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　1．緒　言
　近年，合板あるいはハードボードなどの木質系材料を建築物の外装用材料として利用す
る，いわゆるサイディングボードに対する需要が増加してきている。特に合板については，
外装用合板としてその製造量が合板統計に取り上げ始められた昭和43年で約474万m2，本
報告における研究を開始した昭和46年には約2，146万m2に達しており昭和43年と比較し
て約4．5倍の増加である。更に，昭和47年には約2，567万m2に達したが，その後オイル
ショックの不況による建築着工量の減少と共に外装用合板の製造量も停滞を続けている。し
かしながら，人々の一戸建住宅への志向が根強いこと，枠組壁工法，あるいはプレハブ住宅
の普及に伴い，合板の外装用材料としての利用は増加していくものと考えられる。
　そのためにも，製品のサービスライフを明確にし，製品に対する信頼性を高め，その品質
向上を因っていく必要がある。
　合板を外装用材料として利用するに際して最も要求される性能の一つに耐候性・耐久性と
いうことがある。合板の性能は，接着性能・表面性能・強度性能などからなっており，合板
の耐候性・耐久性ということはこれらの性能全般に対するものである。
　従来から，接着性能の耐久性・耐候性に関しては，数多くの研究がなされ，最近では掘岡
らを中心とする日本接着協会の接着耐久性委員会によって組織的な研究がなされ，その結果
について蒲生の報告も出されている。1）

　一方，表面性能・強度性能の耐久性・耐候性に関する研究は数少なく，強度性能に関して
は，平井2），佐々木3），松本4），金田5），吉田6），Gerisher7）らの研究を数えるだけであ
る。また，表面性能については塗膜の耐候性・耐久性として取り扱かったものは，福山8），
中村9）なとをはじめ塗料関係分野において比較的多い。しかしながら，外装用合板としての
表面性能という点における研究は数少なく，半井10），阿部11），金田12），中村13），Carroll．
14），Black15）など数えるだけである。
　更に，合板としての性能全般にわたっての耐候性・耐久性に関する研究としてはほとんど
なく，当北海道立林産試験場と国立林試とが協同して，実大寸法の合板試料により全国3地
域で屋外暴露を継続中の外装用合板の耐候性に関する研究と16）17）18），著者らがこれまでに
報告してきている研究11）12）のみであろう。
　一方，外装用合板の新製品の開発あるいは品質向上のためには，その耐候性・耐久性を効
果的かつ信頼性ある方法で判定する必要がある。しかしながら現在この目的のための試験方
法はいまだ確立されていない。
　本研究は上記の点に鑑み，外装用合板の耐侯性に対する単板樹種の影響，塗装による表面
処理の影響について合板としての性能全般にわたって検討し，外装用合板の性能向上のため
の資料を得ること。また，外装用合板の耐侯性を判定するより効果的かつ信頼性のある試験
方法の確立のための資料を得ることを目的として行った。

　2．外装用合板の紫外線カーボンウェザーメーターを用いた促進劣化による耐候性試験
　外装用合板の耐候性を判定するためには，実際に建築物に使用してその性能変化を測定す
れば最も確実であろう。しかしながら，実用試験ではいかんせん長期の試験時間を要し，か
つ自然現象を相手とした試験となるため再現性という点において問題があるのは避けられな
い。
　そこで考えられるのは，実験室的に劣化を促進し．再現性ある方法により効果的に耐侯性
に関するデーターを得る方法である。



　本章においては,従来から,塗膜等の表面性能が問題となる製品あるいは光による劣化が
著しいプラスチック材料などの耐候性試験に劣化を人工的に促進しかつ再現性ある標準的な
試験条件をつくりだすための装置として広く利用されてきている,紫外線カーボンウェザー
メーターにより外装用合板の耐候性について検討する｡
　2.1　試　料
　試験に供した合板は,外装用合板としての単板樹種の影響を検討するため,表板及び裏板
単板として道産材のシナノキ(Tilia japonica SIMONKAI) ,マカンバ(Betula Maxim-
owicziana REGEL) ,ミズナラ(Quercus crispula BLUME)及び南洋材のラワン(Dip-
terocarpaceae Dryobanops spp.) ,カプール(Dipterocarpaceae Shored spp,)を,中
心,そえ心としてラワンを用いた, 1+2+1+2+1mm構成の5プライ合板である｡
　単板は各樹種とも同一原木から切削したロータリー単板を使用した。
　供試合板の装造は常法によったが,製造条件はつぎのとおりである｡

　供試合板の仕上り厚さは約6．8～7．0mmである。

　また比較のため，市販のフェノール樹脂含浸紙オーバレイ合板2種類も同時に供試した。
　ここで，オーバーレイ合板Aは1＋2＋1＋2＋1mm構成の5プライ，オーバーレイ合
板Bは1＋4．5＋1mm構成の3プライ，ともにメラミン系接着剤を使用したⅠ類合板にオ

ーバーレイしたものである。
　外装用合板としては表面処理の必要性があることがいわれているため，本試験においても
表面処理法として塗装による手段を取り上げた。

　本試験で使用した塗料は，木材向けの外装用塗料としては従来のアルキッド系樹脂塗料よ
りも耐候性に優れているといわれるウレタン系塗料である。
　供試塗料は木材の吸脱湿に伴う膨潤収縮の応力を吸収するよう下塗りにビニルウレタン樹

脂を用い，また上塗りにアクリル変性したウレタン樹脂塗料を用いて耐侯性を保持するよう
に設計された塗料である。本塗料は不透明塗料で，色は茶褐色系統（9．5YR3．3／2．9）であ
る。

　塗装処理は，著者等が先に行った市販外装用合板の耐侯性に関する研究11）19）において，
市販の外装用合板の塗装処理に差があり，塗膜が薄く粗雑な塗装処理合板程耐候性に劣るこ
とが認められたことから，塗膜厚さ，塗装程度の影響について検討するため，塗装処理方法

を変え塗膜厚さの異なる試料合板を作製した。
　塗装方法Ⅰとして一般の外装用塗装方法（メーカー指定の標準仕様），塗装方法Ⅱとし
て，家具塗装において行われている程度の厚塗り塗装を行った。

　塗装はリバースローラーコーター及びナチュラルロールコーターを用い機械塗装を行っ
た。

糊液配合　　水溶性フェノール樹脂接着剤100部
　　　　　　増量材　　　 　　　　　　　10部
糊液粘度　  12～15　ポイズ　（室温　20～25℃）
塗 付 量　　  30g／（30cm2）
圧縮条件　　冷圧10kg／cm2　2時間
　　　　　　熱圧10kg／cm2  135℃　7分
サ イ ズ　　 95×45cm
枚　　数　　各樹種　6枚



　塗装条件は次のとおりである。
　塗装法　Ⅰ
　素地調整－下塗り1回（リバースロールコーター）－乾燥－研摩（スコッチブライト）－
上塗り2回（ナチュラルロールコーター，ウェットオンウェット）－乾燥仕上げ。
　塗装法　Ⅱ
　素地調整－下塗 3回（リバースロールコーター，ウェットオンウェット）－研摩（スコッ
チブライト）－中塗り（ナチュラルロールコーター，ウェットオンウェット）－乾燥－研摩
－上塗り 2回（ナチュラルロールコーター，ウェットオンウェット）－乾燥仕上げ塗付量は
2～3g／（30cm）21回，セッティングタイムは10分以上，乾燥は遠赤外線乾燥装置で60℃，
10分で行った。
　乾燥仕上り後の塗膜厚さは塗装法Ⅰで平均約25μ，塗装法Ⅱで約38μであった。
　2．2　促進劣化試験方法
　ウェザーメーターによる促進劣化処理はJIS A 1415〔プラスチック建築材料の促進暴露
試験方法〕に規定されている，紫外線カーボンウェデーメーターを使用して行った。
　天然の年間紫外線量は，東京地域（北緯35°付近），水平面で458W・min／cm2，正南
面45°傾斜で275W・min／cm2垂直正南面で275W・min／cm2であり，また2灯式ウ
ェザーメーター（ドラム半径38cm，光源のドラム中心からの隔り13cm）での紫外線は，
試料中心で37．5W・min／cm2であるため24），年間，水平又は垂直正南面で屋外暴露した
ときと同じだけ紫外線量を与えるのに必要なウェザーメーターの運転時間はそれぞれ244時
間及び147時間となる。また松本25）によると，ウェザーメーター処理216時間と実用試験
（垂直南面）1年分がほぼ一致していると報告されている。これらの結果を勘案して，本試
験では，216時間を1単位として実験を行った。
　ウェザーメーター処理条件は次のとおりである。
　　試 験 機　　紫外線カーボンウェザーメーターー
　　　　　　  　スガ試験機 K．K．（旧東洋理化工業K．K．）製　WE－2型
　　光　　源　　紫外線カーボンアーク　2灯
　　機内温度　　45℃
　　ブラックパネル温度　　63～73℃
　　スプレイサイクル　120分中12分間
　2．3　性能判定試験方法
　ウェザーメーターにより促進劣化せしめた，外装用合板の耐候性を検討するための性能判
定試験項目として，表面性能，接着性能，機械的強度性能の三つを取り上げた。
　2．3．1　表面性能試験方法
　表面性能の変化を検討するため，表面の色調，光沢の変化，表面割れなどを測定するとと
もに，塗膜の防水性能を検討するため試料表面からの吸水試験を行い，また表層の材質劣化
を検討するため，テーバー摩耗試験を行った。
  ⅰ）色調変化
   JIS Z－8722〔2度視野における物体色の測定方法〕に規定される刺激値直読法により三
刺激値 XYZを測定した。
　測定機には自動式測色色差計 AU－CH－1（スガ試験機 K．K．製）を用いた。本試験機
は，標準光C相当，照明及び受光の発何学的条件は条件Ⅰの45°照射，垂直受光測定であ
る。測定に先立って二次標準白色面により目盛り調整を行った。



