下した。PEG 処理における重量は、気相アセチル化のみ行った場合と同様の

値となり、グリセリン処理における重量は気相アセチル化のみ行った場合よりも小さい値

となった。また、どちらのバルキングによる膨潤率も、気相アセチル化のみ行った場合よ

りも小さい値となった。 

グリセリンのトリアセテート（トリアセチン）は水に可溶であり、PEG の脂肪酸エステ

ル類も非イオン性界面活性剤として使用されるなど、水との親和性は高いと考えられる
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（松田 1965）。そのため今回の場合も、グリセリンやPEG のアセテートが後処理（水

洗）段階で溶脱した可能性がある。しかし、これらのアセテートが単に水に溶脱しただけ

ならば、WPG や、バルキングによる膨潤率は気相アセチル化のみの試験体と同等になるは

ずである。今回のように、WPG については同等以下、バルキングに伴う膨潤率については

明らかに小さいことを考慮すると、1. 薬剤含浸時の煮沸によって、木材自体の重量や寸法

が低下した。2. グリセリンやPEG の存在により木材自体のアセチル化が遅延・阻害された

可能性がある。 

PPG 処理を行ったものは、今回用いた多価アルコールのなかでは唯一重量およびバルキ

ングによる膨潤率とも、気相アセチル化のみ行ったものより大きな値となった。重量もバ

ルキングによる膨潤率もグルコースで見られたような大きな値ではないため、今回用いた

PPG#400 のアセテートがどの程度材内に残存しているか今後確認する必要があるが、PPG

は一般にPEG やグリセリンに比べて疎水性が強く、そのアセテートが材内に保持されてい

る可能性がある。 
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3.3.2. 浸水・乾燥繰り返し試験時の寸法安定性 

各処理試験体の浸水・乾燥繰り返しによる重量減少の推移を図 3-5 に示す。全試験体

中、無処理木材の重量減少が最も大きくなった。ヤチダモには冷水抽出物が約 2.5％含まれ

ているとの報告があり（川瀬ら 1959）、今回もそうした水溶性成分が溶脱したものと考え

られる。他の各処理試験体も全ての条件で重量減少が見られ、バルキング処理を行った条

図 3-4 各バルキング処理後の乾燥前後およびアセチル化後の重量増加

率と接線方向のバルキングによる膨潤率 

エラーバー：標準偏差 
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件ではグルコースの減少率が大きくなった。ただし、回を重ねるごとに減少率は小さくな

っており、常時水にさらされる用途ではない限り、こうした浸水による重量減少の影響は

低いと考えられる。 

 

また前述したように、グリセリンやPEG のアセテートについては後処理の段階で既に溶

脱した可能性が示されており、今後どの段階で溶脱が生じるのか、あるいはその防止策等

について検討していく必要がある。 

 

図 3-6 に、浸水・乾燥繰り返し時の寸法変化、図 3-7 に浸水 5 回目時のASE を示す。こ

れによると、PPG 処理がもっとも効果が高く、絶乾から吸水状態までの接線方向の寸法変

化率は 2%以下となった。PPG 処理に次いで効果が高いのがグルコースで、その次が気相

図 3-5 バルキング処理後にアセチル化した試験体の浸水・乾燥繰り

返し試験における重量減少の推移 
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アセチル化のみ、PEG 処理、グリセリン処理と続いた。PEG とグリセリンで処理したもの

は、気相アセチル化後のバルキング率自体はほぼ同じであったが、寸法変化率には差が生

じている。 

 

 

これらの結果から、図 3-4 における気相アセチル化後のバルキング率が高い条件で寸法

安定性も高くなっていることが判るが、もっとも高い膨潤率を示したグルコース処理より

も、それほど大きなバルキングを示さなかったPPG 処理の方が高い効果を示したことは、

木材の寸法安定性はバルキングの程度だけでなく、細胞壁内に固定されるバルキング剤の

分子量やサイズ、アセチル化された細胞壁成分との親和性など化学的・物理的性質の影響

を受けて発現することを示唆している。 

図 3-6 バルキング処理後に気相アセチル化を行った各試験体の浸

水・乾燥繰り返し時の接線方向の寸法変化率 
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3.4. 小括 

アセチル化による寸法安定性をより高めることを目的に、2 種類のバルキング方法を組

み合わせた複合処理を試みた。まず 1 段目として水溶性バルキング剤による寸法安定化処

理として、アセチル化に先立ってグリコールや単糖水溶液の含浸により細胞壁をバルキン

グさせ、2 段目として、この水溶性バルキング剤を含んだ木材を気相アセチル化し、バル

キング剤と木材へのアセチル基導入による疎水化とバルキング化を試みた。得られた処理

試験体の寸法安定性について評価した。得られた結果を下記に示す。 

 

（1）水溶性バルキング剤による木材のWPG やバルキングによる膨潤率は、グルコース処

理したものが最も低かったものの、アセチル化後はWPG もバルキングによる膨潤率もグ

ルコース処理が最も大きくなり、WPG はアセチル化前の 2 倍、バルキングによる膨潤率は

2.5 倍以上となった。これはグルコースが 1 分子あたりに保有する-OH 基数が多いことによ

るものと考えられた。 

図 3-7 浸水 5 回目のASE 
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（2）浸水・乾燥繰り返し時のASE（抗膨潤能）はPPG 処理が 83％と最も高い値を示し、

次いでグルコース処理が 81%を示した。これら 2 種の値は、気相アセチル化単独処理の場

合のASE（抗膨潤能）よりも高い値であった。 

 

（3）グリセリンやPEG で処理したものの場合、アセチル化前の重量に比べてアセチル化

後の方が小さくなり、アセチル化後の膨潤率は気相アセチル化単独処理の場合よりも小さ

くなった。ASE もグリセリン処理で 52％、PEG 処理で 70%となり、気相アセチル化単独

処理の場合よりも小さくなった。 

 

以上の結果から、アセチル化によって細胞壁内に固定されるバルキング剤を併用するこ

とで、アセチル化単独の処理よりも高いASE を得られることが明らかとなった。これらの

知見は、表層アセチル化のように木材を部分的にアセチル化する場合にその寸法安定性を

強化する場合や、より高い寸法安定性が求められる用途へ展開する場合に有効と考えられ

る。  
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4. 30 mm 角針葉樹角材試験体への気相アセチル化と耐腐朽

性 

 

4.1. 緒言 

 前章までの研究で、タモ材の木口試験体を用いて常圧気相アセチル化を行い、液相アセ

チル化のように試験体全体を処理液に浸すことなく、木材実質部をアセチル化するだけの

薬剤量で液相アセチル化と同等以上の寸法安定性が得られることが確認できた。さらに、

常圧気相アセチル化と多価アルコール類の含浸処理という二つの寸法安定化処理を組み合

わせることで、より寸法安定性が高まることを明らかにした。 

前章までは、各条件下で処理されたアセチル化木材の性能評価には、30 mm（接線方

向）×30 mm（半径方向）×0.5 mm（繊維方向）といった木口面積が大きく、繊維方向に短

い薄片状の試験体を用いた。これは、前章の表 3-1 に示したように木材の浸透性は 3 断面

での異方性が著しく大きいためである（Erickson 1938; 福山 1985）。すなわち、処理条件

の異なるアセチル化木材の絶対的な物性値を評価するためには、できるだけ均一にむらな

く処理する必要があるため、木口試験体を用いて評価してきた。しかし、材料として一般

的に使用される木材は角材や板材のように、繊維方向に長く厚みがある材料形態である。

このような材料形態の場合、浸透性の高い木口面から繊維方向に数ミリ~数センチまでは無

水酢酸蒸気の拡散だけでもアセチル化は進行するが、それ以上の長さを繊維方向への拡散

のみで均一にアセチル化することは困難となる。そのため、柾目面や板目面からどの程度

の深さまでアセチル化が進行し、各物性値に影響するか評価する必要がある。既往の研究

においては、気相アセチル化で均一に処理できるのは単板のような薄い材料に限られ、そ
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れ以上の厚みのある材料の処理には気相アセチル化は適さない旨が記述されているだけ

で、表面から内部に向けてアセチル化の程度が変化する木材の物性値を評価した報告はな

い。Futemma とObataya は、表面だけのアセチル化であってもそれが実用上十分な性能を

持つのであれば、薬剤の節約や工程の簡略化につながりうることを提案し、厚みのある建

材サイズの木材に対して常圧気相アセチル化を行っている（Futemma and Obataya 2012）。

しかし、彼らは表面のみアセチル化した木材について、表面から内部にかけてのアセチル

化によるWPG の変化については論じているものの、その物性について具体的な検討は行

っていない。 

そこで本章では、表面だけアセチル化された木材の性能評価を目的に、浸透性が異なる

木材として、トドマツとスギの心材、およびラジアータパインの辺材を供試材として、こ

れを繊維方向に長く、厚みのある角材へと加工して試験体とし、木口面をシールして薬剤

浸透を遮断した状態で気相アセチル化した。今回供試した 3 樹種をはじめ、木材の浸透性

は、表 4-1 に示すように樹種によって大きく変化することが知られている（日本木材保存

協会 1982）。また、辺材と心材では前者の浸透性が高いことが知られている（Côte 1963; 

林ら 1966）。供試 3 樹種のうち、トドマツ心材は著しく浸透性が低く、次いでスギ心材と

なり、ラジアータパインの心材がもっとも浸透性が良い木材として分類されている。な

お、表にはないが、ラジアータパインは心・辺材ともに浸透性が高いことが知られている

（Wardrop and Davies 1961）。得られた気相アセチル化木材について、木材表面から材内へ

のアセチル基分布、浸水・乾燥時の寸法安定性、腐朽菌を用いた強制腐朽試験による耐腐

朽性を検討した。各評価試験の際も、表層のみアセチル化された面（柾目面と板目面）だ

けを評価するため、木口面をシールした状態で行った。また、樹種の浸透性によるアセチ

ル化の違いを見るため、投入する無水酢酸量は樹種間で変えることなく全て一定量とし

た。陽性対照試料としては、木材内部まで均一にアセチル化された液相アセチル化材を使
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用した。 

 

 

4.2. 実験方法 

4.2.1. 材料 

 トドマツ（Abies sachalinensis Mast.）、スギ（Cryptomeria japonica D. Don）の各心材部、

ラジアータパイン（Pinus radiata D. Don）の辺材部を供試試料として用いた。 

浸水・乾燥繰り返しによる寸法安定性試験、強制腐朽試験およびアセチル基分布の測定

用には、気相アセチル化用が 30 (R) mm × 30 (T) mm × 200 (L) mm、液相アセチル化用には

30 (R) mm × 30 (T) mm × 100 (L) mm の二方柾角材試験体を各条件 8 本ずつ用いた。アセチ

ル化後、両木口端部を 5 mm 捨て切りしてから 30 mm 角試験体を 2 個採取し、これを浸

水・乾燥繰り返しによる寸法安定性試験と強制腐朽試験用とし、残りをアセチル基分布測

定用とした。 

 

表 4-1 主な木材（心材）の浸透性（日本木材保存協会 1982） 
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4.2.2. 気相アセチル化 

