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　1．緒　言
　近年，優良大径原木が少なくなったことから，製材工程において，歩止りが低下するとと
もに端材，短尺材が増加してきている。これら端材，短尺材を有効に利用するための方法が
望まれている。また，小径木である人工林からの間伐材，特に北海道においてはカラマツ間
伐材の有効利用の方法の開発も要望されている。これらの材を有効利用するために，接着剤
を用いて，縦接合あるいは積層接着し集成化して長尺，大断面材として使用する方法が考え
られる。
　木材を接着する時，その接着性能に影響を与える重要な因子の一つに被着材含水率があ
る。一般に，木材接着における被着材の適正含水率は，接着剤により許容範囲はあるが，5
～18％とされている。被着材をこの含水率範囲にするためには，当然のことながら材を乾燥
する必要がある。
　一方，端材，短尺材などを集成化した製品の価格について考えた場合，集成材の価格は一
般製材品と同等，ないし低くならざるをえないであろう。このことからみて，端材，短尺材
などを一般製材品と同様に乾燥してから接着することは経済的な面からみて不利といわざる
をえない。
　したがって，未乾燥の高含水率状態で接着が可能であれば，歩止りの向上，工程の合理化
などがはかられ，大きなメリットが生じるものと思われる。
　そこで，高含水率木材を接着するための適当な方法，及び接着剤について検討するため本
試験を行った。はじめに，既往の一般的な木材用接着剤を用いて，圧締時に加熱して高含水
率木材を接着する方法について検討し，次いでその反応性の高さから木材用接着剤として利
用され始めているイソシアネートを利用して，酢酸ビニル樹脂エマルジョンーイソシアネー
ト系を用いて高含水率木材の縦接合について検討した。
　なお，本報告の一部は昭和53年4月に行われた第28回日本木材学会大会において発表し
たものである。

　2．加熱圧締による高含水率木材の積層接着
　2．1　はじめに
　木材接着に影響する因子は種々あるが，前述したように，その一つの重要な因子として被
着材の含水率がある。本試験の目的である高含水率材を接着しようとする場合の，高含水率
という因子の影響についてみると，①被着剤の保持する水分により，接着剤濃度が希釈され
粘度が低下し，接着剤が被着材中へ過度に浸透してしまい，接着層で接着剤が過少になる，
いわゆる欠膠状態となり接着不良となる。②接着剤樹脂の硬化が，溶剤である水分の吸収に
先行し樹脂分子を不溶性の形に分離凝集させて接着力を低下させる。③更に，接着後の木
材において，乾燥に伴う収縮により接着層に内部応力を生じ,　接着層の劣化 ，二次的なそ
り，割れなどが生じる。などの影響がいわれている1）。
　このような被着材の水分の影響を受けないような，高含水率木材専用の接着剤も市販され
始めている。一つは，－OH基と反応するイソシアネートにより，被着材の水分を積極的に
利用するタイプのイソシアネート系接着剤，及び溶剤をほとんど含まないタイプのエポキシ
系接着剤である。更に，これら高含水率木材専用の接着剤を種々の方面で利用する方法も研
究されている2～6）。
　また，一般的に使用されている木材用接着剤を用いて，高含水率木材を接着するための研
究も一二行われている。すなわち，充填剤の利用や，加熱圧締により接着剤の浸透を防いで