　測色に際しては，木材が光学的に異方性を有することを考慮して，測定光の照射方向と試
料表面の繊維方向が一致するようにした。
　ⅱ）光沢度
　光沢度の測定はJIS Z－8741〔光沢度測定方法〕により60度鏡面光沢度を測定した。
　使用器械は，測色色差計附属のグロスメーターを用いた。測色の場合と同様，測定にあた
っては，測定光照射方向と試料表板単板の繊維方向を一致させた。
  ⅲ）表面割れ
　試料の中央に表板単板繊維方向と直交するように引いた長さ8cmの測定線と交叉して発
生する割れの本数を30倍の実体顕微鏡を用いて測定した。
　ⅳ）表面状態の記録
　ウェザーメーター処理に伴う試料表面状態の変化をヘェフティら26）のシャドーライン法
によって記録した。すなわち，0．4mmのワイヤを張った装置を用い（第1図参照），斜光
線により試料表面にワイヤーのシャープな影をつくらせ，深みのある材面変化を立体的に撮
影記録する方法をとった。

　従って，とくに表面に凹凸のある材料などには，極めて有効な方法である。一例としてカ
ラマツエンボス加工材のものを写真1に示した。



　また，試料表面のプロフィルの変化を触針式表面粗さ計を用いて拡大記録した。使用した
測定機は，万能表面形状測定梯SE－3型（小坂研究所K．K．製）である。
　測定条件は触針先端径3μ，触針左0．4g，測定速度0．2mm／min，縦倍率100倍，横倍
率10倍，測定長20mmで行った。
　以上の項目の試験は，エポキシ樹脂塗料で端面をシールしウェザーメーター処理した同一
試料を用いて行った。試料サイズは10×10cm，枚数は3杖である。
　ⅴ）吸水量の測定
　端面をエポキシ樹脂塗料でシールした7×20cmの試料合板でウェザーメーター処理を
行い，所定の処理時間後，5×5cmの吸水用試験片を採取し，裏端面をシールして，水温
25±1℃の水面下約5cmの位置に垂直に浸漬し，表面のみからの吸水を行わせ，その重
量増加を10日間連続的に測定した。
　本試験は，暴露面のみからの吸水を目的としているため，試験に先だちシール材の選定を
予備的に行い，エポキシ樹脂塗料を裏端面に2回塗布することとした。
　予備試験は，0．6×5×5cmのシナノキ3プライ合板の全表面に6種類のシール材を1
～3回刷毛塗りし，30℃の恒温水槽中に浸漬して吸水量を測定した。試験結果の一部を第
2図に示した。

　ⅵ）摩耗量の測定
　11×35cmの試料でウェザーメーター処理を行い，処理試料から9．5×9．5cmの試験片
3枚を採取し，テーバー摩耗試験機で25，50，75，100，130，160回転ごとに摩耗量を測定
した。試験条件は試験荷重500g，研摩紙はテーバー社製S－33を使用し，300回転ごとに
研摩紙を更新した。なお研摩紙は亜鉛標準板により検定して使用した。



　2．3．2　接着性能試験方法
  10×30cmのサイズでウェザーメーター処理した試料合板からJAS B型試験片を15枚
採取し，含水率を約12％に調湿後常態引張りせん断接着力を測定した。接着力試験片の切
り込みは全て順方向とした。オーバーレイ合板B以外は5プライ構成のため・接着力試験は
表板側から2接着層までについて行った。
　ウェザーメーター未処理試料については JAS規格の煮沸繰り返し処理による接着力試験
も実施した。
　2．3．3　機械的強度性能試験方法
　ウェザーメーター処理による機械的強度性能の変化について検討するため，静的曲げ試験
を行った。
　静的曲げ試験は，7×40cmのサイズでウェザーメーター処理した試料合板から巾5cm
の曲げ試験片を採取し，スパンを厚さの48倍として中央集中荷重方式で行った。試験片の表
板織椎方向をスパンの長手方向に一致させ，10mm／minの荷重速度で暴露面が引張り側に
なるように，試験片裏側から荷重をかけた。試験機にはインストロン型の島津製作所製のオ
ートグラフIS－5，000を使用した。試験に先だち，試験片含水率は約12％に調整した。曲げ
試験片枚数は3枚である。
　2．4　試験結果と考察
　ウェザーメーター処理により促進劣化せしめた外装用合板の耐候性について，合板の具備
すべき性能として表面性能，接着性能及び機械的強度性能ごとにその変化について検討した
結果について述べる。
　2．4．1　表面性能
　合板など，木質系材料を外装用として使用した場合，最初に現れる変化は，変色，光沢低
下，表面割れなどの表面での変化である。これら表面性能の低下が合板としての他の性能，
接着性能，強度性能の低下へ大きく影響するものと考えられるため，表面性能の変化につい
て検討した。
ⅰ）色調変化
　ウェザーメーター処理による合板表面の色調変化を色差として検討するため，測定した三
刺激値XYZから，JIS Z8730〔色差表示方法〕により，ウェザーメーター未処理合板の
色を基準としてアダムスの色差を算出し第3図に示した。
　アダムスの色差の算出方法は次のとおりである。
　　⊿E（VXVYVZ）＝40〔｛0．23⊿VY｝2＋｛⊿（VX－VY）｝2＋｛0．4⊿（VZ－VY）｝2〕を
　　　　ここに⊿E（VXVYVZ）：アダムスの色差
　　　⊿VY，⊿（VX－VY）⊿（VZ－VY）：VXVYVZ系における二つの物体色の明度指
　　　数，VY及びクロマチィクネス指数，（VX－VY），（VZ－VY）の差
　　　VX，VY，Vzはマンセルバリュー関数値で，三刺激値と次の関係にある。
　1．011998X＝1．2219VX－0．23111VX2＋0．23951Vx3－0．021009VX4＋0．0008404VX5

　　　　　 Y＝1．2219VY－0．23111VY2＋0．23951VY3－0．021009VY4＋0．0008404VY5

　0．84672Z＝1．2219VZ－0．23111VZ2＋0．23951VZ3－0．021009VZ4＋0．0008404VZ5

　ここで色差というものは色の相違を数量的に表したものであり，知覚的な差にほぼ比例す
るように定められている。そこで第1表に色差の数値と感覚的表現との関係を示しておく。
　第3図から明らかなように，未塗装合板はウェザーメーター処理の初期から大きく色差が
増加してきており色の変化が大きいことが分かる。216時間のウェザーメーター処理により



試料の表板単板がラワンの試料合板では13．5，他の樹種で8前後まで色差が増大している。
感覚的にもラワンは216時間で「非常に」他の樹種では「大いに」色が変わっているといえ
る。ミズナラ，シナノキ，ラワン，カプールなどは216時間以降一時的に色差の増加がゆる
やかになり，その後再び増加する傾向を示している。これは，216時間あたりまでは材色が
黒っぽく変色していくがその後槌色して白っぽくなる傾向にあるためであろう。このことは，
第2表に示した色の三属性（色相，明度，彩度）による表示によりよく理解できる。すな
わち，ウェザーメーター処理により色相がYRからRの方向へ変化し，彩度が低下し，明度
が216時間あたりまでは低下し，黒っぽくなるが，その後また明度は上昇して明るく白っぽ



くなっていくことが分かる。
　塗装合板は未塗装合板に比較して色差の増加が小さく，変色は小さいといえるが，648時
間以上処理すると3～4と色差が増加しており感覚的にもはっきり変色を認められる程度ま
で変色している。また変色の方向性を第3表に示した三属性の変化からみてみると，ウェザ
ーメーター処理により色相はほとんど変化なく明度が上昇し，彩度が低下している。すなわ
ち塗装合板はウェザーメーター処理によりその色は白っぽく，あざやかさを失っていく傾向
にある。しかしながら，表板単板樹種の違い，あるいは塗膜の厚さによる差異は少ない。こ
れは本試験で使用した塗料が，商科を多く含んだ不透明塗料であり，台仮合板を完全にいん
ペいしているためと考えられる。また，この変性ポリウレタン系樹脂塗料の色の安定性は良
好であると言われているが23）既報の市販外装用合板のウェザーメーターによる耐候性試験
の結果と比較してもその耐候性は優れているといえる。