気相アセチル化の処理手順の概要を図 4-1 に示す。処理容器には容量 2 L のセパラブルフ

ラスコを用い、これに無水酢酸蒸気を還流させるための冷却管、試験体を固定するための

ステンレス製治具、内部温度を測定する熱電対を取り付けた。絶乾とした二方柾試験体の

重量、接線方向、半径方向の長さを測定した後、両木口面を厚さ 4 mm のシリコンスポン

ジゴムで塞ぎ、さらにこの上から厚さ 5 mm のステンレス製フランジをボルトで締め付け

ることでシリコンゴムを木口面に密着させシールした。木口面をシールした試験体は縦置

きで処理容器内に固定した。処理容器に投入する無水酢酸は、材表面から深さ 5 mm まで

のアセチル化によるWPG が約 20–25%となりうる量として、試験体 1 本につき 20 g とし

た。 

上記セパラブルフラスコをオイルバスに浸して加熱し、フラスコ内部が 130℃に到達

後、8 時間気相アセチル化を行った。加熱終了後、フラスコをオイルバスから取り出し、

直ちにアセチル化した試験体を取り出した。その後約 16 時間局所排気装置内で風乾し、次

いで 60℃で 2 週間減圧乾燥を行った。乾燥後の重量と寸法を測定し、アセチル化による

WPG および寸法変化率を、前記 2-3、2-4 式を用いて算出した。 
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4.2.3. 液相アセチル化 

 液相アセチル化の処理手順の概要を図 4-2 に示す。絶乾とした二方柾試験体の重量、接

線方向、半径方向の長さを測定した後、これを各試験体同士が接触しないよう約 5 mm の

間隔を空けて前述のセパラブルフラスコに収め、試験体の上に浮き防止用のステンレス製

重りを載せた。気相アセチル化のような木口のシールは行わなかった。次いで試験体全体

が完全に浸るまで無水酢酸を 1.1 L 注ぎ入れ、凍結トラップ付きの油回転真空ポンプで 1 時

間減圧し、常圧に戻した後、セパラブルフラスコのフタを外した状態で耐圧容器に収めて

1.2 MPa で 4 時間加圧した。これを常圧に戻して 16 時間常圧で浸漬した。 

図 4-1 気相アセチル化の処理手順の概要 
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減・加圧注入により試験体に注入された体積分の無水酢酸を処理容器に補充した後、セ

パラブルフラスコに冷却管と熱電対を取り付けて処理容器全体が浸るようオイルバスに浸

して加熱し、液温が 130℃に到達してから 2 時間保持してアセチル化した。その後、オイ

ルバスから処理容器を取り出し、直ちにアセチル化した試験体を取り出した。3 日間局所

排気装置内で風乾し、次いで 60℃で 2 週間減圧乾燥を行った。乾燥後の重量と寸法を測定

し、アセチル化によるWPG および寸法変化率を前記 2-3、2-4 式により算出した。 

 

4.2.4. 材内アセチル基量の測定 

 木材表面から深さ方向へのアセチル基の濃度分布測定手順を図 4-3 に示す。 

気相アセチル化した二方柾試験体をフライス盤に固定し、エンドミルを用いて板目面の

木表部分を表面から 0.5 mm 単位で切削し、深さ 3.0 mm までの 6 層、さらに 5.0 mm–5.5 

mm と 10 mm–10.5 mm の 2 層の計 8 層の木粉を得た。この木粉をエタノール/ベンゼン＝

1/2 （v/v）にて 8 時間ソックスレー抽出し、抽出成分や残存酢酸を除去した。この溶媒抽

出した木粉を用いて、松田らの方法を参考に下記の手順による中和滴定を行い、アセチル

化木粉中に含まれるアセチル基量を算出した（松田ら 1988）。 

図 5-2 液相アセチル化の処理手順の概要 



59 
 

 

 

 溶媒抽出した木粉 100 mg を容量 100 mL の三角フラスコに精秤し、0.4 mol /L 水酸化カリ

ウムエタノール溶液 25 mL を加えた。この三角フラスコにガラス玉で蓋をし、90℃に設定

したウォーターバスで 30 分湯煎しケン化（脱アセチル化）した。これを冷水で室温まで冷

ました後、0.42 mol /L の塩酸水溶液 25mL を加えた。これを図 4-4 に示す自動滴定装置

（AUT-301, 東亜DKK（株）製）を用いて 0.2 mol /L 水酸化カリウム水溶液で中和滴定

し、中和に要した水酸化カリウムの量から、次式により木粉に含まれるアセチル基の含有

率をアセチル基導入に伴う試験体のWPG として算出した。 

 

WPG ＝ [100 × （木粉に含まれるアセチル基量）] / [（木粉重量） - （木粉に含まれる

アセチル基量） + （アセチル基と置換した水素の量）] 

 

＝ [100 × (43 × 0.2 × F × V)] / [W6 – (43 × 0.2 × F × V) + 0.2 × F × V]         (4-1） 

 

ここで、 

43：アセチル基の式量 

F ：0.2 mol /L 水酸化カリウム水溶液のファクター 

図 4-3 木材中のアセチル基の濃度分布測定手順の概要 
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V：アセチル化木粉と無処理木粉それぞれの中和に要した 0.2 mol /L 水酸化カリウム水溶

液の差（mL） 

W6：アセチル化木粉の重量 

である。 

 

 

4.2.5. 浸水・乾燥繰り返しによる寸法安定性試験 

 浸水・乾燥繰り返し試験の概要を図 4-5 に示す。 

 

 

図 4-4 測定に使用した自動滴定装置 

図 4-5 浸水・乾燥繰り返し試験の概要 
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アセチル化した二方柾試験体から採取した 30 mm 角試験体を 105℃で 48 時間減圧乾燥

し、重量と寸法を測定した。次いで木口面をエポキシ樹脂（ネオゴーセー#6000、神東塗

料）で 2 度塗りしシールした。これを 105℃で 24 時間減圧乾燥して絶乾とし、シール後の

重量と寸法を測定した。 

木口シールした試験体について、浸水・乾燥繰り返しによる耐候操作を行った。浸水処

理は、25℃の蒸留水中に 8 時間浸漬することで行った。すなわち、木口シールした 30 mm

角試験体をステンレス網バットに並べ、その上に浮き防止用のステンレス網と重りを載

せ、試験体上辺が水深 2 ㎝まで浸った状態で 25℃の恒温水槽中に 8 時間静置した。8 時間

浸水処理後、試験体を取り出して固く絞ったタオルで試験体表面の水を拭いてから浸水時

の重量と寸法を測定した。 

乾燥処理は、浸水後の試験体を 60℃の送風乾燥で 12 時間乾燥することで行った。12 時

間乾燥後、再度重量と寸法を測定した。 

以上の浸水と乾燥処理の工程を 10 回繰り返した。接線方向における寸法変化と水分吸収

率は下記式により算出した。 

 

接線方向の寸法変化率（%） = [(T8 - T7) / T7] × 100                      (4-2） 

 

ここで、 

 T7 ：105℃で 24 時間減圧乾燥時の接線方向の長さ（初期値） 

T8 ：8 時間水浸漬時あるいは 60℃で 16 時間乾燥後の長さ 

である。 

 

吸水率（%） = [(W9- W8) / W7] × 100                         (4-3） 
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ここで、 

W7：30 mm 角試験体のアセチル化前の絶乾重量の推定値 

である。 

W9, W8：8 時間水浸漬時あるいは 60℃で 16 時間乾燥後の重量 

である。 

 

W7 は下記のように算出した。 

 

W7 = W10 / [1 + (WPG × 10-2)]                                 (4-4） 

 

ここで 、 

W10：30 mm 角試験体のアセチル化後の絶乾重量 

WPG：前記式 2-3、3-4 により算出される値 

である。 

 

4.2.6. 強制腐朽試験 

木材腐朽菌による腐朽試験の処理手順の概要を図 4-6 に示す。 
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腐朽試験は、JIS K 1571 に準拠し行った。浸水・乾燥繰り返しによる寸法安定性試験を

行った 30 mm 角試験体を 105℃で 48 時間減圧乾燥し腐朽試験に用いた。本試験で使用する

褐色腐朽菌（Fomitopsis palustris FFPRI 0507）と白色腐朽菌（Trametes versicolor FFPRI 

1030 ）の種菌は、培養保存する菌糸体を 26℃・RH 70%の条件下で 2 週間、φ90 mm のシ

ャーレに入れたポテト-デキストロース-寒天（PDA）培地上で培養したものを使用した。

菌糸体を含んだPDA 培地から径 8 mm のディスクを数個切り出し、培養源として 4%グル

コース、1.5%麦芽エキス、0.3%ペプトンの水溶液を含ませた石英砂による培地上に一個ず

つ接種した。この前培養は、26℃・RH 70%の条件下で培地表面が完全に菌糸体で覆われる

まで行った。 

木口面をエポキシ樹脂でシールした 30 mm 角試験体は、エチレンオキサイド（EO）ガ

スによって滅菌処理を行った後、木表面が培地に接するよう設置した。1 本の培養瓶に対

して 2 個ずつ設置した。腐朽試験は 26℃・RH 70%の恒温恒湿室で 28 週間行った。腐朽試

験後の試験体は、表面の菌糸を湿らせた綿布で擦り除き、30℃の送風乾燥機で 24 時間、次

いで 40℃の減圧乾燥機で恒量に達するまで乾燥した。腐朽試験による重量減少率WL

（%）は下記式により算出した。 

 

WL (%) = [(W11 - W12) / W11] × 100                           (4-5） 

図 4-6 腐朽試験の概要 
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ここで、  

W11：腐朽試験前の試験体の絶乾重量 

W12：腐朽試験後の試験体の絶乾重量 

である。 

 

4.3. 結果と考察 

4.3.1. 各アセチル化後のWPG とアセチル基の材内分布 

各アセチル化処理後のWPG を図 4-7 に、試験体表面から深さ方向へのアセチル基含有率

を図 4-8 に示す。 

 

図 4-7 アセチル化後のWPG 
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LPAW のWPG は、いずれの樹種でも 23%前後を示し、無水酢酸による無触媒下でのア