接着する方法7），8），特許の関係で詳細は不明であるが，フィンガー部分のみを乾燥させて縦
接合させる方法などが検討されている9）。
　本試験においては，圧締時に加温することにより，接着剤の硬化を促進し，接着剤の材へ
の過度の浸透を防ぎ高含水率木材の接着を可能ならしめる方法について試みた。目標として
は集成材への応用，特にカラマツ間伐材の利用を考えた。
　なお，本試験は主に接着性能についてのみ行い，積層接着することによる，小径間伐材な
どに対して期待される，そり，狂いなどに対する抑制効果については別の機会に譲った。
　試験は，まず市販の高含水率木材用接着剤を用いて接着試験を行い，その接着性能を把握
した。次いで，加熱圧締の条件を設定するための二三の予備試験を行い，求めた圧締条件に
よって実験室規模で集成材を製造してその接着性能について検討した。
　2．2　市販高含水率木材用接着剤による接着試験
　在来の接着剤を用い，加熱圧締により高含水率木材の接着を試みるに先立って，市販され
始めて間もない高含水率木材用接着剤の性能を把握しておくため，エポキシ系接着剤，イソ
シアネート系接着剤及び，高含水率木材用ではないが，許容含水率範囲が広いといわれるα－
オレフィン系接着剤を用いて高含水率木材の接着試験を行った。
　2．2．1　試験方法
　供試材としては，針葉樹からエゾマツを，広葉樹からマカバを選定して用いた。エゾマツ
は建築用材として，マカバは家具用材あるいは複合フローリングの化粧材としてともに広く
用いられていること，さらにJISにおいて木材用接着剤の接着性能判定のための基準材と
して用いられていることから，両樹種を試験材として用いた。
　接着時の被着材含水率は12，20，30，40，80％とした。ただしそれぞれの範囲は，12％，
20％で±1％以内，30％で±3％以内，40，80％で±5％以内になるような試験材を用い
た。
　接着試験は，JIS K 6852に準じた圧縮せん断接着力試験法によって行った。
　接着力試験は，接着した後，接着時の含水率をほぼ保持したままの状態で接着力を測定す
る場合（湿潤状態とする）と，接着後気乾まで乾操した後の気乾状態で接着力を測定する場
合（気乾状態とする）との 2条件で行った。
　湿潤状態での試験は，接着製品が未乾燥のまま加工されたり，使用される場合を考え，ま
た気乾状態での試験は，一般的な気乾状態での使用を考えて行った。
　それぞれの状態における試験は次のように行った。
   ⅰ）湿潤状態試験
　所定の含水率に調整した厚さ1cm，幅 2．5cm，長さ3cmの試験材を用い，圧縮せん断試
験片を個々に接着した。圧締は 5組を一度に行えるネジクランプ式の治具を用いて行った。

　接着剤の配合は第1表に示した標準配

合によった。接着剤の塗付量は250g／m2

とし，接着面のそれぞれに，イソシアネ

ート系接着剤については刷毛で，他の2

種類については謄写板用の小型ゴムロー

ラーで塗付した。圧締条件は，25°C，

65％RH，圧力10kg／cm2とし，圧締時

間は，硬化の速いと思われるイソシアネ

ート系及びα－オレフィン系接着剤で1，



3，5，24時間，硬化の比較的遅いと思われるエポキシ系接着剤で24時間とした。圧締中，
治具をポリエチレン袋に密封して，含水率の変化を極力抑えるようにした。
　接着力試験は，イソシアネート系及びα－オレフィン系接着剤については，解圧後直ちに行
った。エポキシ系接着剤については，24時間圧締した後の解圧直後と解圧後試験片をポリエ
チレン袋に封入し同一の温湿度で3，5，7日間養生した後に行った。
  ⅱ）気乾状態試験
　気乾状態での試験は，厚さ1cm，幅10cm，長さ20cmの柾目板を用い，2枚合わせにネ
ジクランプ式の治具で圧締接着して行った。接着剤の配合，塗付量，圧締圧力　温湿度はⅰ）
の場合と同一にした。圧締時間は，いずれの接着剤についても24時間とした。解圧後，試験
材を20°C，65％RHの恒温恒湿室に放置して気乾状態の含水率約12％になった後，圧縮せん
断試験片を採取し接着力試験を行った。
　また，被着材自体の含水率によるせん断強さの変化を知るため，接着力試験片と同一形状
のものを用いて，素材の圧縮せん断強さの測定も行った。
　2．2．2　試験結果及び考察
　各種接着剤の，湿潤状態での接着強さの発現性を第1図～第3図に示した。
　圧縮せん断接着強さ試験と同一形状の試験片を用いて測定した素材の圧縮せん断強さと含
水率の関係を第4図に示した。
　第1図からイソシアネート系接着剤の場合，含水率が高い程，接着強さの立ち上りは早く
なるが，接着強さは低下する傾向がみられる。含水率30％以上では，接着強さは3時間以内
でほぼ平衡に達するようであり，12～20％では5時間以上の圧締が必要のようである。これ
は，イソシアネート系接着剤は水分と反応して炭酸ガスを発生しながら硬化するため，被着
材含水率が高い程硬化が早くなるためと，発生する炭酸ガスの拡散，散逸が遅くなり接着剤
層に残留し接着剤の凝集力を低下させるためと考えられる。
　被着材樹種による差異はなく，接着強さは高い場合で30kg／cm2であった。
　また，第4図の素材のせん強さと接着強さとを比較しても明らかなように，イソシアネー
ト系で接着した場合，接着強さが低い。なおこの時，木部破断は全く生じなかった。
　エポキシ系接着剤の場合，第2図から被着材自体のせん断強さの低いエゾマツに対して
は，24時間の圧締で接着強さはほぼ平衡に達するようであり，木破率も含水率40％まではほ