　オーバーレイ合板Bは1080時間処理後も色差は2程度であり，塗装合板の432時間処理時

の値と同程度であり耐変色性が高い。またAでも864時間までは塗装合板の432時間程度，

1080時間でも塗装合板の 846時間程度であり，Bよりは劣るが塗装合板よりも耐変色性は高
い。

  ⅱ）光沢度変化

　60度鏡面光沢度の測定結果を第4表に示した。またウェザーメーター処理による光沢の変

化を，ウェザーメーター未処理試料の光沢度を100として処理合板の光沢度残存率を算出し
第4図に示した。

　第4表から，ウェザーメーター未処理のコントロール合板の場合，未塗装合板ではシナノ

キ合板が最も光沢があり，ラワン，マカンバ，ミズナラ，カプールの順で光沢が高い。全体

として 6～10％と比較的光沢は小さい。塗装合板は未塗装合板より光沢は高く，塗膜の厚い
程，光沢は高く，塗膜の薄い塗装工の合板が26～56％厚い塗装Ⅱの合板で55～75％である。

また表板単板樹種によっても光沢は異なり，シナノキの場合が最も高く，マカンバ，ミズナ

ラ，ラワン，カプールの順である。このように塗膜の厚さ，表板単板樹種により塗膜面での

光沢が異なるのは，表面の粗さの影響により，塗膜の厚い程，また材表面の粗さの小さい
程，表面の平滑性が高く，光沢度測定時の入射光に対する正反射部すなわち光沢度としての

成分光の反射が多くなるためと考えられる。

　ウェザーメーター処理による光沢度の変化をみると，未塗装合板はウェザーメーター処理

に伴い光沢度が増加している。これは，未塗装合板のもともとの光沢度が低いため，僅かな
光沢度の変化も率としては大きく変化することや，色の測定結果における明度の変化から考

えて，ウェザーメーター処理により材表面の反射率が増加し，光沢度が増加するものと考え

られる。

　塗装合板の場合にはウェザーメーター処理により光沢度は低下しており，塗膜厚さにより
異なり，塗膜の厚い塗装Ⅱの合板の方が光沢度の低下も小さく，また表単板樹種の違いによ

る差も少ない。これに対して，塗膜厚さの薄い塗装Ⅰの合板はその光沢度低下が大きく，ま

た表単板樹種による差も大きい。これは，ウェザーメーター処理による塗膜自体の化学的劣

化による光沢度の低下とともに，表面割れなどの物理的劣化による光沢度の低下が加わった
ためと考えられる。塗装Ⅰの合板においては，シナノキ，マカンバが表単板の試料合板の光

沢の低下が小さく，カプール，ラワンの低下が大きい。また，光沢度は低下が進むと平衡状

態になる傾向がある。また塗装Ⅱ合板においては，樹種による差は少ないが，ウェザーメー

ター処理とともに直線的に光沢は低下する。このことは統計的処理によっても確認され，回
帰直線を求めその傾きから検討すると，表単板樹種がミズナラ，カプールの試料合板で光沢

の低下が大きく，マカンバ，ラワン，シナノキの順であった。

　オーバーレイ合板の場合にほ第4表から初期の光沢度は約24％と比較的低く，第4図から

ウェザーメーター処理により光沢度は低下するが，その変化は非常に小さく，1080時間の処
理でも約20％程度の低下にとどまっている。

 ⅲ）表面割れ

　第5図に，表面割れの測定結果を測定線1cm当りの本数として示した。未塗装合板の表

面割れは648時間ウェザーメーター処理後で6本以内で少ないが，648時間以上処理すると表
面割れは急激に増加する。発生本数は，表板単板がカプールの場合が最も激しくラワン・ミ

ズナラ，マカンバの順に多い。しかしながらシナノキの場合には1080時間のウェザーメータ

ー処理後も割れの発生は4本と非常に少ない。塗装合板の場合には発生する割れは塗膜割れ



であるが，台板合板の影響を受け未塗装合板の場合と同様カプールが表板の場合に多い。し
かしながら割れの本数としては非常に少なくなっている。またシナノキにおいては塗膜の割
れは認められなかった。塗膜の厚い程割れの発生は少なく，塗膜の薄い場合の約50％程度で
ある。
　外装用合板の欠点の一つである表面割れに対する抵抗性は塗装処理することにより改善さ
れ，塗料の性質並びに塗膜の厚さなどによっても異なるが27），本試験の結果でも塗膜の厚
い程その効果が大きいといえる。
　材の組織的，及び物理的性質が表面割れの発生に大きく影響すると言われ10），膨張収縮
の大きいもの，また道管の大きいものなどに表面割れが多い傾向にあると言われる。また，
合板の場合には，構成上全体の動きが抑制され，膨張収縮による応力が，表面に開口した道
管口あるいは裏割れ部分に集中して素材に比較して割れの発生が大きいことが認められてい
る9）。本試験においても同様の結果が得られた。
　オーバーレイ合板はウェザーメーター1080時間の処理によっても割れは発生せず耐クラッ
ク性に優れていることが認められる。
  ⅳ）表面状態
　ウェザーメーター処理による試料合板の表面状態の変化をシャドーライン法により撮影し
た結果の一部を写真2に示した。
　写真からも明らかなように，ラワンでは，未塗装試料は 216時間のウェザーメーター処理
時から多数の表面割れが発生しており，塗膜の薄い塗装Ⅰの合板においては 648時間処理以
降表面割れが激しくなっている。また塗膜の厚い塗装Ⅱの合板では1080時間の処理後も表面
割れの発生が少ない。これに対しシナノキの場合には塗膜の薄い塗装でも，オーバーレイ合
板と同様，1080時間の処理後も表面状態はほとんど変化していない。
　第6図に表面粗さ計を用いて縦倍率100倍，横倍率10倍で測定した合板表面のプロフィル
の一部を示した。
　カプールは未塗装材のプロフィルからみて，材表面に開口している道管が大きく，かつ多



い。塗装した場合でも，塗膜の薄い塗装Ⅰの合板は勿論，塗膜の厚い塗装Ⅱの合板でも塗料
により開口部が十分には充填されていないことが認められる。これに対して，マカンバの場
合には材表面に開口している道管径は小さくかつ少ない。そして塗料によりほぼ完全に充填
されているのが認められる。ウェザーメーター処理によって各試料とも表面の粗さは増して
いるが，マカンバに比較してカプールが粗さが激しくなっていることが分かる。他の樹種に
ついての傾向はシナノキがマカンバと同程度，またミズナラはカプールと同程度，更にラワ
ンは中間的傾向を示していた。
　このような，試料表面のプロフィルの測定からも，表面割れに対して表面に開口している
道管部分が大きく影響していることが認められる。



　オーバーレイ合板においては，本試験の測定条件の100倍ではウェザーメーター処理によ
る表面プロフィルの変化はほとんど認められなかった。
　ⅴ）試料表面からの吸水
　第5表に，試料合板の裏端面をエポキシ樹脂でシールして，水中に24時間浸漬した時の吸
水量を示した。
　この結果，未塗装合板の場合，試料表面からの吸水量は，各試料ともウェザーメーター処
理に関係なくほぼ一定であり，またオーバーレイ合板も吸水量の変化は少なくかつ絶対量も
小さい。これに対して塗装合板はウェザーメーター未処理では吸水量は少ないが，処理とと
もに吸水量は増加しており，塗膜の薄い程増加は大きい。これらのことから，ウェザーメー





ター処理による塗膜の防水性能の低下，塗膜厚さによる防水性能の違いが認められる。
　そこでウェザーメーター処理による塗膜の防水性能の変化を更に検討するため，松本25）の
方法により吸水量から次式により塗膜の“被覆能”を算出し第7図に示した。

ここで　Wt：塗装合板の吸水量
　　　　Wunt：未塗装合板の吸水量
　　　　（Wt／Wunt）mean：各吸水時間における（Wt／Wunt）の平均値

　図から，各試料とも塗膜の薄い合板程被覆能は小さく，またウェザーメーター処理による
低下が大きいことが認められる。表単板樹種によっても被覆能は異なり，またウェザーメー
ター処理による変化も異なる。表単板がシナノキの合板が最も優れており，マカンバ，ラワ
ン，ミズナラ，カプールの順である。塗膜厚さの影響はマカンバ，ラワンにおいて大きく，
ミズナラ，カプールでは塗膜を厚くしても他の樹種に比較してその効果は小さい。表単板樹
種により塗膜の防水性が異なるのは，表面割れと大きな関係があるのは当然であり，表面割
れの多い，カプール，ミズナラが塗膜の防水性能の低下が大きく，シナノキ，マカンバはそ
の低下が小さい。
　塗膜による防水性能については，吸水量の絶対値及び吸水時間の延長に伴う吸水量の増
加，すなわち吸水速度が問題となる。すなわち，吸水量，吸水速度が小さくまたウェザーメ
ーター処理による吸水量の増加が小さいもの程，塗膜性能に優れているということが出来
る。