セチル化の上限値とされる 27%に近い値を示した（趙ら 1987）。すなわち、理想的なアセ

チル化条件で調製された陽性対照試料としての使用は適切と判断できる。一方、VPAW の

WPG は、スギが最も高く、次いでラジアータパインとなり、トドマツはもっとも小さく、

スギの 1/2 以下の値となった。 

表面から深さ方向へのWPG は、トドマツとスギでは表面–深さ 0.5 mm の層については

20%以上を示し、内部に進むにつれ値が低下したが、深さ 1.0 mm の層でも 15%以上を示し

た。アセチル化による耐腐朽性はWPG が 15%以上で顕著化することが報告されており

（Goldstein et al. 1961; Ohkoshi et al. 1999; Hill et al. 2006）、今回測定したトドマツとスギに

ついては表面から深さ 1 mm までは耐腐朽性のアセチル化層が形成されたことになる。一

方、ラジアータパインでは、表面付近でも他の 2 樹種に比べて低い値となりWPG15%には

達せず、試験体間のばらつきも大きくなった。ただし、それ以降の層でのWPG 値の低下

は他の 2 樹種に比べ緩やかであり、濃度は低いものの、深くまで薬剤蒸気が到達したこと

を示した。 

図 4-8 木材表面から深さ（放射）方向へのWPG 分布 



66 
 

表 4-1 に示したように、トドマツやスギの心材の浸透性が低い理由としては、仮道管同

士の連絡路である壁孔が辺材から心材への移行時にピットアスピレーションにより閉鎖す

るためと考えられている（酒井 1994; 小林 1974; 松村ら 1995; 柴田 1993）。今回、樹種

の浸透性によるアセチル化の進行の違いを見るため投入する無水酢酸量を樹種に関わらず

一定量の 20 g とした。これは、20 g 全てが反応に供された時、トドマツ（平均比重：約

0.32）の場合はWPG が約 26%、スギ（同上：約 0.32 ）の場合はWPG が約 26%、ラジア

ータパイン（同上：約 0.42）の場合はWPG が約 20%となる量である。今回の気相アセチ

ル化の処理条件では、トドマツでは木材内部に浸透する無水酢酸蒸気自体は少ないもの

の、表層部が集中してアセチル化された。逆に浸透性は高いものの密度が他樹種に比べて

大きなラジアータパインでは、無水酢酸蒸気は内部に拡散するものの密度が大きい分反応

に時間を要し、他の 2 樹種に比べて表層部のアセチル基含有率が低くなったと推察され

る。スギは両者の中間型で、ラジアータパインほどには無水酢酸蒸気が木材内部に浸透せ

ず、また材の密度も小さいため、このような分布形態を示したと考えられる。 

 

4.3.2. 浸水・乾燥繰り返しによる寸法安定性試験 

図 4-9 に浸水・乾燥繰り返し試験における浸水処理 10 回目の吸水量、ならびに図 4-10 に

その際の各アセチル化木材の抗膨潤能（ASE）示す。 
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トドマツやスギのVPAW の吸水性は、無処理木材に比べていずれも 1/4 以下に低下し、

液相アセチル化とほぼ同等となった。これは、心材化に伴い閉鎖した壁孔等の木材組織が

アセチル化されることで疎水化し、材内への水の浸透性が一層低くなったものと考えられ

図 4-9 浸水 10 回目の各アセチル化木材の吸水率 

図 4-10 浸水 10 回目の各アセチル化木材の抗膨潤能（ASE） 
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る。なお、これら 2 樹種のLPAW では、減・加圧注入時の圧力差によって壁孔の通導性が

回復する可能性があるが、今回の浸水試験では圧力を加えないVPAW と同等の吸水率を示

した。この理由としては、減・加圧注入時における木口面から繊維方向への液体の流路

と、浸水試験時の柾目面や板目面からの液体の流路が異なるためと推察される。 

アセチル化したラジアータパインの吸水性は、無処理材に比べてVPAW とLPAW の双

方とも低下はするものの、トドマツやスギに比べるとその程度は小さくなった。これはラ

ジアータパインの辺材部は元々壁孔閉鎖といった障壁がない（谷川ら 1992, 1994）ことか

ら、アセチル化により木材実質部が疎水性に変化しても仮道管や放射組織等、木材表面か

ら内部への水の通導組織の物理的な構造は大きく変わらないため、高い吸水性を保ったも

のと考えられる。 

本試験におけるASE は、木口面を完全にシールした状態の試験体を 8 時間浸水した時の

寸法変化率から算出した値である。前章までの木口試験体のように、吸水による寸法変化

率が平衡値に到達した値ではないことに注意する必要がある。それでも、一定時間内での

柾目面と板目面からの吸水による寸法変化のしやすさを示す指標として用いることができ

る。 

トドマツのLPAW は今回の浸水条件ではASE が 100%を示し、8 時間の浸水では全く寸

法が変化しなかった。これは前述したように、アセチル化により疎水化した閉鎖壁孔等の

木材組織によって材内に浸透・拡散する水分自体が減少したのに加え、木材自体の寸法安

定性もアセチル化により高くなったためと考えられる。一方、トドマツのVPAW のASE

はLPAW より低くなった。図 4-9 の吸水性はLPAW と同様であったにも関わらずASE の

値が小さくなった理由としては、VPAW の場合は内部に無処理部分を持つため、そこに到

達した水分子が吸着することで木材内部から膨潤した可能性が考えられる。 

スギの場合、VPAW とLPAW のASE は、ほぼ同じ値を示した。スギのVPAW の場合、
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表面から深さ 1.0 mm の層でもWPG は約 20%と他の樹種より高い値を示しており、これに

より今回の浸水条件の範囲ではVPAW とLPAW に差が生じなかったものと考えられる。 

ラジアータパインのLPAW のASE は約 70%となり、他の 2 樹種に比べると低い値を示

した。これは吸水率の結果からもわかるように他の 2 樹種が今回の浸水条件ではまだ材内

に水がほとんど浸透・拡散しておらず、寸法変化自体も少ないのに対して、ラジアータパ

インは内部までアセチル化されてもなお高い浸透性を維持することから、浸水による寸法

変化も速やかに表れたものと考えられる。実際、アセチル化木材のASE は樹種によらず約

70%前後と報告されている（Stamm and Tarkow 1955）。即ち、ラジアータパインはその高

い浸透性によってアセチル化木材のASE の平衡値である 70％前後に近い値を示したと考え

られる。ラジアータパインのVPAW のASE は約 26%と低い値となったが、これは前述し

たように、WPG が低かったこととアセチル化後も浸透性が高く吸水量が多かったためと考

えられる。 

 

4.3.3. 腐朽試験 

図 4-11 に 28 週間腐朽試験実施後の各試験体の重量減少率（WL）を示す。 

褐色腐朽菌であるオオウズラタケによる腐朽試験の場合、トドマツとスギの無処理材の

WL は、それぞれ約 17%と 20%であるのに対しVPAW は陽性対照試料であるLPAW と同

等の高い耐腐朽性を示した。ラジアータパインでは、無処理材に比べると耐腐朽性を示し

たもののトドマツやスギに比べると十分な改善が見られなかった。 
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図 4-11 腐朽試験 28 週間後の重量減少率 

 （上段：オオウズラタケ、下段：カワラタケ） 
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白色腐朽菌であるカワラタケによる腐朽試験の場合、ラジアータパイン以外の 2 樹種

は、無処理材であってもオオウズラタケに比べてWL は小さくなった。一方ラジアータパ

インではWL が約 28%となり、オオウズラタケの場合よりも大きくなった。一般に、褐色

腐朽菌は白色腐朽菌よりも針葉樹材を腐朽する力が高いことが知られている （Panshin et 

al. 1964; Cowling and Brown 1969; Imamura and Nishimoto 1987; Hill and Jones 1999）。今回の

腐朽結果も、スギとトドマツについては同様の傾向を示した。一方、ラジアータパインで

高いWL を示した理由としては、心材と辺材では辺材の方が腐朽されやすいことが知られ

ており、これが関係している可能性がある。VPAW は、トドマツとスギはどちらもWL が

0%となり、LPAW と同様の高い耐腐朽性を示した。ラジアータパインのVPAW のWL は

約 9%となり、無処理材に比べてWL は 1/3 に低下したものの、トドマツやスギに比べると

改善効果は小さかった。 

トドマツが少ないアセチル基導入量にも関わらず高い耐腐朽性を示した理由としては、

難浸透性の材組織によって表層部が集中的にアセチル化されることで、アセチル化による

WPG が表面～深さ 0.5 mm の層については 20%以上、深さ 1.0 mm の層でも 15%以上と耐

腐朽性の目安となるWPG15%を上回る処理層が形成されたことと、閉鎖した壁孔がアセチ

ル化されることで水分や菌糸などが表層のアセチル化層を超えて材内部へ侵入するのを防

ぐ働きをした可能性がある。一方、ラジアータパインは、表層のアセチル化によるWPG

が 15%を下回ったのに加え、浸透性が高いために水分や菌糸などが材内部の低WPG 部に

侵入しやすかった可能性がある。スギは図 4-9 においてトドマツと同様に吸水性の低下が

見られ、また耐腐朽性に有効なアセチル化処理層も同様に形成されたものの、トドマツよ

り浸透性が高いためにオオウズラタケでは一部腐朽が進んだ可能性がある。 

これらの結果から、トドマツ心材のように浸透性が低い木材は、少ない薬剤量での表層

部の集中的な処理に適し、ラジアータパインの辺材のように浸透性の高い材は、より多く
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薬剤を使用する必要があるが、材の内部まで薬剤処理が可能であると言える。 

従来、トドマツやカラマツ、エゾマツといった北海道を代表する針葉樹材の心材部は、

浸透性が低いために薬剤処理が困難であることが指摘されてきた。今回の試験結果は耐腐

朽処理として気相アセチル化を施すことで、浸透性の低い組織構造が逆に利点として働く

可能性を示している。 

 

4.4. 小括 

気相アセチル化木材の寸法安定性と耐腐朽性を調べることを目的に、浸透性が異なる樹

種としてトドマツ心材、スギ心材、ラジアータパイン辺材の 30 mm 角×200 mm（繊維方

向）の角材試験体を用い、木口面からの薬剤浸透を遮断した状態で気相アセチル化を行っ

た。得られた気相アセチル化木材の木口面をシールした状態で浸水・乾燥繰り返しによる

寸法安定性試験と木材腐朽菌による腐朽試験を実施した。得られた結果を下記に示す。 

 

（1）気相アセチル化によって導入される木材表面から内部へのアセチル基の分布は樹種の

浸透性の難易によって大きく変化し、難浸透性のトドマツ心材は表面だけが集中して高

WPG でアセチル化され、易浸透性で密度が大きいラジアータパイン辺材は内部まで無水酢

酸が到達した兆候は見られたものの、他樹種に比べて密度が大きい分反応に時間を要し、

表面のWPG は小さくなったと考えられた。スギ心材は前２者の中間的な傾向を示した。 

 

（2）気相アセチル化によってトドマツとスギの吸水性は大きく低下した。これは閉鎖壁孔

など難浸透性の木材組織がアセチル化による疎水化によって水分の浸入を防ぐためと考え

られた。一方、ラジアータパインは内部まで高度にアセチル化されたLPAW でも高い吸水

性を示し、これは前２者のような閉鎖した木材組織がないためと考えられた。これらの吸
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水挙動を反映し、浸水時のASE は材内への水の浸入が遅いトドマツとスギでは高くなり、

水の浸入が早いラジアータパインでは低くなった。 

 

（3）木材腐朽菌に対する耐腐朽性は、トドマツとスギの気相アセチル化木材は液相アセチ

ル化と同等の性能を示した。これは両樹種が、試験体表面に耐腐朽性の目安となるアセチ

ル化によるWPG が 15%を超える処理層が形成されことと、アセチル化により吸水性が低

くなったことで水や菌糸等が試験体内部に浸入しにくかったためと考えられた。一方、ラ

ジアータパインの気相アセチル化木材は十分な腐朽抵抗性を示さなかった。これは、ラジ

アータの場合、試験体表層でもWPG が 15%を下回り、また材自体が高浸透性であるため

菌糸等が浸入しやすかったためと考えられた。 

 

以上の結果から、木材内部まで完全にアセチル化されていなくても寸法安定性や耐腐朽

性が向上し、その効果はトドマツ心材のように浸透性の低い樹種でより強く発揮されるこ

とが明らかとなった。 
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5. 気相アセチル化した針葉樹板材試験体の寸法安定性と耐