　　第1図　イソシアネート系接着剤の湿潤状態における接着強さの発現性
　Fig．1．　Adhesive strength development with polyurethane resin
　　　　　　adhesive（in wet condition）



　　　第2図　エポキシ系接着剤の湿潤状態における接着強さの発現性
　　Fig．2．  Adhesive strength development with epoxy resin
　　　　　　　adhesive（in wet condition）

　　　第3図　α－オレフィン系接着剤の湿潤状態における接着強さの発現性
　Fig．3．  Adhesive strength development with α－olefin resin
　　　　　　adhesive（in wet condition）



ぼ100％近く生じた。これは，第4図の
素材のせん断強さと比較して妥当な接着
性能と考えられる。しかしながら，含水
率80％では，木破率は0となり木部破断
は生ぜず，接着強さも素材のせん断強さ
に比較して低い値となった。
　一方，材自体のせん断強さの高いマカ
バに対しては，12～20％の含水率範囲で
は3日間の養生で接着強さが最大になる
傾向を示している。しかし，含水率が30
％以上では 7日間の養生後も接着強さが
上昇するような傾向にある。特に80％に
おいてはその上昇傾向が緩慢であり平衡
に達するまでには更に長時間を要するよ
うである。
　また，木破率は，20％以上の含水率範
囲では低く，7日間の養生後でも高 1々0
％であった。素材のせん断強さと比較し
てみても，7日間の養生では十分な接着
強さに達していないようである。
　接着強さが素材の強さよりも低く，木
破率も低いことからみて，高含水率状態
のものの接着強さが低いのは，接着剤自

体の凝集力が小さいか，接着剤と被着材との界面における接着力が小さいかの要因によるも
のと考えられる。このような現象の生ずる一つの原因として，7日間の養生後も接着強さが
平衡に達していないことからみて，接着剤の硬化がまだ十分でないためその凝集力が小さい
ということが考えられる。
　α－オレフィン系接着剤の場合低比重のエゾマツは，24時間の圧締で含水率20％までであれ
ば，木破率もほぼ100％であり，接着強さも第3図から素材のせん断強さと比較しても十分
な値となっている。しかしながら，30％以上になると24時間の圧縮では十分な接着性能を発
揮するまでには至っていないといえる。一方マカバは，24時間の圧締では40～80％の含水率
になると接着はするが接着強さはほとんど0であった。
　α－オレフィン系接着剤はエマルジョンタイプであり，水分が散逸して初めて十分な接着性
能を発揮することが出来るものである。したがって，被着材含水率の影響が大きく現われ，
30％以上の含水率になること接着性能は大きく低下するものと考えられる。
　気乾状態の圧縮せん断接着強さ試験の結果を第2表に示した。
　この試験結果から，各接着剤による接着性能を評価するため，集成材のJASに規定され
ているブロックせん断強さの基準値と対比してみた。
JASの基準値は，エゾマツに対しては，せん断強さが50kg／cm2，木破率が60％である。
カバに対しては，せん断強さが60kg／cm2，木破率が40％である。
　これらJASの基準値と第2表の結果とを対比し，耐久性については別として，集成材と
して一応実用性のありそうなものを上げてみる。エゾマツの場合，全含水率範囲におけるエ



              第 2表  気 乾 状 態 で の 接 着 力 試 験 結 果
   Table 2.  Results of compressive adhesive test in dry condition