　そこで第8図にウェザーメーター処理時間及び吸水時間と吸水量との関係を立体的に図示
したものの一部を示した。
　この図から，防水性能の変化をよく把握することが出来よう。すなわち，未塗装合板では
24時間の吸水で多量の吸水が起こり吸水時間とともに漸増傾向を示し，ウェザーメーター処
理による吸水量の増加は小さいことが分かる。塗装合板についてみると，表単板カプール合
板の場合，塗膜の薄い塗装Ⅰ合板では216時間のウェザーメーター処理でほぼ未塗装合板と
同程度の吸水量を示しているが，塗膜の厚い場合には1080時間の処理までは塗装合板より小
さい吸水量を示している。また，シナノキの場合には，塗装合板の吸水量はウェザーメータ
ー処理によってもあまり増加せず防水性能がよく保持されていることがよく分かる。シナノ
キの場合には，塗膜の薄い塗装でも耐候性のよいオーバーレイ合板と同等の防水性能を有し
ていることなどがよく理解し得る。
　ⅵ）摩耗試験
　テーバー摩耗試験による摩耗量を摩耗重量減少で整理して，ウェザーメーター処理時間及
び摩耗回転数と摩耗量の関係について第9図にその一部を示した。
　図から，各試料とも，未塗装合板についてはウェザーメーター処理により一定回転数に対
する摩耗がほぼ直線的に増加しており，処理によって表面が摩耗され易くなっている。木材
の耐摩耗性は材の比重，硬さあるいは脆さに関係する性質であり，ウェザーメーター処理に
より材表層の材質劣化が進んでいくものと考えられる。また，回転数と摩耗量の関係を示す
線の傾斜が処理時間が長くなるにつれて急になることから，処理により表層劣化が進行し，
かなり内部まで劣化が進んでいると思われる。





　また磨耗量の絶対量及び各回転数に対する摩耗量の増加はラワン，シナノキが高く，マカ
ンバ，カプールが低く，またミズナラはこの中間であった。この違いは比重の差によると考
えられる。
　塗装合板の場合，摩耗試験により各試料とも塗装Ⅰで50回転，塗装Ⅱで100回転で塗膜が
失われ台板合板がほぼ100％現れていた。塗膜の失われた後は未塗装合板と同様の傾向を示
し，シナノキ，ラワンが摩耗量が多い。
　摩耗試験の結果，テーバー摩耗試験方法は表面劣化特に未塗装合板の表層材質劣化を示す
一指標となり得るものと考えられる。
　2．4．2　接着性能
　第6表にウェザーメーター未処理のコントロール合板の接着力試験結果を示した。
　この結果，オーバーレイ合板B以外はJAS 1類規格に合格している。しかしながら，オ
ーバーレイ合板Bは煮沸繰り返し接着力が6．2kg／cm2と規格値の7kg／cm2を下まわり
不合格となっている。
　常態接着力は平均値でラワン合板が19．4kg／cm2と最も高く，表単板がシナノキ，マカ
ンバ，カプールの合板がこれに近い値を示している。しかしながらミズナラの場合14．3
kg／cm2と他の試料と比較して特に低い値を示している。これは，異樹種構成合板の接着力
は最も弱い樹種の接着力に支配されることと，接着力試験片の破断が他の樹種と異なりミズ



ナラ単板部分で多く発生していることから考えて，ミズナラの接着力が特に低く現れたのは，
ミズナラ単板の強度性質によるものと考えられる。
　耐久性試験の一つとして行われる煮沸繰り返し試験による接着力はシナノキ，マカンバ，
カプールで常態接着力の約84％まで低下している。ラワンが最も低下が大きく67％まで低下
している。オーバーレイ合板はメラミン系接着剤を使用しているため，煮沸繰り返し処理に
より常態の約55％まで低下しており木破率も18～23％と大きく低下している。このためオー
バーレイ合板 BはJAS I類に不合格となった。



　第7表にウェザーメーター処理合板の接着力試験結果を，また処理による接着性能の変化
をみるため，未処理の値を100として残存率を計算し第10図に示した。
　第7表から，いずれの試料もウェザーメーター処理により接着力は低下するが1080時間処
理後も7kg／cm2以上の接着力を保持している。ウェザーメーター処理による変化を第10図
からみてみると，未塗装合板の場合にはマカンバ表単板合板以外は処理時間とともに直線的
に接着力は低下している。シナノキ，カプールの低下が大きく1080時間でもとの50％まで低
下している。ただし，マカンバの場合には処理により一時接着力が増大しているがこれは
フェノール樹脂接着剤にみられる後硬化によるものと考えられる。
　図から明らかなように，塗装処理により接着耐候性は向上し，塗膜の厚い程その効果が高
い。
　ここで，塗装処理による接着耐候性向上の効果を検討するため，未塗装，塗装Ⅰ，塗装Ⅱ
それぞれについて，回帰分析を行い回帰直線を求めてみると次のようになる。

　　未塗装　Y＝－0．0349X＋98．71　（r＝－0．8122）
　　塗装Ⅰ  Y＝－0．0186X＋100．58　（r＝－0．6057）
　　塗装Ⅱ　Y＝－0．0085X＋103．13　（r＝－0．4185）
ここで，Y：接着力残存率
　　　　X：ウェザーメーター処理時間
　　　　r：相関係数

　塗装Ⅱにおいてバラツキが大きいが，回帰直線の傾きを対比させてみると，未塗装に対し
て塗装Ⅰで1．9，塗装Ⅱで4．1倍の接着耐候性があることになる。
　塗装合板の場合，表単板樹種により接着力の低下がことなり，シナノキ，マカンバが小さ
く，カプール，ミズナラが大きく，ラワンがこの中間である。この傾向は表面性能の場合と
同様であり，表面性能の劣化が接着耐候性に影響を与えていることが認められる。
　一般に測定された接着力の低下は木材質と接着層との劣化の相互関係によるものである
が，いずれの因子が主要因であるか不明な場合が多い。本試験においても同様であるが，木
破率の変化を勘案すると，シナノキにおける接着力の低下は，処理により木破率が増加して
いることから，材質劣化の影響が大きく，一方カプールの場合には，木破率も低下している
ことから接着層での劣化が大きいものと考えられる。
　従って，塗装による接着耐候性の向上には，塗装による材質劣化の防止・接着層での劣化
防止の二つの効果が考えられ，この二つの効果があいまって接着耐候性の向上を因っている
ものといえよう。
　オーバーレイ合板にあっては，接着力の低下は認められず，オーバーレイ処理が接着耐候
性の向上に対して効果が大きいといえる。
　2．4．3　機械的強度性能
　静的曲げ試験の結果を第8表に，ウェザーメーター処理による変化について，コントロー
ルを100として残存率を計算して第11図に示した。
　この結果，供試合板の曲げ強さはラワン，カプールが高く，曲げ強さが約630kg／cm2，
曲げヤング率が82ton／cm2，またミズナラが最も低く，曲げ強さが420kg／cm2，曲げヤ
ング率が46ton／cm2であった。
　外装用合板として要求される曲げ強度性能の値というものは現在明確にされていないた
め，JASの構造用合板に対する値を参考にしてみると，供試合板は，1＋2＋1＋2＋1
mm構成の5プライであるから，JAS規格の5プライ，7．5mm合板に対する値をみる



と，単板品質による区分のうちAが曲げ強さ340，同じくBが320，Cが280kg／m2，ヤ
ング率がA．B．Cともに70ton／cm2となっている。従って，表単板がラワン・カプー
ル，マカンバの合板については充分な曲げ性能を有しているといえるが，シナノキの場合に
はヤング率の点で不足ぎみであり，ミズナラについては曲げ強さ，ヤング率とも不足してい
る。このミズナラの機械的強度の低いことが引張りせん断接着力の低いことの一つの原因で
もあろう。
　ウェザーメーター処理した場合，いずれも曲げ強度性能は低下し，曲げ強さの低下がヤン