候性 

 

5.1. 緒言 

 耐腐朽性と並んでアセチル化木材に期待される性能として、屋外における耐候性が挙げ

られる。木製品を屋外で使用すると、太陽光による変色、雨や雪、風による浸食や干割

れ、反り（変形）などが発生する（片岡ら 2002）。これらは定期的に塗装処理を施すこと

である程度抑制されるものの、労力や費用の面から十分に実施されない場合が多い。そし

ていったん干割れなどの劣化が発生すると、そこに雨水や汚れが溜まり、さらなる干割れ

の進行や腐朽へと進行していくことになる。 

そこで本章では、前章の腐朽試験に続き国内および北海道内の主要な人工造林木とし

て、トドマツ、カラマツ、スギの 3 種の針葉樹材の板材試験体を用いて気相アセチル化を

行い、吸・放湿条件下に放置した場合の寸法安定性試験やカーボンアーク式ウェザーメー

ターによる促進耐候試験を行った。なお、前章 3.2.4 では、水に対する耐溶脱性も判断する

ため寸法安定性試験として浸水・乾燥繰り返し試験を行ったが、今回は湿度変化による寸

法変化を見た。 

 

5.2. 実験方法 

5.2.1. 材料 

 トドマツ（Abies sachalinensis Mast.）、カラマツ（Lalix leptolepis Gordon）、スギ

（Cryptomeria japonica D. Don）の各心材部とした。これを 12 (R) mm × 65 (T) mm × 130 (L) 

mm の板材試験体に切削加工した。試験体数は各条件 5 枚とした。 
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5.2.2. 気相アセチル化 

気相アセチル化処理手順の概要を図 5-1 に示す。 

処理装置は前章と同様のものを用いた。絶乾とした板目試験体の重量と接線方向の長さ

を測定した後、前章の木口試験体と同様に、シリコンゴムとステンレス治具によって木口

面をシールした状態で処理装置にセットした。容器に投入する無水酢酸は、アセチル化に

よるWPG が 25%となりうる量として前記式 2-1 を用いて算出し、投入量はその 2 倍量、

即ちトドマツが 800 g、カラマツが 1200 g、スギが 600 g とした。 

気相アセチル化は、樹種ごとに分けて行った。処理容器全体がオイルバスに浸った状態

で加熱し、処理容器内部が 130℃に到達してから 8 時間もしくは 24 時間行った。加熱終了

後、処理容器をオイルバスから取り出し、直ちにアセチル化した試験体を取り出した。そ

の後約 16 時間局所排気装置内で風乾し、次いで 60℃で 2 週間減圧乾燥を行った。乾燥後

の重量と寸法を測定し、アセチル化によるWPG と寸法変化率を前記式 2-3、2-4 により算

出した。 

 
図 5-1 気相アセチル化の処理手順の概要 
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5.2.3. 吸・放湿処理による寸法安定性試験 

 吸・放湿処理による寸法安定性試験の概要を図 5-2 に示す。 

気相アセチル化した板目試験体はサンディングペーパー♯320 で表裏両面を厚さ約 0.5 mm

研磨し、アセチル化に伴う変色（酸焼け）を除去した。次いで木口面からの水分の侵入や

変色の防止として、木口面をアルミ微粉入りの外部用ウレタン塗料で 2 回シールした。こ

れを 20℃、RH 65%で恒量に達するまで調湿し、この時の重量と寸法を測定し初期値とし

た。 

 

 

 

吸湿処理は、20℃、RH 90%の恒温恒湿器内に 960 時間（40 日間）静置することで行っ

た。吸湿処理の期間中、重量と接線方向の寸法を 7 回測定した。放湿処理は、吸湿した試

験体を 60℃・RH 10%の恒温恒湿器内に移し、24 時間静置することで行った。放湿処理の

期間中、重量と寸法を 6 回測定した。調湿時を初期値とした場合の吸・放湿処理における

重量と寸法の変化率をそれぞれ下記式により算出した。 

 

図 5-2 吸・放湿処理による寸法安定性試験の概要 
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吸・放湿時の重量変化（%） = [(Wm - We) / We] × 100                   (5-1） 

 

ここで、 

Wm：吸・放湿時の試験体重量 

We：20℃、相対湿度（RH）65%で調湿時の試験体重量 

である。 

 

吸・放湿時の接線方向の寸法変化（%） = [(Tm - Te) / Te] × 100            (5-2） 

 

ここで、 

Tm：吸・放湿時の接線方向の寸法 

Te：20℃、RH 65%で調湿時の接線方向の寸法 

である。 

 

 また、吸湿 960 時間と放湿 24 時間時点の寸法変化率から、式 6-3、6-4 を用いて抗膨潤能

ASEmと抗収縮能ASEdを算出した。 

 

ASEm（%） = [(Mc - Mt) / Mc] × 100                                    (5-3） 

ASEd（%） = [(Dc - Dt) / Dc] × 100                                      (5-4） 

 

 ここで、 

Mc：吸湿 960 時間の無処理材の寸法変化率 

Dc：放湿 24 時間時の無処理材の寸法変化率 
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Mt：吸湿 960 時間のアセチル化材の寸法変化率 

Dt：放湿 24 時間時の寸法変化率 

である。 

 

5.2.4. キセノンウェザーメーターによる促進耐候試験 

吸・放湿処理による寸法安定性試験を行った板目試験体について、キセノンウェザーメ

ーター（スガ試験機（株））による促進耐候試験を行った（図 5-3）。 

 

 

 

試験体の木表面が暴露面となるようにウェザーメーターにセットし、キセノンランプ

（390 W/m2）を人工光源として暴露した。試験時のブラックパネルの温度は 63℃とし、屋

外での降雨を想定して蒸留水の噴霧 18 分間を含む 120 分間の暴露を 1 サイクルとした。こ

のサイクルを 288 時間繰り返した。暴露期間中、暴露面に発生する干割れの発生率を下記

式により算出した（図 5-4）。 

図 5-3 使用したキセノンウェザーメーター 
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干割れ発生率（%） ＝ 100 ×{[暴露面 65 (T) mm × 130 (L) mm を 1 cm 角のマス目で分画

した 72 個の内、干割れの発生が認められたマス目の数] / 72}            (5-5） 

 

また、第 2 章と同様、色差計を用いて暴露期間中の色調変化を測定し、色差を前記 3-2

式により算出した。 

 

5.3. 結果と考察 

5.3.1. 気相アセチル化後のWPG と接線方向の寸法変化率 

気相アセチル化によるWPG と接線方向の寸法変化率を表 5-1 に示す。 

 

図 5-4 試験体表面に発生する干割れの測定方法 
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樹種別ではスギが処理時間 8, 24 時間とも高いWPG を示し、次いでトドマツ、カラマツ

の順となった。VPAW-24h の場合、スギはWPG が 30%を超え、トドマツも 30%に近い値

を示した。前述したように、無水酢酸による無触媒下でのアセチル化の場合、WPG の上限

は 28%程度とされている。今回のように 30%を超える値は、60℃で 2 週間の減圧乾燥を経

ても試験体内に遊離酢酸等が残存していた可能性を示しているが、今回使用したスギやト

ドマツの厚さ 13 mm の板材については、24 時間処理ではほぼ恒量まで（すなわち材内部ま

で）アセチル化が進んだと見てよい。VPAW-8h の場合、スギが約 20%でトドマツは約

15%であった。この場合、前章の角材へのアセチル基の分布傾向の結果から、表面は高い

WPG であるが、内部は低WPG になっているものと推察される。 

カラマツのWPG は、VPAW-24h で 7%、VPAW-24h でも 20%となり、3 樹種中最も低い

値となった。表 5-1 でも示したように、トドマツやカラマツの心材はスギに比べて浸透性

が低い。また、カラマツ心材には多糖成分であるアラビノガラクタンが特異的に多く含ま

れており（赤坂ら 2002）、これが壁孔部に沈着することで著しく難浸透性になると考えら

れている（柴田 1993）。また、カラマツは他の 2 樹種に比べて密度が大きく、これはアセ

表 5-1 アセチル化後のWPG と接線方向の膨潤率 

WPG と膨潤率は平均値 ± 標準偏差として表記。 
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チル化の処理対象となる木材実質部が多いことを意味する。気相アセチル化のように一定

濃度の無水酢酸蒸気中でアセチル化する場合、木材実質部の量が多い分だけアセチル化に

時間を要した可能性も考えられる。 

気相アセチル化による接線方向のバルキング率は、VPAW-8h ではスギが最も大きく、

VPAW-24h ではトドマツが最も大きくなった。湿度変化による接線方向の寸法変化は一般

に密度が高いほど大きくなる傾向があるが、樹種による差が大きく、特にトドマツは接線

方向の寸法変化率が大きいことが報告されている（堀岡 1954）。また、アセチル時のバル

キングによる膨潤率は、WPG が約 23％の時に生材時と同等の膨潤率によるとなることが

報告されている（Rowell 1982）。つまり、8 時間処理の時点ではスギが最もアセチル化が

進んでいたため大きな寸法変化率を示したのに対して、24 時間処理ではトドマツもスギも

上限に近いWPG となったことで、元々寸法変化率が大きいトドマツの特徴が現れ、値が

大きくなったと考えられる。カラマツはWPG の結果からもわかるように 24 時間処理でも

材内部まで完全にアセチル化されていないため、密度が高いにも関わらず 3 樹種内で最も

値が小さくなったと考えられる。 

 

5.3.2. 吸・放湿試験時の寸法安定性 

気相アセチル化した板材試験体の吸湿 960 時間と放湿 24 時間時点の抗膨潤能ASEmと抗

収縮能ASEdを図 5-5 に示す。吸湿・放湿過程とも気相アセチル化することで寸法変化は減

少した。樹種別では、スギの気相アセチル化材が最も寸法安定性が高く、VPAW-24h の

ASE は吸・放湿共に 70%を超えた。トドマツの無処理材は、前述したように 3 樹種中最も

寸法変化が大きくなったが、24 時間気相アセチル化することで吸・放湿時のASE はそれぞ

れ 64%と 68%となり、大きく改善した。 

カラマツの場合、VPAW-24h の吸・放湿時のASE はそれぞれ 47%と 41%となり、他の 2
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樹種に比べると改善効果は小さかった。これは前述のように今回のアセチル化条件では内

部まで十分アセチル化されなかったためと考えられる。スギやトドマツについても、8 時

間処理と 24 時間処理を比較するといずれも後者の寸法安定性が高い結果となった。 

腐朽試験においては、表面のみのアセチル化であっても高い耐腐朽効果が認められた

が、今回の吸・放湿による寸法変化の結果は、水蒸気の場合は表面のアセチル化処理層を

透過して内部の無処理部分に到達することを意味している。 

 

 

 

5.3.3. ウェザーメーターによる促進耐候試験 

気相アセチル化材について 288 時間キセノンウェザーメーターにより促進耐候試験を行

った際の干割れ発生率を図 5-6 に、その一例の写真を図 5-7 に示す。 

促進耐候試験により無処理材にはいずれも多数の干割れが発生し、トドマツで 60%以

上、カラマツとスギがいずれも約 26%となった。特にトドマツで干割れ発生率が 60%を超

えた理由として、トドマツは吸・放湿時の接線方向の寸法変化が大きいことが知られてお

図 5-5 各気相アセチル化試験体の吸・放湿試験時のASE 
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り（堀岡 1954）、促進耐候試験時にも他樹種に比べて変動幅の大きな膨潤と収縮を繰り返