ポキシ系接着剤と，α－オレフィン系の40％までのものが適合する。しかし，カバについて
は，せん断強さでは満足するものもあるが，木破率の点でいずれも基準値には達せず，JAS
の規格では集成材として合格するものはない。しかしながら，マカバのせん断強さの下限値
90kg／cm2，また接着剤のJASでのマカバを用いた常態接着強さ試験で要求されている100
kg／cm2という値を考慮すると，30％以下の含水率範囲でエポキシとα－オレィン系接着剤に
よる接着の可能性も考えられる。
　イソシアネート系接着剤の場合，本試験で供試した接着剤は本来合板原木の端材の接着，
化粧単板用フリッチの接着用として開発されたものであり仮接着的性能を目的としたもので
ある。したがって，集成材用としてまでの接着性能は出ないものと考えられ，本試験の結果
からも集成材用としては不適といえる。
　2．3　加熱圧締条件の設定
　本試験においては，加熱圧締することにより高含水率木材の接着を可能ならしめる方法を
検討した。すなわち，加熱圧締の温度条件を決定するための接着剤の糊液特性，加熱圧締時
の接着層における温度変化などである。
　接着剤としては，集成材用として一般に広く利用されている，濃縮型ユリア樹脂接着剤，
レゾルシノール樹脂接着剤，及び2．2において低比重材の集成化に利用可能と思われたエポ
キシ系接着剤を用いた。
　2．3．1　試験方法
  ⅰ）接着剤の糊液特性
　接着剤の材への浸透に影響すると考えられる糊液のゲル化時間，粘度の経時変化を測定し
た。
　供試接着剤の配合を第3表に示した。本試験では加熱により接着剤の硬化を促進し，材へ
の接着剤の浸透を防ぐことを目的としたため，接着剤の配合は一般的方法によるものとし
た。
　接着剤の配合は以下の試験においても同一とした。
　ゲル化時間の測定は，接着剤の JISに準じて，25，90，80°Cで行った。ユリア，レゾル
ノシール樹脂接着剤については，直径18mmの試験管，粘度が高く試験管では攪拌が困難
なエポキシ樹脂接着剤については100mlのビーカーによる方法で行った。測定は測定容器
に，ユリア樹脂で10g，レゾルシノール樹脂で4g，，エポキシ樹脂で50gの配合接着剤を採
取し，所定温度の温水浴中に容器を浸漬して，時々ガラス棒で攪拌しながらゲル化するまで
の時間を測定した。



　粘度の測定は，25，40，60°Cで，円錐板形の E型粘度計（東京測器 KK製，EHD型）
を用い経時的に行った。用いた粘度計は試料が少量（1～2ml）ですみ，また温度制御
は，試料注入部についたジャケットに外部から恒温液体を循環させて行うようになってい
て，高温で測定する場合でも試料温度を比較的早く所定温度まで上げることが可能であり，
高温度での粘度測定に適していると考えられる。
  ⅱ）加熱圧締時の接着層における温度変化
　加熱圧締により，接着剤の硬化を促進するためには接着層における温度状態を把握してお
く必要がある。
　このため，加熱中の接着層における温度を実測し，満久らの熱伝導の図式から計算した温
度と共に比較検討した。供試材としては厚さ2．5cm，幅11cm，長さ55cmのカラマツ材を
用いた。
　これを10cm角の集成材を想定して4プライ構成にし，10kg／cm2の圧力で圧締した。温
度の測定は中心になる接着層の中央部に熱電対を挿入して測定した。
　材の含水率は12，40，60％とし，加熱温度は40，60，80°Cとした。
　2．3．2　試験結果及び考察
　各種接着剤のゲル化時間と温度の関係を第5図に示した。
　ゲル化時間は，ユリア樹脂の場合，25，40，60，80°Cでそれぞれ約1時間20分，17分，
4分，1．5分であり，レゾルシノール樹脂では2時間，36分，7分，2分，またエポキシ樹
脂では4時間，1時間30分，22分，7分であった。いずれの樹脂も，本試験範囲内では温度
とともにほぼ指数関数的にゲル化時間は短くなる傾向にあるようである。この片対数の曲線
では高温になるに従って若干長時間側へ移動する傾向がみられる。