グ率の低下よりも大きい。末塗装合板の場合，各試料合板とも同様の低下傾向を示し，処理
初期における低下が比較的大きいようである。また表単仮樹種によっても異なり，シナノ
キ，ミズナラにおける低下が大きく，曲げ強さで1080時間の処理で初期の約50％まで低下し
ている。しかし，他の試料合板でも1080時間の処理により約64％まで低下しており，ウェザ
ーメーター処理による曲げ強さの低下が大きいといえる。
　曲げヤング率においても，曲げ強度の場合と同様の傾向がみられ，シナノキが最も低下が
大きく1080時間の処理で初期の60％まで低下している。
　第12図に，未塗装合板のウェザーメーター処理による厚さ減りの測定結果を示したが，曲
げ強度試験においては表層の強度が大きく影響することから，厚さ減り，また摩耗試験の結
果からも，未塗装のシナノキ，ミズナラにおける曲げ強度性能の低下の大きいのは表層劣化
が他の試料に比較して激しいためと考えられる。
　塗装による表面処理の効果が認められ，接着性能の場合と同様表単板樹種がシナノキ，マ
カンバの場合に効果が大きい。これらの樹種は塗装処理が表面性能の維持にとくに有効であ
るためと考えられ，表面性能が曲げ強度性能に対しても大きく影響していることが認められ
る。また塗膜の厚い程，効果が大きく，例えばシナノキの場合，1080時間の処理で未塗装で
は曲げ強度が初期の50％程度まで低下するのに対して，塗膜の薄いもので64％，厚いもので
は90％の強度を保持している。一方カプールでは塗膜の薄いものは未塗装と同程度，厚いも
のでも未塗装合板より約10％程度の残存率が高いだけである。
　接着力の場合と同様，回帰直線の傾きの対比から，塗装の効果をみると，曲げ強度につい
ては，塗装Ⅰでは未塗装の1．3，Ⅱでは1．9，またヤング率については，Ⅰで2．0，Ⅱで8．4
倍



の耐侯性を示していた。
　2．5　まとめ
　紫外線カーボンウェザーメーターにより，外装用合板の耐候性について検討した結果をま
とめてみると次のとおりになる。
  ⅰ）表面性能：ウェザーメーター処理により表面性能は低下するが，塗装処理により色，
光沢，表面割れ，防水性能の耐候性が向上し，塗膜の厚い程効果が高い。
　表板単板樹種により表面性能は異なり，シナノキ．マカンバが優れ，ミズナラ，カプール
が劣っており，ラワンが両者の中間であった。
　表層の材質劣化について摩耗試験により検討した結果，未塗装合板においては，ウェザー
メーター処理により表層内部まで劣化が進行することが認められ，摩耗試験の表層劣化判定
法としての可能性が認められた。
  ⅱ）接着性能：ウェザーメーター処理により接着性能は低下し，未塗装合板ではシナノ
キ，カプールが表単板の合板において低下が大きい。しかし木破率を勘案すると，シナノキ
の場合には材質劣化が主であり，カプールの場合には接着層での劣化が影響していることが
認められた。
　塗装することにより接着耐候性は向上し，塗装合板の接着耐候性ほ表単板樹種により異な
り，表面性能の点で優れているシナノキ，マカンバが優れラワンが中位，ミズナラ，カプー
ルが劣っている。塗装効果は塗膜の厚い程高く，未塗装に対して，薄い塗膜で絢1．9，厚い
塗膜で約4倍の接着耐候性を示す。
  ⅲ）機械的強度性能：静的曲げ試験による強度性能はウェザーメーター処理により低下
し，特に曲げ強度の低下が大きい。未塗装合板ではシナノキ，ミズナラの合板が大きく低下
する。塗装することにより曲げ強度性能の耐候性は向上し，塗膜の厚い樫効果が大きい。未



塗装に対して，塗装合板の曲げ強度は，薄いもので約1．5，厚いもので約1．9倍，またヤング
率においては薄いもので2．0，厚いもので8．4倍の耐侯性を示した。塗装合板の曲げ強度性能
も接着性能と同様，表面性能に大きく影響され，表面性能の低下の激しいカプール，ミズナ
ラの合板が低下が激しく，次いでラワン，そしてマカンバ，シナノキの順に低下が小さい傾
向にある。
　以上各性能の変化を総合的に判断すると外装用合板の表板単板としてはマカンバが最も適
していると考えられる。またシナノキもヤング率の点で不足ぎみではあるが，適切な塗装処
理を施すことにより現在市販されているフェノール樹脂含浸紙オーバーレイ合板と同程度の
性能のものが可能と考えられる。

　3．外装用合板の5年間の屋外暴露試験
　前節において，ウェザーメーター処理による促進劣化法により外装用合板の耐候性につい
て検討した。しかしながら，ウェザーメーターによる促進劣化試験と屋外での実用時の耐候
性との関係はまだ明らかにされていないので，外装用合板の屋外での耐候性についても明ら
かにしておく必要がある。
　本草においては前節のウェザーメーター処理による促進劣化試験において最も耐候性の優
れていた，塗膜の厚い塗装合板を5年間屋外暴露し，各種性能の変化によりその耐候性を検
討した。
　3．1　試料
　屋外暴露にはウェザーメーター処理において最も耐仮性の優れていた，塗装法正による塗
膜の厚い合板を供した。表裏単板がシナノキ，マカンバ，ミズナラ，ラワン，カプールの 5
樹種で，約 38μの厚さに，変性ポリウレタン樹脂で塗装したⅠ類 5プライ合板である。比
較のためオーバーレイ合板も同時に暴露した。
　3．2　屋外暴露方法
　屋外暴露は北海道旭川市の北林産試庁舎（2階建）の屋上で，傾斜角450，正南面向きで，
昭和46年4月から昭和51年3月までの5年間行った。
　暴露合板は30×40cmサイズで各試料2枚ずつである。なお，端面をエポキシ樹脂塗料
でシールした。
　3．3　性能判定試験
　3．2の方法で屋外暴露した塗装合板の耐候性を判定するための性能試験項目として，表面
状態，色，光沢，塗膜の被覆能の表面性能，静的曲げ試験による曲げ強度性能をとりあげ実
施した。各々の試験方法は前節と同様である。
　3．4　試験結果と考察
  ⅰ）表面性能
　合板等の木質系材料を屋外で使用した際，最初に生じる変化は表面の変退色，表面に発生
するきれつなどであり，また塗装されている場合には塗膜の変退色，白亜化，割れなどの欠
点である。これらの欠点のうち特に割れから材質劣化へと進行して接着性能，強度性能の劣
化をもたらすものと考えられる。
　これらの欠点の発生を，暴露開始後3ヵ月目の梅雨期を過ぎた時点，夏期経過時の6ヵ月
目，冬期間を経過した1年後，以後1年経過ごとに肉眼観察を行った。その結果を大まかに
まとめたものが第9表であり，また表面状態の記録写真の一部を写真3に示す。
　第9表及び写真3からも分かるように，表単板がミズナラ，カプールの場合，大体暴露後





半年で塗膜に割れが入り始め2～3年で塗膜が剥落し塗膜としての性状を失ってしまう。ま
たラワンの場合には写真にも見られるように3年目あたりから割れが入り始め4年経過する
と塗膜としての性状を失っている。マカンバはラワンより塗膜の保持性がよく4～5年まで
塗膜としての性状が保たれている。シナノキは塗膜の保持は優れており5年経過しても割れ
の発生が認められず塗膜は健全であった。同時に暴露したオーバレイ合板にあっては，3年
目頃から表面の白亜化が目立ち始め，Aにおいては4年経過すると表面に塗られている塗膜
が失われ下地が透けて見え始め，5年経過すると表面凹凸が出ており，割れる直前という感
じになっていた。また Bは，4年目頃から白亜化が始まるが，5年間の暴露でも表面に塗ら
れている塗料は塗膜としての性状を保持していた。しかしながら，4年たつと飾溝の木口部
分に約40mmの接着層での剥離が生じていた。
　ここで第13図に，暴露合板の表面プロフィルを表面粗さ計により縦倍率100倍，横倍率10
倍で測定した結果の一部を示した。

　これは塗膜が比較的健全な部分について測定したものであるが，肉眼観察結果と同様，表
単板がシナノキ，マカンバの場合には表面プロフィルはあまり変化していないことが理解出
来る。しかしラワン，カプールにおいては表面プロフィルの変化は激しく，表面粗さが大き
くなっているのがよく分かる。特にカプールにおいて激しい。ミズナラについてもカプール
と同様の傾向であり，またオーバーレイ合板はシナノキの合板と同程度であったが，オーバ
ーレイ合板 Aで 5年目で組さが目立ってきていた。
　色の変化：塗装合板を屋外暴露した時の色の変化を検討するため，アダムスの色差を算出
し第14図に示した。
　塗装合板の色差は屋外暴露とともにほぼ直線的に増加し，1年で1～2となり感覚的表現
による「僅かに」から「目立つ」までと変色している。5年間暴露すると，表単板がシナノ
キ，マカンバの合板において他の合板より色差が小さい結果になる，これはシナノキ，マカ



ンバの場合，塗膜が比較的健全であり，測定される色が塗膜の色であるのに対してカプール
等他の合板では割れが激しくその影響が出たものと考えられる。
　同時に暴露したオーバーレイ合板は，塗装合板より色の変化が少ないが，5年間暴露する
とオーバーレィ合板Aでは「感知する程」，同じくBでは「目立つ」まで変色が進んでいる。
　光沢の変化：第15図に屋外暴露による光沢の変化を暴露前の値を100として，光沢残存率
を算出し示した。