すことで干割れが発生しやすかったものと考えられる。 

 

 

一方、気相アセチル化材の干割れ発生率は、トドマツが約 2%、カラマツが約 5%、スギ

が 0%と大きく減少した。いずれの樹種も 8 時間処理と 24 時間処理で干割れ発生率に違い

は見られなかった。図 5-6 では処理時間によってASE に差が生じたにも関わらず干割れ発

生率では違いが見られない理由は、下記の 2 点が考えられる。一つは、今回の促進耐候試

験時の降雨を想定した蒸留水の噴霧と乾燥のスケジュールは、吸・放湿による寸法安定性

試験に比べて湿度変化の周期が短いため、8 時間と 24 時間アセチル化材のどちらも水噴霧

時と乾燥時における寸法変化の差が小さかった可能性と、もう一つは吸・放湿試験時と同

図 5-6 促進耐候試験時の割れ発生率 
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様の寸法変化が 8 時間と 24 時間処理材で生じたものの、アセチル化によって表面の耐候性

が向上した結果、割れの発生には至らなかった可能性が考えられる。 

 

 

 

図 5-8 に各試験体の促進耐候試験前後での色差ΔE*ab を示す。 

いずれの樹種も気相アセチル化材の色差が大きくなり、アセチル化の処理時間が長くな

るほど、色差が大きくなった。今回促進耐候試験に用いた試験体は、前述の表 5-1 のWPG

の結果から、24 時間気相アセチル化したスギとトドマツは内部まで高WPG でアセチル化

され、8 時間処理では内部は低WPG であると推察される。また、今回は試験に先立って表

面を約 0.5 mm 研削していることから、8 時間処理では切削前の表面よりもWPG が小さく

なっていた可能性が高い。これらの結果から、気相アセチル化材は、表面へのアセチル基

図 5-7 促進耐候試験 288 時間経過後の試験体表面の一例（トドマツ） 
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導入量が増えるほど光変色しやすくなると言える。 

 

 

図 5-9 に促進耐候試験の過程でのΔL*, Δa*, Δb*の推移を示す。 

ΔL*は、いずれの樹種も無処理材と気相アセチル化材は異なった傾向を示した。すなわ

ち、無処理材は、試験開始直後は値がマイナス側に移動して暗色化し、その後は徐々に明

色化へ移動した。これに対して気相アセチル化材は開始直後からプラス側に移動し、明色

化が進行した。 

Δa*については、トドマツとカラマツは似た変色傾向となり、無処理材は試験開始からプ

ラス側へ移動し、赤味が強まることを示している。気相アセチル化材は逆に元の材色から

マイナス側へ移動し、材の赤味が退色していることを示している。スギは、気相アセチル

化材は他の 2 樹種と同様の変色傾向であったが、無処理材も気相アセチル化材と同様に赤

味が退色した。 

Δb*については、無処理材は試験開始初期にプラス側へ移動して黄色味が強まるが、直ぐ

図 5-8 促進耐候試験後の各アセチル化木材の色差変化 
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にマイナス側へ移動する。一方、気相アセチル化材はカラマツの 24 時間処理がプラス側へ

移動する以外は試験が経過しても大きな変動はなく安定していた。 

これら色差による変色傾向から、気相アセチル化の色差が大きくなったのは、明度が大

きくなったことと、Δa*すなわち赤味のある材色が減少したことが理由と考えられる。一般

に明度が大きくなるとともに彩度を示すΔa*やΔb*が減少することは退色していることを

意味する。つまり、無処理材は日焼けして材色が濃色化するのに対して、気相アセチル化

材は逆に退色（色褪せ）していく傾向があることがわかる。 

 
図 5-9 促進耐候試験過程での各アセチル化木材の色空間の変化 



87 
 

 

5.4. 小括 

気相アセチル化木材の耐候性評価を目的に、トドマツ、カラマツ、スギの各心材部の

12( R) mm × 65 (T) mm × 130 (L) mm の板材試験体を 130℃で 8 時間もしくは 24 時間気相ア

セチル化した。吸・放湿による寸法安定性試験やウェザーメーターによる促進耐候試験を

行った。得られた結果を下記に示す。 

 

（1）24 時間気相アセチル化を行った結果、スギとトドマツの板材試験体のWPG は 30％

前後を示し、高度にアセチル化された。8 時間処理では、前章の角材と同様に内部は低

WPG の状態になっているものと推察された。 

 

（2）カラマツで気相アセチル化の進行が遅かった理由として、アラビノガラクタン等の水

溶性抽出成分によって閉塞された壁孔の影響と、他の 2 樹種に比べて密度が大きいことが

考えられた。 

 

（3）気相アセチル化による接線方向の膨潤率は、8 時間処理ではスギが大きく、24 時間処

理ではトドマツが大きくなった。これは 8 時間処理では反応が 3 樹種中もっとも進行した

スギが高値を示すが、反応が進行した 24 時間処理では元々接線方向の膨潤率が大きなトド

マツが高くなったためと考えられた。 

 

（4）吸・放湿による寸法安定性は、スギの 24 時間処理が寸法安定性も最も高く、ASE は

吸・放湿時共に 70%を超えた。トドマツも 24 時間の気相アセチル化によって吸・放湿時の

ASE はそれぞれ 64%と 68%と大きく改善した。 
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（5）表面だけのアセチル化でも高い耐腐朽性が得られた腐朽試験とは異なり、寸法安定性

の場合は、表面だけの処理より内部までアセチル化した方が高い寸法安定性が得られるこ

とがわかった。 

 

（6）ウェザーメーターによる促進耐候試験では、気相アセチル化によってスギは 8 時間処

理も 24 時間処理も割れは発生しなかった。トドマツの無処理木材は 3 樹種で最も干割れの

発生が多かったが、気相アセチル化によって 1%台となった。 

 

（7）促進耐候試験による材色変化は、いずれの樹種も無処理木材は暗色化するのに対し、

アセチル化木材は明色化し、色調としては薄色化する傾向が見られた。また、8 時間処理

と 24 時間処理では後者の方が変色は大きくなった。 

 

以上の結果から、気相アセチル化であっても処理時間を長くすることで 10 mm 程度の厚

さであれば試験体の表面と裏面から気相アセチル化が進行することで内部までアセチル化

されることが明らかとなった。またアセチル化によって干割れの発生は大幅に減少し、耐

候性が高まることが確認された。一方で、アセチル化によって材色が薄色化しやすくなる

ことが分かった。 

  



89 
 

 

6. 30 mm 角スギ角材試験体への低温気相アセチル化 

 

6.1. 緒言 

これまで気相アセチル化を行う際、加熱条件として 130℃を基本に行ってきた。これ

は、アセチル化試薬である無水酢酸の沸点が 140℃であり、この沸点に近いほど蒸気圧が

高くなるためである。常圧下での気相アセチル化の場合、木材内への無水酢酸蒸気の浸透

は拡散によるため、より速く材内部まで拡散させるためには、温度を高くして蒸気圧を高

めることが有効となるからであった。 

一方で、無水酢酸やアセチル化に伴って副生する酢酸は、有機物に対してはもちろん、

処理装置類を構成する金属に対しても腐食性があり、処理温度が高いほどその作用も強く

なる（Teeple 1958; 関根, 小枝 1984）。実際、気相アセチル化に使用したステンレス製治

具の表面には、腐食による曇りや錆の発生が見られ、シリコンゴム製のシール材も劣化が

進行している様子が観察された。同様に、気相アセチル化の場合、木材の表面から内部に

向かって反応が進行するため、表面は処理の早い段階でアセチル化が進行するにも関わら

ず、反応終了まで高腐食性の無水酢酸や酢酸の蒸気に曝され続けることになる。これら

は、強度性能など機械的性質の低下につながる可能性がある。 

以上のような、高温処理による木材や装置の腐食による劣化抑制を目的に、本章では、

スギ心材部の角材を供試材として、従来の 130℃より 50℃低い、80℃の加熱で気相アセチ

ル化を行い、得られた気相アセチル化材について木材腐朽菌への耐腐朽性や浸水・乾燥繰

り返し試験時の寸法安定性について評価した。 

 

 



90 
 

6.2. 実験方法 

6.2.1. 材料 

 

 

各試験体の調製方法の概要を図 6-1 に示す。 

供試材はスギ（Cryptomeria japonica D. Don）の心材部とし、気相アセチル化には 30 mm 

(T) × 30 mm (R) × 180 mm (L)の二方柾取りした角材試験体、液相アセチル化には 30 mm (T) 

× 30 mm (R) × 30 mm (L)の立方体試験体を用いた。試験体数は 1 条件につき 8 個とした。 

 

6.2.2. 気相アセチル化 

30 mm (T) × 30 mm (R) ×180 mm (L) の角材試験体を 80℃で 96 時間乾燥した。この試験体

図 6-1 アセチル化木材試験体の調製手順  
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の両木口面をシリコンゴムでシールし、さらにこの上から図 6-2 に示すステンレス製バネ

とステンレス板で構成される治具を用いて両木口側から圧締し、シリコンゴムを完全に木

口面に圧着させた。これを図 6-3 に示すような容量 200 L のステンレス製反応槽に設置し

た。 

 

 

図 6-2 試験体固定治具の仕様 

図 6-3 気相アセチル化用の容量 200-L ステンレス製反応槽 
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反応槽に無水酢酸（工業用、日本合成（株）製）を試験体重量の 3 倍量注ぎ入れた。こ

の反応槽を 10 m2の送風乾燥機内で設置し、80℃まで加熱し、加熱時間を変えて（1, 3, 6, 

12, 24, 72 時間）反応を行った。反応の間、反応槽に設けたガス導入口より不活性ガスとし

て窒素ガスを流量 0.5 L/min で導入し、排ガスは冷却管を介して外部へ排出した。排出ガス

中の酸素濃度を検知管（No. 31B, ガステック（株）製）により監視した。加熱終了後、反

応槽を乾燥機から取り出し、大型扇風機で内部温度が 30℃になるまで空冷した。反応槽か

ら取り出した試験体は 2 日間風乾した後、重量が恒量に達するまで 80℃の送風乾燥機で乾

燥させ、気相アセチル化試験体（VPAW）を得た。 

VPAW のWPG は、前記 2-3 式を用いて算出した。VPAW の接線方向の膨潤率について

は、接線方向における最大と最小の長さをそれぞれデジタルノギスとピンプローブを取り

付けたダイアルゲージ（図 6-4）を用いて測定し、前記 2-4 式を用いてそれぞれアセチル化

による最大膨潤率と最小膨潤率として算出した。 

その後、アセチル化処理した角材試験体を繊維方向に 30 mm 単位で切断し、30 mm (T) × 

30 mm (R) × 30 mm (L)の立方体試験体を 5 個作製した。作製した 5 個の立方体試験体の

内、4 個については寸法安定性試験と腐朽試験に供試し、残りの 1 個は試験体内のアセチ

ル基量の測定に用いた。 

 



93 
 

 