　ゲル化時間は，ユリア樹脂が最も短

く，エポキシ樹脂が最も長かった。

　各接着剤の粘度の経時変化を第6図に

示した。

　硬化剤の添加直後の粘度は，25°Cで

ユリア，レゾルシノール樹脂が約10ポイ

ズ前後である。一方，エポキシ樹脂は約

150ポイズと高粘度である。温度が高く

なるにしたがって初期粘度は低下してい

る。

　粘度の経時変化は，ユリア，レゾルシ

ノール樹脂の場合，初期には漸増してい

き，その後急に粘度が増加し短時間でゲ

ル化する傾向があるようであり，高温に

なる程，初期の漸増する期間が短くなっ

ていくようである。一方，エポキシ樹脂

の場合，粘度は時間とともに指数関数的

に増加していく。なお使用した粘度計の

測定限界は1000ポイズであった。

　ゲル化時間，粘度の経時変化からみ
て，ユリアやレゾルシノール樹脂を用い



て高含水率木材を接着しようとする場合，25°C程度の常温では，ゲル化までの時間が長
く，且つその間の粘度も低いため，接着剤が材へ浸透し欠膠状態を生じやすく接着不良とな
るのではないかと考えられる。この現象はさらに接着剤が被着材水分によって希釈され，
硬化反応がより遅くなること，また高含水率状態では木材が膨潤状態にあると考えられるの
で，より一層接着剤の浸透が大きくなること，などによって助長されるものと推測される。
　加熱圧締中の接着層の温度変化の状態の一例を第7図に示した。図中，実線で示したのが



実測値で，破線で示したのが，板材として熱伝導の図式から計算した値である。
　接着層における温度上昇は，加熱温度が高い程早くなる。図には示さなかったが含水率の
影響は少なかった。すなわち，含水率が高い程，同一加熱条件で同一温度に達するまでの時
間は長くなった。しかし，その時間は分単位であり，本試験の温度範囲では含水率の影響は
無視出来るものと考えられた。
　計算値は，材の初期温度を25°Cとして計算したため，実測値と若干ズレを生じてはいる
が，実用上は計算によっても問題ないものと考えられる。
　測定した結果から，60°Cの温度で加熱圧締すると，接着層の中心部の温度は約1時間で
40°Cまで上ることが推定される。また40°Cの温度ではユリア樹脂は17分，レゾルシノール
樹脂は36分でゲル化し，25°Cの場合よりも大幅にゲル化時間が短くなり，低粘度状態にあ
る時間も短くなる。このため，接着剤の材への浸透が少なくなるものと考えられる。加熱温
度を80°Cとした場合，接着層における温度が40°Cに達する時間は60°Cで加熱した場合と大
差なく，経済的にみて不利と思われる。また，40°Cの加熱温度では，接着層の中心部での
温度上昇が遅く，接着剤の材への浸透が過多になるのではないかと予想される。したがっ
て，加熱圧締のための温度条件としては，60°Cを採用することとした。
　但し，エポキシ樹脂接着剤については，2．2の試験結果から，25°Cの圧締温度でもカラ
マツ材の接着は可能とも予想されたが，高含水率状態では樹脂の硬化が遅くなる傾向も見ら
れたこと，また他の接着剤との比較する意味も含めて同一温度条件を採用することとした。
　2．4　加熱圧締による高含水率カラマツ材の接着
　2．3の試験から温度60°Cの加熱圧締条件を設定し，高含水率カラマツ材を用い実験室的
に集成材を製造し，その接着性能について検討した。
　高含水率状態で接着した製品は，実際に使用する時には気乾状態になるものと考えられる
ため，製造した集成材の接着性能は，乾燥後の気乾状態において評価した。
　乾燥については，自然に乾燥させた場合と，人工乾燥する場合とを想定して行った。
　2．4．1　試験方法
　供試材には，厚さ2．5cm，幅11cm，長さ55cmのカラマツ材を用いた。含水率は，40±5
％，60±5％の高含水率域 2種類と，比較のため気乾の12±2％についても試験した。
　集成材は，第8図に示したように，10cm角の柱材を想定して4プライ構成のものを製造
した。
　接着剤の配合，塗付量，圧締圧は2．3の場合と同様に一般的条件とした。圧締時の温度は