　暴露前の光沢度は56～74％であり，表単板がシナノキ＞マカンバ＞ミズナラ＞カプール＞
ラワンの順に高かった。屋外暴露により各塗装合板とも直線的に低下している。これは統計
的にも高度に有意であった。
　光沢度の低下は表単板樹種により異なっている。光沢度が初期の50％まで低下する暴露期
間をとってみると，表単板がカプールの場合2年，ミズナラで2．6，ラワンで4．2，マカンバ
で4．6，またシナノキの場合には5年後の残存率が約76％であるので，外挿により求めれば
7．3年となる。このことからシナノキが最も光沢保持性がよく，マカンバ，ラワン，ミズナ
ラ，カプールの順となる。これは塗料自体の劣化による光沢の低下に，割れなどの欠点によ
る光沢の低下が加わった結果として出てきた順位であり，肉眼観察による塗膜性状の判定結
果と一致している。このことから塗装合板の表面割れなどを含めた表面性能の判定を光沢度
測定により行い得るものと考えられる。
　同時に暴露したオーバーレイ合板も暴露により光沢は低下し，低下率としては，ラワン，
カプールと同程度であるが，暴露前の値が22～25％と低いので絶対値としての変化は小さ
い。
　塗膜の防水性能：屋外暴露による塗膜の初水性能の変化をみるため，前節と同様に吸水試
験を行い，被覆能を算出し表16図に示した。

　図から明らかなように，屋外暴露 3年で表単板がカプールの場合には塗膜の防水性能とい
うものがほとんど失われ，未塗装と同程度になっている。しかしシナノキ，マカンバの場合
には 5年間の暴露によってもその被覆能はほとんど低下せず，また両者の差もほとんどな
い。しかしながらミズナラでは約10％まで低下し，ラワンでも約59％まで低下し塗膜として
の性能は失われていると考えられる。
　塗膜の防水性能の点からみて，表単板樹種がマカンバ，シナノキの合板がほとんど差がな
く耐侯性に優れ，ラワン，ミズナラ，カプールの順である。この順位は他の表面性能での順



位とほぼ一致している。
  ⅱ）接着性能
　屋外暴露合板の常態接着力試験結果を第10表に，また暴露前の値を100として，暴露によ
る接着性能の変化を残存率として算出し第17図に示した。
　第10表から，屋外暴露により接着力は低下するが，塗装合板ではすべて，JAS規格の
7kg／cm2以上である。
　オーバーレイ合板Bでは3年暴露時で6kg／cm2と接着力の低下が激しい。オーバーレ
イ合板はメラミン系接着剤を使用しており，未暴露の状態でもJASの煮沸繰り返し接着力
が低かったため屋外暴露に耐えられなかったものと思われる。
　本試験では常態接着力試験しか実施していないが，コントロール合板の試験結果から，暴
露合板の煮沸繰り返し接着力を推進してみると，コントロール合板の煮沸繰り返し試験によ
る接着力の低下が最も大きかったのはラワンで常態接着力の約 67％まで低下した。また屋外
暴露で最も接着力が低いのはミズナラで11．5kg／cm2であるが，ミズナラの煮沸繰り返し
試験による接着力は常態の80．4％である。従って，ラワン，ミズナラの屋外暴露合板の煮沸
繰り返し接着力としては，ラワンで11．4，ミズナラで9．2kg／cm2と推定される。このこと



から塗装合板は5年間の屋外暴露後もJAS規格のⅠ類合板としての接着力を保持している
と考えられよう。
　第17図の屋外暴露合板の接着力の変化をみると，表単板がラワン，マカンバ，ミズナラの
合板にあっては，暴露とともにほぼ直線的に接着力は低下しており，ラワンとマカンバが同
程度，ミズナラは大きな低下を示した。シナノキの場合3年までの低下が大きく，またカプ
ールでは暴露5年での低下が急激である。また木破率を勘案してみると，カプール表単板合
板では暴露により接着層での劣化が激しいものと考えられる。オーバーレイ合板は塗装合板
に比較して表面性能の点では優れているにもかかわらず接着カの低下が激しい。これは使用
接着剤がメラミン系接着剤であり，従来からメラミン系接着剤の耐久性は劣るといわれてお
り，本試験においても同様の結果となったものといえる。
  ⅲ）機械的強度性能
　第11表に屋外暴露合板の静的曲げ試験を，第18図に暴露前の値を100として，暴露による
変化を残存率として算出し示した。
　外装用合板として要求される曲げ強度性能の値は現在明確にされていないので前節におけ
ると同様JAS規格の構造用合板に対する値を参考にしてみてみると，第11表から，供試合
板のうち表単板がミズナラの合板で5年間の屋外暴露により構造用合板の最低値280kg／cm2

を下まわっている。またヤング率では暴露前の値も構造用合板としての70toa／cm2を下ま
わっている。またシナノキを表単板とした場合には曲げ強度は充分あるがヤング率で70
ton／cm2を下まわっている。従って，ミズナラ，シナノキを表単板とした合板は外装材料
としてと同時に構造的な利用をかねる場合には不適当といえよう。他の試料については5年





間の屋外暴露後も構造用合板としての強度性能を有している。
　第18図の曲げ強度の屋外暴露による変化をみると，各試料とも暴露年数とともにほぼ直線
的に曲げ強さが低下している。シナノキ合板が最も低下が小さく，5年間で約5％にとどま
っている。カプール，ミズナラの場合には低下が大きく，5年間の暴露でカプールで約30％，
ミズナラで約40％の低下を示している。
　曲げヤング率の変化についてみると，屋外暴露によるヤング率の低下は小さく，3年まで
はほとんど低下せず，5年間の暴露で最も低下の大きいミズナラ合板の場合で約25％であ
り，他の試料では10％以下である。
　ミズナラの3年目のヤング率が異常であるが，表単板樹種による曲げ強度性能の低下は，
シナノキ，マカンバにおいて小さく，カプール，ミズナラにおいて大きく，ラワンがその中
間であった。この表単板樹種による曲げ強度性能の劣化順位は表面性能における劣化順位と
ほぼ一致しており，表面性能の低下が曲げ強度性能に大きく影響しているといえよう。
　3．5　まとめ
　外装用合板の実際面での耐候性を検討するため，外装用塗装合板を5年間正南面向き，45
度の傾斜角で屋外暴露した結果をまとめると次のとおりである。
  ⅰ）表面性能：表面性能の点で耐侯性の優れていたのは表単板がマカンバ，シナノキの合
板であり，ミズナラ，カプールにおいて劣っていた。シナノキ，マカンバの場合，5年程度
まで塗膜としての状態を保持するが，ミズナラ，カプールでは 2～3年，またラワンで 3～
4年で塗膜としての状態は失われてしまった。塗膜の防水性能という点でもシナノキ，マカ
ンバが優れ，ミズナラ，カプールが劣っており，シナノキ，マカンバでは5年間暴露後もほ
とんどその防水性能は低下しないが，カプールでは2．5年，ミズナラでは4年で初期の半分
まで低下していた。また，色及び光沢も暴露によりほぼ直線的に変化し，光沢は塗膜自体の
劣化による低下とともに，割れなどの表面状態の変化を反映した低下として測定されるた
め，塗膜自体の劣化，表面状態の変化を含めた表面性能の変化の指標となり得るものと考え
られる。
  ⅱ）接着性能：屋外暴露により接着性能は低下する。しかし5年間暴露後もJASのⅠ類
合板としての接着力は保持されていると考えられる。表単板がマカンバ，ラワンの合板の低
下が小さく，5年後で約12％，またミズナラ，カプールの低下が大きく5年間の暴露でカプ
ールで約30％の低下を示した。
  ⅲ）機械的強度性能：静的曲げ試験による曲げ強度性能は屋外暴露により低下し，全試料
を平均して，5年後には，まげ強さで約 20％，ヤング率で約 5％の低下を示した。表面性能
の点で優れていたシナノキ，マカンバで低下が小さく，表面性能の劣っていたミズナラ，カ
プールの低下が大きかった。
　以上，諸性能の変化を総合して判断すると，外装用合板として耐候性に優れているのは表
単板をマカンバとした場合であり，カプール，ミズナラを使用した場合には耐候性に劣って
いる。
　屋外暴露の場合，自然を相手とした試験であり，暴露地域，年によって当然気象状況が異
なり，屋外暴露の条件が異なることになる。従って，屋外暴露試験にあたっては気象条件を
充分に把握しておく必要があろう。
　本試験についても，暴露地の気象状況について気象台のデーターから取りまとめて，暴露
試験期間中5年間の平均値として第19図に示しておく。