6.2.3. 液相アセチル化 

立方体試験体への無水酢酸の減・加圧注入は以下の操作で行った。試験体を 80℃で 48

時間乾燥し、容量 2 L の 2 つ口セパラブルフラスコに入れ、その上に重りとしてステンレ

ス板を載せた。このフラスコを油回転真空ポンプにより 1 時間減圧し、減圧下で無水酢酸

をフラスコ内に導入した。フラスコ内の圧力を常圧に戻した後 30 分放置し、次いでフラス

コを耐圧容器に入れて圧縮空気により 1.5 MPa で 4 時間加圧した。フラスコを常圧に戻し

た後、再度 30 分ずつ減圧と加圧を行った。これを常圧に戻した後一晩放置した。以上の

減・加圧注入操作後の立方体試験体の重量を測定し、注入操作による試験体の空隙への無

水酢酸の充填率（%）を下式 7-1 により算出した。 

 

空隙充填率 （%） = （注入された無水酢酸の体積） / （試験体中の空隙） × 100  

= [(W5 – W0) / 1.08] / [V0 × (1 – (ρ / 1.5)] × 100            (6-1） 

 

ここで、 

図 6-4 ノギスや厚さ計による試験体寸法の測定 
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W0 ：注入前の試験体の絶乾重量 

W5 ：注入後の試験体重量 

V0 ：注入前の試験体の絶乾時体積 

ρ ：注入前の試験体の絶乾密度 

1.08 ：無水酢酸の密度 

1.5 ：木材の真比重 

である。 

 

次いで、試験体と無水酢酸が入ったフラスコに冷却管と熱電対を取り付けて送風乾燥機

に入れて、液温が 60℃に到達してから 24 時間保持し、その後 80℃に昇温して 24 時間保持

した。反応後、フラスコは室温まで一晩かけて冷ました。アセチル化した試験体は流水で

72 時間洗浄し、送風乾燥機内にて 40℃で 24 時間、次いで 60℃で 24 時間乾燥し、最後は

80℃で 1 週間乾燥して液相アセチル化材（以降、LPAW と略記）を得た。重量と寸法を前

述の式 2-3、2-4 により算出した。 

 

6.2.4. FT-IR によるアセチル基の濃度分布の推定 

FT-IR によるアセチル基の濃度分布の推定には、拡散反射赤外フーリエ変換分光法

（DRIFT；Diffuse reflectance infrared fourier transform spectroscopy）を用いた。DRIFT 法によ

るアセチル基の測定手順は、以下のとおりである。 

1. 別途気相アセチル化によりWPG が既知の木粉を調製し、これらについてDRIFT 法

により吸光度比を測定 

2. WPG と吸光度比の関係式を作製 

3. この関係式を検量線として各試験体をDRIFT 法により測定し、得られた吸光度比か
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らWPG を算出 

検量線作成用のWPG 既知の標準試料は以下の手順で調製した。30 mm (T) × 30 mm (R) × 

3 mm (L)の切片状木材試験体を 24 枚作製し、80℃で 1~48 時間気相アセチル化を行った。

得られた気相アセチル化試験体のWPG を測定した後、粉砕機（ワンダークラッシュミ

ル、大阪化学（株）製）にて木粉化した。得られたWPG 既知の木粉をDRIFT 測定用ユニ

ットのサンプルホルダー（DR-81, 日本分光（株）製）に詰め、FT/IR-4700 フーリエ変換赤

外分光光度計（FT/IR-4700, 日本分光（株））にて測定した（図 6-6）。測定条件は、分解

能 4 cm-1、測定波数範囲は 4000~400 cm-1、スキャン回数は 32 回、赤外線の検出器は硫酸ト

リグリシン（TGS）型を用いた。 

続いて、図 6-5 に示すように、アセチル化した直方体試験体の中央部から 0.5 mm (T) × 30 

mm (R) × 5 mm (L) と 30 mm (T) × 0.5 mm (R) × 5 mm (L)の 2 種の棒状試験体を切り出し

た。これを前述のサンプルホルダーに直接載せ、前述と同様の測定条件でDRIFT 法による

測定を行った。今回使用したDRIFT 測定用サンプルユニットでは赤外線の光束は 3×2 mm

の楕円型スポットである。棒状試験体を木材表面から深さ方向に 2 mm ずつ移動させなが

ら深さ 14 mm まで 7 点測定した。この測定操作を、放射方向については木表側からと木裏

側の 2 方向、接線方向については片方の柾目面ともう片方の柾目面の 2 方向の計 4 方向か

ら行った。
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6.2.5. 浸水・乾燥繰り返し試験 

前述第 4 章に記載の方法と同様に行った。 

 

6.2.6. 腐朽試験 

図 6-5 アセチル基濃度分布測定用の棒状試験体の調製 

試験体上の 14 個の楕円はDRIFT 法による測定範囲を示す。 

図 6-6 測定に使用した赤外線分光光度計（左）とDRIFT 測定用ユニット（右） 
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前述第 4 章に記載の方法と同様に行った。 

 

6.3. 結果と考察 

6.3.1. 木口面におけるアセチル化木材の観察 

 図 6-7 に無処理試験体と各条件でアセチル化した試験体の木口断面写真を示す。 

 

 

無処理試験体はスギ心材の元々の色である茶色である。この茶色はアセチル化の処理時

間が増加するにしたがって外側から内側に向かって薄色化している。VPAW-6h では、薄色

化した部分は表面から 2 mm 以下であり、それより深い部分は元々の茶色を維持してい

る。VPAW-24h では、薄色化した部分は表面から 2~3 mm の深さに達している。そして

VPAW-72h では薄色化した部分はおおよそ深さ 6~7 mm に達した。VPAW とは対照的に、

LPAW は全体が均一に薄色化している様子が観察された。液相アセチル化の過程で無水酢

酸を減・加圧注入した際の空隙充填率は 95%以上であったことから、木材全体がアセチル

化されたと考えられる。以上のことから、木口断面で観察される薄色化はアセチル化によ

図 6-7 アセチル化した 30mm 角試験体の木口断面写真 
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って生じた現象と言える（Hon 1995）。 

無処理試験体の木口断面の形状は完全な正方形であるが、各アセチル化した試験体は多

少変形しているように見える。そこでアセチル化と木材の外観変化との関係性について、

後述の 7.3.3 でアセチル化の程度の指標であるWPG を用いて考察した。 

 

6.3.2. アセチル化によるWPG 

 表 6-1 に、処理時間を変えて 80℃で気相アセチル化した試験体のWPG を示す。 

VPAW のWPG は処理時間が増加するにしたがって明確に増加した。VPAW-72h のWPG

はおおよそ 16%に達した。一方、LPAW のWPG は 19.6%であった。このLPAW のWPG

値は、アセチル化された針葉樹が木材腐朽菌への抵抗性が顕著に高まるとされる目安とな

る 15%よりも大きい（Goldstein 1961; Imamura and Nishimoto 1987; Hill et al. 2006）。このこ

とから、本試験で得られたLPAW を、後述する木材腐朽試験の陽性対照試料として使用す

ることは適切であると判断された。 
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6.3.3. アセチル化に伴う試験体の寸法変化 

木材はアセチル化によるバルキングにより膨潤することを本論文でも既に示した

（Stamm and Tarkow 1947; Rowell 1982; Hill and Jones 1999）。ここで、スギ立方体試験体の

気相および液相アセチル化による寸法変化について推定すると、LPAW は全ての寸法（T, 

R, L 方向）が等方的に膨潤し、VPAW では異方性の膨潤を示し、接線方向の試験体の中央

部よりも板目面 2 面（木表側と木裏側）がより膨潤することになる。図 6-8 に、アセチル

化処理前後での立方体試験体の接線方向における最大膨潤率と最小膨潤率を示す。 

 

表 6-1 処理時間を変えて気相アセチル化した試験体（VPAW）のWPG と 28 週間

腐朽試験後の重量減少率 

液相アセチル化木材（LPAW）は対照として使用。WPG とWL は平均値 ± 標準偏差とし

て表記。 
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VPAW では、アセチル化の処理時間が増加するにしたがって、最大膨潤率と最小膨潤率

との差が増加した。VPAW-72h では、その差は 1.7 倍に達した。この結果は、VPAW は、

処理時間の増加に伴い”砂時計型の”形状を呈することを示している。”砂時計”のくびれ部

分は、アセチル化処理時間が長くなるにしたがって明瞭になった。このような変形は、乾

燥した木材が水を吸収して膨潤する際の初期状態に類似した（Panshin 1964）。 

 LPAW の場合、接線方向の膨潤率は、板目面と試験体中央部でほぼ同じであった。

LPAW の接線方向の膨潤率は、放射方向の約 2.5 倍であった。それゆえ、LPAW の木口断

面は長方形を示し、乾燥した木材が水分を吸収して平衡状態となるときの膨潤挙動と類似

した。これらVPAW とLPAW の膨潤挙動の違いは、気相アセチル化は木材表面から進行

するのに対して液相アセチル化では木材全体で均一に進行することを示している。したが

って、80℃の加熱条件による気相アセチル化の場合も、これまでの 130℃の加熱条件下で

 
図 6-8 処理時間を変えて気相アセチル化した試験体のT 方向の寸法変化率 

LPAW は対照試料として使用。エラーバーは標準偏差を示す。 
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の気相アセチル化と同様に、VPAW のアセチル基の濃度は試験体の表面から内部に向かっ

て減少し、LPAW では全体に均一に分布すると予想された。そこで次項において、実際に

試験体内部におけるアセチル基濃度の分布を測定した。 

 

6.3.4. アセチル化木材におけるアセチル基の濃度分布 

アセチル基由来のカルボニルに帰属される 1735 cm-1とリグニンの芳香環に由来する 1510 

cm-1の吸光度比（1735 cm-1/1510 cm-1）とWPG の間には、高い決定係数（R2 = 0.982）を持

つ二次式で表される相関性があることが報告されている（Zanutti et al. 1998）。この報告と

同様に、本研究においてもWPG 既知の標準試料を用いて吸光度比とWPG の相関性を調べ

た。その結果を図 6-9 に示す。 

 

今回の結果では、両者は 2 次式（R2=0.996）だけでなく 1 次式（R2 = 0.994）でも高い相

関性があることがわかった。そこで、この 1 次式を検量線として用いて、DRIFT 測定用の

図 6-9  DRIFT 測定おけるアセチル化木粉の 1740 cm
-1
と 1510 cm

-1
 

の吸光度比（C=O/C=C 比）とWPG との相関性 
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棒状試験体の接線方向および放射方向におけるアセチル基の濃度分布を推定した。その結

果を図 6-10 に示す。 

 

 

図 6-10 検量線により推定されたアセチル化試験体の接線方向および半径方向における

表面から深さ方向へのWPG の濃度分布  

プライム付き番号は、対面側からの測定値を示す。エラーバーは最小値と最大値の範

囲を示す。 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

T 方向

LPAW VPAW-3 h VPAW-12 h

VPAW-24 h VPAW-72 h

0–
2

4–
6

8–
10

12
–

14

2’
–

4’

6’
–

8’

10
’–

12
’

2–
4

6–
8

10
–

12

0’
–

2’

4’
–

6’

8’
–

10
’

12
’–

14
’