60°C，　湿度は水分の蒸発による材温の

低下を防ぐため極力高湿条件をとり，97

％ RHとした。圧締はネジクランプ式の

治具を用いて24時間行った。

　高含水率状態で接着した後の乾燥は，

次の二つの方法で行った。

　自然乾燥を想定した場合は，24時間圧

締後解圧して，20°C，65％ RHの条件下

に放置し，含水率約13％の気乾状態まで

乾燥させた。

　人工乾燥を想定した場合には，大山12）

らによってカラマツ小径材の乾燥におい



て，そり，狂いなどの抑制に効果があることが認められている圧締乾燥方法を採用した。す
なわち，接着のための圧締と乾燥のための圧締とを引き続いて行った。接着は前記条件で，
圧締に際して，材の上下に桟木を10cm間隔で当てて行った。乾燥は，初期温度70°C，温度
差3°C，末期温度70°C，温度差25°Cになるような乾燥条件で10日間行った。
　自然乾燥，人工乾燥いずれによる場合も，乾燥後，第9図に示したような位置で，集成材
のJASに準じたブロックせん断試験片とはく離試験片を採取し，接着力試験を行った。

　なお人工乾燥する場合には，接
着剤に耐熱性が要求されるため，
各接着剤の耐熱性について予備試
験を行った。その結果から，人工
乾燥に耐えられると思われた，レ
ゾルシノール樹脂接着剤とエポキ
シ樹脂接着剤についてのみ試験を
行った。
　2．4．2　試験結果及び考察

　自然乾燥した場合の，各種接着剤で接着した集成材のはく離試験結果を第4表に，ブロッ
クせん断試験の結果を第5表に示した。
　なお，表中に示した，ビニルウレタン樹脂接着剤は最近開発されたものであり，ビニル樹
脂系エマルジョンを主剤とし架橋剤にイソシアネートを用いた新しいタイプの接着剤であ
る。本試験の開始時点ではまだ入手出来ず，性状，性能についての検討は不十分ではあった
が，架橋剤として用いられるイソシアネートが木材セルロールの－OH基と反応する可能性
も考えられ，高含水率材の接着に使用可能かと期待されたので，ビニルウレタン樹脂接着剤
も他と同一条件で試験した。
　第4表と第5表の，各種接着剤で接着した集成材の接着性能の評価を，「集成材の日本農
林規格」に基づいて行った。
JASでは集成材は，その接着性能から大きく二種類に分類され，耐力部材として用いられ
る構造用集成材，及び非耐力部材としての造作用集成材がある。構造用集成材に対しては，
常態ブロックせん断試験と煮沸はく離試験とに合格することが規定されている。カラマツ材



            第 5 表  天然乾燥した各種集成材ブロックせん断接着力試験結果
Table 5. The results of compressive shear adhesive test of laminated wood after air drying



については，せん断強さが 70kg／cm2以上でその時の木破率が 50％以上とされている。ま
た，はく離試験については，はく離率が10％以下で，同一接着層におけるはく離長さが接着
層長さの1／3以下と規定されている。
　造作用集成材については，浸せきはく離試験が規定されており，合格基準は煮沸はく離試
験の場合と同一である。
　第 4表の浸せきはく離試験の結果から，造作用集成材として合格する場合の，接着剤－接
着時含水率の組み合わせは，レゾルシノール樹種－12，40％，エポキシ樹脂－12，40，60％，
ビニルウレタン樹脂－12，40，60％であった。
　ユリア樹脂接着剤を用いて接着した集成材は，12％程度の気乾状態でも，本試験において