　4．外装用合板の屋外暴露と各種ウェザーメーターによる促進劣化試験との関係
　外装用合板の耐候性判定のために迅速かつ再現性のある促進劣化試験法が望ましいのは当
然であるが，促進劣化試験により判定される耐候性と実際上の耐候性との関係が明確にされ
ていなければ促進劣化試験法の意味がないことになる。
　本章では，外装用合板の耐候性試験を確立するための基礎資料を得るため，屋外暴露と各
種ウェザーメーターによる促進劣化試験との関係について検討する。
　屋外暴露及び紫外線カーボンウェザーメーターによる促進劣化試験については前述の結果
をもとにし，新たに 2種類のウェザーメーター，すなわち，サンシャインカーボンウェザー
メーター及びデューサイクルウェザーメーターによる促進劣化試験を行った。
　4．1　試料
　供試合板は2．3項で使用したものと同じ樹種のⅠ二類5プライ合板に変性ポリウレタン樹脂
を厚く（約38μ）塗装した合板である。第12表に供試合板の諸性能を取りまとめて示した。
　4．2　屋外暴露及びウェザーメーターによる促進劣化試験方法
　屋外暴露は3項に記戟のとおりである。



　ウェザーメーターによる促進劣化試験の条件を第13表にまとめて記載した。
　試験梯はともにスガ試験機 K．K．製のものであり，紫外線カーボンウェザーメーターはW
E－2型，サンシャインカーボン及びデューサイクルウェザーメーターはWE－Sun－DC型
を使用した。デューサイクルウェザーメーターはサンシャインウェザーメーターの光フィル
ターを取り除いて光源とし，光照射を1時間間隔で断続して行い，消灯中機内湿度を100％
R．H．に近い高湿度にし，更にこの間試料の裏面へ 7℃の水をスプレイすることにより試
料を冷却して試料表面で結露させた。
　また第20図に太陽光及びウェザーメーターにおける分光分布を示した28）。
　これらウェザーメーターの分光分布の特徴は，紫外領域において，サンシャインカーボン
ウェザーメーターは太陽光とほとんど同調するエネルギーを持っている。紫外線カーボンウ



ェザーメーターの場合，波長範囲によりバラツキがあること，またデューサイクルウェザー
メーターにおいては255nm以下の短波長の光が含まれていることである。
　4．3　性能判定試験方法
　各種方法で劣化させた合板の耐候性を判定するための性能判定項目には，表面性能とし
て，光沢，色の変化及び塗膜の防水性能，接着性能．静的曲げ試験による強度性能を取り上
げた。各性能試験の方法は前章までと同様である。
　4．4　試験結果と考察
　屋外暴露とウェザーメーターによる促進劣化との関係を検討するにあたっては，暴露前の
コントロール合板の値を100として，劣化処理後の値を残存率として算出し，その変化につ
いて検討した。ただし色の変化については色差値そのままの変化によった。
  ⅰ）表面性能
　色の変化：第21図に各種方法による色差の変化を示した。屋外暴露及び紫外線カーボンウ
ェザーメーター（以下 UWと略記）処理では時間とともに色差はほぼ直線的に増加してお
り，色が直線傾向で変化していることになる。サンシャインカーボンウェザーメーター（以
下 SWと略記）処理においては試験時間が短いが，初期における変化が比較的大きいようで



ある。またデューサイクルウェザーメーター（以下DWと略記）の場合には200時間まで急
激に色差が増加し以後平衡状態を示しており，他の劣化処理と比較して促進効果が格段に大
きいといえる。
　図中の直線は最小自乗法により求めた全試料についての回帰直線であり統計的にも高度に
有意であった。
　屋外暴露とUW及びSWについて色差変化に対する時間換算を，回帰直線の懐きを対比さ
せることにより求めてみると，UWの264時間及びSWの356時間がそれぞれ屋外暴露の 1年
に相当することになる。
　光沢の変化：第22図に各種方法による光沢度の変化を示した。屋外暴露，UW及びSWに
ょる処理において各試料の光沢度はほぼ直線的に低下し，屋外暴露において，低下の小さい
シナノキ，マカンバの試料はウェザーメーター処理においても小さく，また屋外暴露におい
て低下の大きいカプール，ミズナラ試料はウェザーメーター処理においても大きい傾向にあ
り，試料間における差は同じ傾向にあり，屋外暴露とUVV，SW，と間には相関性が認めら





図にはシナノキについてのみプロットしたが，他の樹種についてもほとんど同じであった。
　色及び光沢の表面性能に対してDWの促進効果が大きいのは，このウェザーメーターの
255nm以下の短波長域のエネルギーの影響が大きいものと考えられる。
　塗膜の防水能の変化：第23図に各種方法による被覆能の変化を示した。被覆能の変化は各
劣化処理方法において，シナノキはSWにおいてやや異常ではあるが，その他の処理方法で
はほぼ同様の傾向を示しており，表単板がシナノキ，マカンバの合板で被覆能の変化が小さ
くほとんど低下していない。これに対してカプール，ミズナラの合板の低下が大きい。
　また，200時間までに色，光沢が大きく変化したDWで被覆能は400時間まであまり変化せ
ず，600時間の処理でミズナラ，ラワン，カプールが急激に低下している。これは200時間ま
では塗膜の極く表層のみの劣化であり，被覆能すなわち吸水量に影響する程内部の劣化が進
んでいないものと考えられる。
　図中の直線が回帰直線でSW以外は統計的に有意であった。
　これら屋外暴露とUW及びDWとの被覆能の劣化についての時間換算を，回帰直線の傾き
との対比から求めると屋外暴露 1年に相当するウェザーメーター処理時間はUWで287時間，
DWでは260時間となり，UW及びDWの促進効果はほぼ同じであった。
　ⅱ）接着性能
　第24図に各種方法による接着力の変化を示した。図から，接着力は屋外暴露，DW及び
SW処理によって時間とともに低下している。またUW処理においては処理初期において，
一時接着力が増大してその後低下する傾向を示している。これは使用したフェノール樹脂接
着剤にしばしば見られる後硬化の影響と思われる。
　各劣化処理方法の間にあっては，試料合板の違いによる接着力の低下傾向はあまりよく一
致していないが，いずれの処理方法においてもマカンバ試料の接着力低下が小さく，接着耐
候性に優れ，カプールが劣る傾向にある。



　図中の直線が全試料についての回帰直線であり臣外暴露，DW及びSWについては統計的
にも1％危険率で有意であった。またUWについては危険率10％で有意であった。
　接着力の劣下についての屋外暴露と各ウェザーメーター間の時間換算を行うと，UWにつ
いては信頼性が劣るが回帰直線の傾きの対比から．屋外暴露1年に相当する各ウェザーメー
ターによる処理時間はそれぞれUWで393時間，DW及びSWで114時間となり，UW処理よ
りDW，SW処理の方が促進効果が高い。
  ⅲ）機械的強度性能
　第25図に静的曲げ試験による曲げ強さの各種方法による変化を示した。

　曲げ強さは各劣化処理方法において時間とともに低下しており，劣化処理方法の間にあっ
て，試料の違いによる曲げ強さの低下の傾向はほぼ一致しており，いずれの方法においても
ミズナラ，カプールにおける低下が大きく，シナノキ，マカンバの低下が小さい傾向にあ
り，屋外暴露とウェザーメーター処理の間に相関性を認めることが出来よう。
　図中の直線が，各劣化処理方法における全試料についての回帰直線であり，統計的に処理
すると屋外暴露UW及びDWにおいては危険率1％で有意となり，SWについては10％の危
険率で有意となった。
　曲げ強さの劣化についての屋外暴露とウェザーメーターとの時間換算を回帰直線の対比か
ら求めてみると，SWの場合，他より信頼性は劣るが，屋外暴露1年に相当する各々のウェ
ザーメーターによる処理時間は，UWで248時間，DWでは156時間，またSWでは161時間
となりUW処理よりDW及びSW処理の方が促進効果が大きい。
　第26図に同じく曲げヤング率の変化を示した。
　図からヤング率は屋外暴露及びUW処理による低下が小さい。一方，DW，SW処理によ
る低下は大きく，特にSWによる場合低下が大きい。各劣化処理方法間にあって，試料の違