測定範囲(mm）

4.9

4.3

3.7

3.0

2.4

1.8

1.1

0.5

-0.1

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

R 方向

4.9

4.3

3.7

3.0

2.4

1.8

1.1

0.5

-0.1

検
量
線
に
よ
り
推
定
さ
れ
た

W
P

G
 (%

)

吸
光
度
比

(A
17

40
/A

15
10

)



103 
 

予測したとおり、LPAW のWPG は試験体のどの位置でもほぼ同じ値（20–23%）を示し

た。一方、VPAW のWPG は試験体表面から内部に向かって減少した。VPAW-72h のWPG

は、接線方向および放射方向の表面から 0–2 mm の範囲で 23%、4–6 mm の範囲で 15%前後

と算出された。6 mm 以上の深さでは、WPG は 10%以下となった。VPAW-72h の薄色化し

た範囲（図 6-7 の深さ 6~7 mm）のWPG は、10%かそれ以上であった。VPAW-24h の場

合、薄色化した範囲は図 6-7 では接線方向で深さ 0–2 mm、放射方向で 0–4 mm であり、こ

の範囲のWPG は放射方向の 2–4 mm 以外（図 6-10 では 6.5%）は 12%以上となった。これ

らWPG 12%以上の領域はVPAW-24h の薄色化部分におおよそ含まれる。故に、今回の

DRIFT の結果は、薄色化した領域とWPG の関係を明らかにすると同時に、気相アセチル

化は木材試験体の表面から内部に向かって進行するとの仮定を支持した。 

 

6.3.5. 浸水・乾燥繰り返し試験における吸水と膨潤挙動 

水分は菌類の成長と木材への侵入に不可欠であり、木材細胞壁の膨潤を引き起こす。そ

して木材分解酵素や低分子量の腐朽関与成分といった菌対外分泌物の細胞壁への拡散を促

進する。それゆえ、腐朽試験に先立ち、浸水・乾燥繰り返し試験によってアセチル化した

立方体試験体の水分吸収と寸法変化について調べた。今回の試験では、アセチル化した立

方体試験体の板目面と柾目面からの吸水性を明らかにするため、両木口面をエポキシ樹脂

でシールして実施した。したがって、これらのデータは、両木口をシールせずに行われた

浸水・乾燥試験のデータとの比較はできないことに注意する必要がある。図 6-11 に、アセ

チル化した立方体試験体および無処理試験体の吸水率と接線方向における抗膨潤・収縮能

（ASE）の推移を示す。 

LPAW の吸水率の平均値は約 6%となり、無処理木材の約 1/3 となった。またASE は浸

水・乾燥を繰り返すうちに乾燥工程で 100%を超える値を示した。これは浸水・乾燥を繰り
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返す過程で、無処理材が元の寸法よりも収縮したことに起因する。 

 VPAW の場合、吸水率は、アセチル化時間の増加とともに減少した。わずか 3 時間

（VPAW-3h）のアセチル化であっても、吸水率と寸法変化の両方とも無処理木材に比べて

2/3 に著しく減少した。VPAW-72h では、吸水率の平均値は 7.4%であり、LPAW に近い値

となった。ASE についても同様に、アセチル化時間が短い条件ではASE も低いが、処理時

間の増加に伴ってASE は上昇し、VPAW-72h はLPAW に近づいた。 

この結果は、VPAW-72h ではアセチル基による疎水化とバルキング効果によって、水分

の吸収が大幅に抑制されたことを示している（Imamura and Nishimura 1987; Papadopoulos 

and Hill 2006; Hill et al. 2006）。 
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6.3.6. アセチル化木材の耐腐朽性 

腐朽試験後の褐色腐朽菌および白色腐朽菌によるアセチル化試験体の重量減少率（WL）

を表 6-1 に示す。腐朽試験の陽性対照試料として使用したLPAW は褐色腐朽菌と白色腐朽

 

 

図 6-11 浸水・乾燥繰り返し試験時のアセチル化試験体の吸水率と接

線方向における寸法変化率 
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菌のどちらに対しても重量減少率は 1%未満であり、陰性対照試料として使用した無処理木

材は、褐色腐朽菌では 28%、白色腐朽菌では 8%の重量減少となった。褐色腐朽菌は、白

色腐朽菌よりも針葉樹の分解能力が高いことが良く知られている（Cowling and Brown 1969; 

Scheffer 1973; Peterson and Thomas 1978; Imamura and Nishimura 1987）。今回の試験結果はこ

れらの結果と一致した。 

褐色腐朽菌および白色腐朽菌によるVPAW の重量減少率（WL）は、アセチル化時間が

24 時間まで増加するにしたがって徐々に減少した。褐色腐朽菌および白色腐朽菌による

VPAW-24 h のWL は、それぞれ 15%と 2%であった。これに対して、VPAW-72 h の両腐朽

菌によるWL はそれぞれ 0%と 0.5%となり、72 時間のアセチル化によりスギ材は腐朽菌に

対して強い耐性を付与されたこと示している。過去の文献によれば、アセチル化による耐

腐朽性は、WPG が閾値として 15%以上に達したときに顕著になることが報告されている

（Goldstein 1961; Ohkoshi et al. 1999; Hill et al. 2006）。前述したように、VPAW-72 h におけ

る閾値 15%以上のアセチル化領域の厚さは約 6~7 mm であったが、VPAW-24 h のアセチル

化領域の厚さは約 2~3 mm であった。つまり今回の実験から、VPAW-72 h の強力な耐腐朽

性は、高WPG 領域の厚さに起因することが示された。閾値 15%以上のアセチル化領域の

厚さが 2~3 mm では腐朽菌、あるいは酵素（Green et al. 1991;  Arantes et al. 2012）やシュウ

酸（Halliwell 1965）、酸化剤（Koenig 1974; Enoki et al. 1997）といった菌対外分泌物の試験

体内部への侵入を防ぐには不十分であったと言える。 

  

6.4. 小括 

温和な処理条件で気相アセチル化が実施できるよう、80℃の加熱条件下で気相アセチル

化を試みた。30 mm 角×180 mm（繊維方向）の角材試験体を用い、木口面からの薬剤浸透

を遮断した状態で、1, 3, 6, 12, 24, 72 時間加熱した。得られた気相アセチル化木材の寸法安
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定性と耐腐朽性を評価し、木材腐朽菌に対する抵抗性と木材表面から深さ方向へのアセチ

ル化の濃度との関係性を明らかにした。得られた結果を下記に示す。 

 

（1）従来の 120–130℃の加熱温度よりかなり低い 80℃の加熱条件でも、気相アセチル化は

進行した。前章までに得た知見と同様、木材の表面はアセチル基の濃度が高く、内部に進

むにしたがって濃度が低下した。 

 

（2）DRIFT 法によるアセチル基分布の測定の結果、気相アセチル化木材の木口断面で観察

される材色が薄色化した部分は、WPG が 10%以上であることが明らかとなった。 

 

（3）80℃で 72 時間気相アセチル化した試験体は、耐腐朽性に効果的なWPG 15%以上の

領域が表面から 7 mm 深さまで形成され、木材腐朽菌に対してほぼ完全な耐腐朽性を示し

た。 

 

これらの結果から、気相アセチル化は 80℃でも反応が進行し、得られたアセチル化木材

の寸法安定性や耐腐朽性も高いことを明らかにした。これにより、温和な処理条件での気

相アセチル化が可能となり、処理木材や処理装置の劣化も抑制できる見通しを得た。 
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7. 105 mm 角トドマツ角材試験体の気相アセチル化時に発

生する膨潤挙動 

 

7.1. 緒言 

前章において、気相アセチル化過程での試験体の形状変化を解析したところ、気相アセ

チル化に特有の現象が確認された。すなわち、試験体全体が均一に膨潤する液相アセチル

化と異なり、気相アセチル化では表面から内部へと段階的にアセチル化が進行するため、

膨潤率の大きな板目（放射）面が木材の中央部よりも大きく膨潤し、その結果、気相アセ

チル化した立方体の試験体は中央部がくびれた、いわゆる”砂時計型の”形状を呈した。 

気相アセチル化の過程で観察されたこのような木材の膨潤挙動は、前章で用いたような

比較的小型の部材では目立たないものの、辺の長さが大きな断面形状の部材を処理対象と

した場合には、より大きな寸法あるいは形状変化として顕在化する可能性がある。 

そこで本研究では、こうした変形を把握し制御する観点から、構造部材として広く用い

られている 105 mm 角の正角材について常圧気相アセチル化を行い、寸法変化の測定や内

部応力の発生状況の観測によって膨潤挙動を解析した。 

 

7.2. 実験方法 

7.2.1. 材料 

トドマツ（Abies sachalinensis Mast.）心材部を 20℃・相対湿度 65%で調湿後に 105 mm (T) 

× 105 mm (R) × 170 mm (L)の二方柾の正角材に切削加工し試験体とした。試験体は各条件 4

本使用した。 
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7.2.2. アセチル化処理装置 

 前章と同じ容量 200 L のステンレス製の反応槽を用いた。無水酢酸と試験体が直接接し

ないよう、反応槽底部から 20 cm 離してステンレス製アミを敷き、この上にシールした試

験体を載せた。凝縮した薬剤が試験体上に滴下しないよう、試験体上部にステンレス製の

フードを被せた。 

 

7.2.3. 気相アセチル化 

気相アセチル化の処理手順の概要を図 7-1 に示す。 

試験体を 105℃の送風乾燥機で 72 時間乾燥し絶乾とした。絶乾時の重量と寸法を測定し

た後、両木口面をシリコンコーキング剤（シーラント 45、信越シリコーン（株）製）で 2

度塗りしてシールした。このシールした木口面を厚さ 1 mm のフッ素樹脂板で覆い、さら

にこの上から厚さ 5 mm のステンレス板を用いてシール部分を両側から挟んだ。ステンレ

ス板同士は通しボルトを介して互いに計 8 か所で均等に締め付け、シール部分をステンレ

ス板で完全に密閉した。これを前述のアセチル化反応槽内に設置した。アセチル化試薬と

しては、無水酢酸（工業用、日本合成（株）製）を使用した。投入する量はアセチル化に

よる試験体全体の重量増加率が 25%と算出された量の 1.2 倍量とし、反応槽の底部に注ぎ

入れた。この反応槽を 10 m2の送風乾燥機内に設置し、反応槽の内部温度が 120℃に到達し

てから 12, 24, 48, 72 時間加熱した。窒素ガス等、不活性ガスの反応槽内への導入は行わな

かった。加熱終了後、試験体が冷めるまで約 1 時間放置してから反応槽を乾燥機から取り

出した。反応槽から取り出した試験体は直ちにステンレス板やフッ素樹脂板を取り外し、

シール材のシリコンコーキングをスクレーパーで削ぎ落した。これを厚さ 0.04 mm のポリ

エチレン製チャック付き袋に入れて密封した上でポリカーボネート製の密閉容器に保管し
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た。 

 

 

7.2.4. 気相アセチル化正角試験体からの測定用切片の調製 

測定用切片の調製手順を図 7-2 に示す。 

密閉保管していた正角試験体を取り出し、製材用の自動横切り鋸を用いて試験体の繊維

方向の中央から繊維方向に 10 mm の切片を複数枚連続して切り出した。これを直ちにポリ

塩化ビニリデン製包装フィルムで密閉した上でポリエチレン製チャック袋に入れ、-30℃の

冷凍庫で保管した。これら採取した複数枚の切片を同一と見なし、それぞれをアセチル化

によるWPG 算出用、揮発分率の測定用、寸法変化および応力分布の測定用切片とした。 

 