いによる低下の傾向はあまり一致せず，曲げ強さの場合と異なり，各劣化処理方法間には相
関性が認められない。
　図中の直線が，各処理方法における全試料についての回帰直線であるが，統計的処理によ
ると，SWで危険率1％，DWで危険率5％で有意となった。屋外暴露，UWについては有
意とならなかった。
　各劣化処理方法間の時間換算について回帰直線の傾きの対比から求めてみると，SWとD
Wとでは，SWの方がDWよりも約3．4倍の促進効果を現していることになる。
　屋外暴露との関係については，屋外暴露及びUWについて回帰直線が有意とはならなかっ
たので，単純に直線の傾きを対比するにとどめるが，屋外暴露1年対UW336時間，DW71
時間，SW21時間となる。
　4．5　まとめ
　変性ポリウレタン樹脂塗料で塗装した，表単板樹種の異なる合板の耐候性にいて，5年間
の屋外暴露と3種類のウェザーメーターによる促進劣化との関係を検討した結果
  ⅰ）表面性能：色，光沢の変化に対してデューサイクルウェザーメーターの促進効果が他
に比較して極端に高い。光沢の変化について，屋外暴露1年が，紫外線カーボンウェザーメ
ーター及びサンシャインカーボンウェザーメーター処理の約230時間に相当し，試験方法間
に相関性が認められる。色の変化については，紫外線カーボンウェザーメーター処理の約
260時間，サンシャインカーボンウェザーメーター処理の約360時間が屋外暴露1年に相当す
る。
　塗膜の被覆能の変化については，色，光沢の変化の場合と異なりデューサイクルウェザー
メーターの極端に高い促進効果は認められなかった。塗膜の被覆能の変化について，屋外暴
露1年が紫外線カーボンウェザーメーター処理の287時間，デューサイクルウェザーメータ
ー処理で260時間に相当し，両ウェザーメーターの促進劣化効果はほぼ同じである。
  ⅱ）接着性能：接着力の変化については，デューサイクル及びサンシャインカーボンウ



ェザーメーターの促進劣化効果が高く，これらのウェザーメーター処理約110時間が屋外暴
露1年に相当する。紫外線カーボンウェザーメーターでは約390時間が屋外暴露1年に相当
する。
  ⅲ）機械的強度性能：曲げ強度性能に対して，デューサイクル及びサンシャインウェザー
メーターの促進劣化効果が高く，特に曲げヤング率の変化に対して効果が高い。
　曲げ強さについて，紫外線カーボンウェザーメーター処理250時間，他のウェザーメータ
ーで約160時間が屋外暴露1年に相当する。ヤング率については，サンシャインカーボンウ
ェザーメーターの方がデューサイクルウェザーメーターより約3．4倍の促進劣化効果を有し
ている。また曲げ強さの変化について各試験法間に相関性が認められる。
　以上，本試験で得られた範囲内での屋外暴露と各種ウェザーメーターによる促進劣化との
間の各種性能についての時間換算をまとめて第14表に示しておく。

　以上の結果から，外装用合板の耐候性試験方法としてウェザーメーターによる促進劣化試
験を適用することが可能と考えられる。

　5．要　約
　合板の耐候性は外装用合板として最も要求される性能である。また外装用合板の性質向上
あるいは新製品の開発に際しては合板の耐候性を判定するための効果的かつ信頼性のある試
験方法が必要とされる。
　本研究の目的は，外装用合板の耐候性に対する単仮樹種及び塗装の影響について検討し，
外装用合板の性能向上のための資料を得ること，また外装用合板の耐候性を判定するより効
果的かつ信頼性のある試験方法の確立のための基礎資料を得ることにある。
　フェノール樹脂接着剤を使用したⅠ類5プライ合板を試料とし，変性ポリウレタン樹脂塗



料で塗膜厚さを変えて塗装した。供試合板の表及び裏板単板樹種はシナノキ（Tilia japo－

nica SIMONKAI），マカンバ（Betula Maximowicziana REGEL），ミズナラ（Querc－

us crispula　BLUME），ラワン（dipterocarpaceae shorea SPP．），カプール（Dip－

terocarpaceae Dryobalanops spp．）とし，中心，そえ心はラワンとした。

　外装合板の耐候性の検討のため，紫外線カーボンウェザーメーターにより促進劣化試験，

また実際面での耐候性検討のため5年間の屋外暴露を行った。

　更に，促進劣化試験と屋外暴露との関係を明らかにし，外装用合板の耐候性試験方法の確

立のため，紫外線カーボン，サンシャインカーボン，デューサイクルの3種類のウェザーメ

ーターを用いた促進劣化試験と屋外暴露試験との関係について検討した。

　本研究の各章で行われた試験の結果を要約すると次のとおりである。

  1．紫外線カーボンウェザーメーターによる促進劣化試験

 ⅰ） 表面性能：ウェザーメーター処理により表面性能は劣化するが，塗装処理により表層

の劣化，色，光沢表面割れに対する耐候性は向上する。塗膜の防水性能は塗膜の厚さと表単

板の樹種に影響され，塗膜の厚い程その効果は高く，表単板がシナノキ，マカンバが優れ，

ミズナラ，カプールが劣っている。ラワンがその中間である。

　テーバー摩耗試験により表層の摩耗を測定した結果，未塗装合板の表層がウェザーメータ

ー処理により比較的内層まで劣化が進行したものと考えられる。

 ⅱ） 接着性能：合板の接着力はウェザーメーター処理により低下する。表単板樹種がシナ

ノキ，カプールの未塗装合板が大きく低下するが，木破率を勘案するとシナノキでの接着力

低下は材の劣化によるものであり，カプールでは接着層の劣化によるものである。

　塗装処理により接着耐候性は向上し，塗膜の厚い程効果が大きい。表板単板樹種がシナノ

キ，マカンバの合板に対して効果が高い。

　末塗装合板に比較して，薄い塗膜の合板の耐候性は1．9倍，厚い塗膜の合板の耐候性は約

4倍になる。

 ⅲ） 概械的強度性能：ウェザーメーター処理により曲げ強度性能は低下し，曲げ強さの低

下が大きい。とくに表板単板がシナノキ，ミズナラの未塗装合板の低下が大きい。

　塗装処理により耐候性は向上し，塗膜が厚い程効果は高く，シナノキ，マカンバに対して

効果が大きい。

　未塗装合板に比較して，塗膜の薄い合板は1．3倍，塗膜の厚い合板は1．9倍の耐候性をもっ

ている。

　以上の結果から判断すると，外装用合板としてマカンバが最も適している。

　2． 外装用合板の5年間の屋外暴露試験

　実際的な耐侯性について検討するため，促進劣化試験で耐侯性の優れていた厚い塗装の合

板を5年間屋外に正南面向き45度の傾斜で屋外暴露した。

 ⅰ） 表面性能：表面性能の点で耐候性に優れているのは，表板単板樹種がシナノキ，マカ

ンバの合板で，ラワンが中間，カプール，ミズナラが劣っている。シナノキ，マカンバでは

5年後も塗膜としての状態は保持されていたが，ラワンでは3～4年，カプール，ミズナラ

では2～3年で塗膜としての状態ではなくなる。

　塗膜の防水性能も，シナノキ，マカンバは5年後も保持されるが，カプールでは2．5年後

に，ミズナラでも4年後に，いずれも半分に低下した。

 ⅱ） 接着性能：屋外暴露により合板の接着力は低下し，5年後で表板単板がマカンバ，ラ



ワンの低下率は約12％，ミズナラ，カプールで約30％であり，全試料平均で16％の低下であ
った。しかし全試料ともJASのⅠ類合板としての接着力を保持していた。
 ⅲ） 機械的強度性能：屋外暴露により曲げ強度性能は低下し，5年間の暴露で全試料の平
均で，曲げ強さが約20％，曲げヤング率で約5％の低下である。シナノキ，マカンバ表板単
板の合板が低下が小さく，カプール，ミズナラの合板が大きく低下している。
　以上の結果から，マカンバの合板がウェザーメーターによる促進劣化の場合と同様，耐侯
性に優れ，ミズナラ，カプールは劣っている。
　3． 屋外暴露と各種ウェザーメーターによる促進劣化との関係
  1） 表面性能：色，光沢の変化に対して，デューサイクルウェザーメーターは著しい促進
劣化効果がある。
　光沢の変化について，屋外暴露1年が，紫外線カーボンウェザーメーター及びサンシャイ
ンカーボンウェザーメーターの約230時間に相当する。色の変化については紫外線カーボン
ウェザーメーターの260時間，サンシャインカーボンウェザーメーターの360時間が屋外暴露
1年に相当する。
　塗膜の被覆能については，紫外線カーボンウェザーメーターの287時間，デュサイクルウ
ェザーメーターの260時間の処理が屋外暴露1年に相当する。
 ⅲ） 接着性能：接着力の劣化に対しては，サンシャインカーボン及びデューサイルウェザ
ーメーターの促進劣化効果が高く，これらのウェザーメーター処理の絢110時間が屋外暴露
1年に相当する。紫外線カーボンウェザーメーターでは390時間が屋外暴露1年に相当する。
 ⅲ） 機械的強度性能：曲げ強度性能の劣化に対してサンシャイン及びデューサイクルウェ
ザーメーターの促進劣化効果が高い。
　曲げ強さについて，紫外線カーボンウェザーメーター処理250時間，他のウェザーメータ
ーで約160時間が屋外暴露1年に相当する。
　以上の結果から，ウェザーメーターによる促進劣化法は外装用合板の総合的性能について
の耐候性試験方法として充分適用可能と考えられる。
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