図 7-1 気相アセチル化の処理手順の概要 

図 7-2 気相アセチル化正角試験体からの測定用試験体の採取 
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7.2.5. 寸法変化率 

気相アセチル化前後での接線方向の寸法変化率の測定手順を図 7-3 に示す。 

測定点は、木表面と木裏面をそれぞれ起点として深さ方向（放射方向）に 7.5 mm, 22.5 

mm, 37.5 mm の位置で、計 6 点とした。アセチル化前の寸法は、長さ 170 mm の正角試験

体の木口面で測定した。寸法変化率は前述の式 2-4 を用いて算出した。 

 

7.2.6. アセチル化によって木材内に発生する内部応力の推定 

図 7-4 に示すように、木表表面を起点として深さ方向（放射方向）に 5 mm 単位で鉈を用

いて割断し、割断に伴う内部応力の開放による各階層部の接線方向の寸法変化を測定し

た。割断前後の寸法差から内部応力を推定した。 

 

図 7-3 気相アセチル化による接線方向の寸法変化率の測定の測定 
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7.3. 結果と考察 

7.3.1. アセチル化木材の木口断面の観察 

図 7-5 に、気相アセチル化を行った 105 mm 正角材試験体の木口断面の一例を示す。処理

時間が増すにつれて、表面から内側に向かって材色が灰色へと変化し、その面積が拡大し

た。前章のスギ立方体の断面では、材色が茶色から薄色化に変化したことを述べた。トド

マツではスギとは色調は異なるものの同様の現象が観察されたことから、この色調変化は

表面から内部に向かってアセチル化が進行していく様子を示唆している。なお、今回、材

色が薄色化ではなく灰色に変化した理由としては、前章のスギでは反応温度が 80℃であっ

たのに対して、今回は 120℃と高温であったため、アセチル化に伴い発生した酢酸等の影

響により木材成分が変化した可能が考えられる。ただし詳細は不明である。 

予想したとおり、気相アセチル化による変形はスギの小試験体の時よりも顕著となっ

た。処理時間が増すにつれて、柾目面よりも膨潤率が大きな板目面が膨潤し、相対的に柾

目面の中央部がくびれた、いわゆる”砂時計型の”形状を呈した。VPAW-72h では内部割れ

が発生した試験体も見られた。 

図 7-4 気相アセチル化により発生した内部応力の推定 
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大型試験の気相アセチル化時に発生した変形や割れの発生メカニズムを推定するため、

次項において気相アセチル化過程での試験体寸法や内部応力の変化について測定した。 

 

7.3.2. アセチル化による寸法変化 

図 7-6 に、アセチル化による接線方向の寸法を示す。いずれの測定点も 2 次曲線に回帰

され、寸法変化の速度は処理時間に伴って加速する傾向を示した。特に表層に近い 7.5 mm

の位置での変化率が大きく、処理時間に伴って中央部に近い測定点との差は拡大した。 

外部加熱による木材乾燥の場合、図 7-7 に示すように、材表層と内部で乾燥の程度に差

が生じると、表層と内部に収縮差が生じて、これが変形や割れの原因となる（満久 

1972）。木材の引張強度は、繊維方向を 100 とした場合、放射方向と接線方向の強度の比

は、100：7：5 で表されることが知られており（北原 1966）、接線方向の引張に著しく弱

図 7-5 気相アセチル化された正角試験体の木口断面の一例 
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い。今回の気相アセチル化の場合、図 7-7 に示すように、前述の木材乾燥とは逆に絶乾で

収縮した状態の木材にアセチル基が導入されて膨潤するが、板目面が内部よりも先に膨潤

することで、接線方向に引張応力によるひずみが発生し、これが反応の進行とともに大き

くなって、VPAW-72h における内部割れにつながったと推察される。 

 

 

図 7-6 気相アセチル化による接線方向の寸法変化 

図 7-7 気相アセチル化による内部割れ発生要因の推察 
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7.3.3. 気相アセチル化時に発生する内部応力の推定 

木表の表層から半径方向に 5 mm 単位で割断し、割断前後での各階層部の接線方向の寸

法変化を測定した結果を図 7-8 に示す。 

各階層は、割断により相互のつながりが切れ、変形することで応力が解放される。すな

わち、応力が割断前の寸法に比べて負の値の場合は、アセチル化に伴って引張応力がかか

っていたことを意味し、逆に正の値となった場合は、圧縮応力がかかっていたことを意味

する（満久 1972）。 

内部割れなどの影響により、処理時間による応力変化について明瞭な評価はできなかっ

たが、12–48 時間の処理までは表層–10 mm の階層部には圧縮応力が働き、それ以降の階層

には引張応力が働く傾向が示された。木材乾燥において材内部に発生する引張応力は内部

割れの一因となるが、今回のアセチル化の場合も前項で予想したとおり、表層部の急激な

膨潤によって材内部に同様の引張応力が発生した可能性が示された。 

 

図 7-8 気相アセチル化時に発生する内部応力の分布 
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7.4. 小括 

気相アセチル化による木材の膨潤挙動の把握を目的に、105 mm 角 × 170 mm（繊維方

向）のトドマツ正角材を用い、120℃で 12, 24, 48, 72 時間気相アセチル化を行った。気相ア

セチル化時の試験体の寸法変化や内部応力を測定した。材内への反応の進行度と変形との

関係性を明らかにし、異方的な変形の拡大は内部割れの原因となる可能性が示された。得

られた結果を下記に示す。 

 

（1）処理時間が増えるにしたがって気相アセチル化は表面から内部へ進行し、これに伴

って “砂時計型の”異方的な変形も大きくなった。72 時間処理では内部割れの発生が観察さ

れた。 

 

（2）気相アセチル化に伴う寸法変化は、処理時間に伴い加速度的に大きくなり、特に表

層部で変化率が大きくなった。この変化率の差が木材内部の接線方向に引張応力を発生さ

せ、内部割れへとつながったと推察された。 

 

（3） 12–48 時間の処理までは表層–10 mm の階層部には圧縮応力が働き、それ以降の階

層には引張応力が働く傾向が観察された。 

 

これらの結果から、気相アセチル化の過程で木材に発生する異方的な変形は、トドマツ

心材のように接線方向への膨潤性が高い樹種で顕著となると考えられる。変形や割れを抑

制する方法として、試験体表面と内部の寸法変化の差を小さくするような穏やかな製造条

件の検討が考えられる。 
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8. 結論 

 

化石資源由来燃料の大量消費による温暖化が地球規模で深刻化するなか、大気中のCO2

を吸収・固定し持続生産可能な植物資源の一層の活用が求められている。特に、安定生産

が見込まれる木質資源を長期間マテリアル利用することは、それだけ長くCO2の固定化に

つながる。そのため、木質資源の用途を拡大し、長期利用するための高耐久化技術が重要

性を増している。 

木材のアセチル化は、木材本来の低環境負荷性を損なうことなく生物劣化抵抗性や寸法

安定性、耐候性など木材の不足する性能を大幅に向上できる。アセチル化木材は現在高価

であるため、その利用は一部に留まっているが、より簡便で低コストでの製造手法が見出

せれば、これまで他の工業材料によって占められてきた用途に対して木材を積極的に採用

する機運が高まるものと期待される。 

このような背景から、本研究ではアセチル化処理装置の単純化と薬剤使用量の低減化が

期待できる常圧での気相アセチル化によって、木材の寸法安定性や生物劣化抵抗性がどの

程度付与できるか検討を行った。得られた結果は以下のとおりである。 

 

1. 気相アセチル化木材と液相アセチル化木材の寸法安定性を比較するため、小試験

体を用いてアセチル化を行い、浸水・乾燥繰り返しによる寸法安定性試験を行った。その

結果、気相アセチル化であっても液相アセチル化と同等の寸法安定性を付与可能であるこ

とを明らかにした。 

2. アセチル化木材の寸法安定性をより高めることを目的に、小試験体に対して前処

理としてグリコールや単糖などの水溶性バルキング剤を含浸し、その後アセチル化する方

法を試みた。浸水・乾燥繰り返しによる寸法安定性試験を行った結果、グルコースやPPG 
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#400 を事前含浸した場合、アセチル化単独よりも寸法安定性が高まることを明らかにし

た。 

3. 木材の浸透性が気相アセチル化とその物性に与える影響について角材試験体を用

いて評価した。トドマツやスギの心材といった難浸透性の木材では、気相アセチル化では

表面のアセチル化に留まったが、寸法安定性や耐腐朽性は木材内部まで均一にアセチル化

された液相アセチル化木材と同等であることを明らかにした。 

4. 気相アセチル化による木材の耐候性向上を目的に板材試験体に気相アセチル化を

行い、キセノンウェザーメーターによる促進耐候試験を行った。その結果、無処理木材の

割れ発生率がトドマツで 60%、カラマツとスギが 26%であったのに対して、気相アセチル

化木材ではトドマツで約 2%、カラマツで約 6%、スギで 0%と大幅に抑制することができ

た。 

5. 無水酢酸や副生酢酸による処理装置や処理木材の劣化を抑制することを目的に、

従来報告されている処理温度域（120℃~130℃）に比べて低温（80℃）での気相アセチル化

を行った。その結果、80℃でも反応は進行し、72 時間の気相アセチル化によって、スギ心

材では表面から深さ 7 mm まで耐腐朽性に有効なWPG のアセチル化処理層が形成されるこ

とを見出した。この気相アセチル化木材は、木材腐朽菌に対してほぼ完全な耐腐朽性を示

した。 

6. 105 mm 角の角材試験体を用いて、気相アセチル化の過程で発生する木材の異方的

な変形の発生要因と影響について調べた。その結果、トドマツ心材のように浸透性が低く

接線方向の寸法変化が大きな樹種では、木材表面と内部でのアセチル化処理の濃度差によ

るひずみが大きくなり、これが変形や内部割れの要因となることを明らかにした。 
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以上、気相アセチル化の場合、単板やチップのような表面積が大きな材料以外、アセチ

ル化される範囲は表面から数ミリ～数センチとなるが、トドマツ心材のような難浸透性の

樹種では、表層だけのアセチル化でもその領域が高WPG で処理されていれば液相アセチ

ル化と同等の耐腐朽性を示し、寸法安定性も高くなることがわかった。これは、耐腐朽性

や寸法安定性、耐候性のいずれも木材表面から内部への劣化因子の浸入によって生じる現

象であるため、それと対峙する材表面が改質されることで抑制効果を発揮したと考えられ

る。また処理が表面に留まることで、結果的に薬剤使用量を必要最小限に抑えられた。 

以上、本研究によって気相アセチル化法は、必要最小限の薬剤量と簡易な処理設備で木

質資源の耐久性を大幅に向上可能であることが明らかとなった。樹種によっては変形や割

れの発生が見られるなど検討すべき課題も残されているが、気相アセチル化法は木材の高

耐久化に有効であり、木質資源の利用拡大、さらにはCO2の長期固定化への貢献が期待さ

れる。 
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