は，浸せきはく離試験に合格しなかった。
　なお，第 4表には，はく離率のみ記載したが，はく離率において規格に合格したものは全
部はく離長さに関する規格にも合格していた。
　構造用集成材としての接着性能については，第 4表の煮沸はく離試験の結果から，レゾル
シノール樹脂－12，40％，エポキシ樹脂－12，40％，ビニルウレタン樹脂－12，40，60％の
組合せであった。また，第 5表の常態ブロックせん断試験の結果においても，これらの組み
合わせによる集成材は規格を満足していた。
　人工乾燥した集成材のはく離試験結果を第 6表に，ブロックせん断試験の結果を第 7表に
示した。
　先の自然乾燥したものの場合と同様に集成材のJASに対する適合性を検討してみた。
　その結果，造作用としては，レゾルシノール樹脂－40％，エポキシ樹脂－40，60％の組み
合わせが合格した。構造用としては，レゾルシノール樹脂－40％，エポキシ樹脂－40％の組
み合わせが，煮沸はく離，ブロックせん断の両試験に合格した。
　自然乾燥と人工乾燥との乾燥方法の相違についてみると，JASの集成材規格に基づく判
定では両者の接着性能には差異はなかった。
　また，圧締乾燥によるそり，狂いなどの抑制効果については，製造した集成材の形状が小
形であったためか，自然乾燥の場合でも，反り狂いなどの発生は小さく，その効果について
は明確ではなかった。

　3．高含水率木材の PVAc－MDl 系接着剤による縦接合
　3．1　はじめに
　端材，短尺材を有効に利用するための一つの方法として，縦接合し長尺材とする方法があ
る。高含水率木材の縦接合については倉田4）5）6）らの研究によって，高含水率木材専用の
エポキシ接着剤が構造用の縦接合にも使用可能であること，イソシアネート系接着剤は構造
用としては使用不可能であるが，それ程強度を必要としない用途では使用可能なことが明ら
かにされている。
　また，特許の関係で詳細は不明であるが，プレカットしたフィンガー部を乾燥機を用いて
約 10％まで乾燥し，従来の接着剤を用いて縦接合する方法が，経済性を含めて検討されてい
る9）。
　高含水率木材用の接着剤は市販され始めたばかりであり，作業性，価格などの点でなお若
干検討する余地がある様に思われ，また接着面を乾燥させる方法についても装置の点で困難
かとも考えられる。また業界からの要望として，エポキシ樹脂ほどの接着強度は望まない
が，作業性がよく安価な縦接合に使える接着剤の開発がある。
　そこで本項においては，前項で高含水率木材の積層接着に使用可能と思われたビニルウレ
タン樹脂をとり上げ，縦接合に用いることを検討した。
　市販のビニルウレタン樹脂接着剤には，ビニルベースとしてポリビニルアルコール，ない
しポリ酢酸ビニルを，イソシアネートしてジイソシアネート系が，その他 ，SBR などの特
殊な添加剤が配合されている様であるが詳細は不明である。
　本試験ではベースとして酢酸ビニル樹脂エマルジョン（以下 PVAc と略記）を用い，こ
れにイソシアネートとして芳香族ジイソシアネートのポリマー（以下 MDI と略記）を配合
して供試接着剤とし，種々の試験を行った。



　すなわち，まず PVAc を実験室的に重合し，その一般的性状について試験し，重合した
PVAc に  MDI を添加した場合の接着性能を測定した。接着性能の一つとして耐寒性につ
いても試験した。次いで，高含水率木材の縦接合に対する接着性を，各種接着剤と対比して
検討した。更に，実用試験として高含水率木材のミニフィンガージョイントに適用し，静的
曲げ試験を行ってその性能について検討した。
　3．2　PVAc の重合とその性状
　3．2．1　試験方法
　本試験で用いた PVAc は下記の一般的処方によって実験室的に乳化重合した。
　　　酢酸ビニルモノマー　　　　　　180g
　　　ポリビニルアルコール　　　　 　20g
　　　蒸留水　　　　　　　　　　　　300g
　　　過硫酸カリウム　　　　　　　  　1g
　ここで用いたポリビニルアルコールは重合度約 1700，ケン化度約 88 mol％の部分ケン化
物（クラレ KK 製 PVA－217）である。
　重合操作は，温度計，冷却管，攪拌機をつけた1lの三口フラスコに酢酸ビニルモノマー以
外の試薬を入れ，これを水浴中で 70°Cに加温後，酢酸ビニルモノマーを 5分間隔で 20gず
つ添加した。全モノマーの添加後，外温を 80°Cに上げて 20分間反応を続け冷却した。
　重合した PVAc の性状は，JIS－K 6804「酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤」の
規格に準じて試験した。
　3．2．2　試験結果及び考察
　重合 PVAc の一般的性状の測定結果を第 8表に示した。
　pH は試料を同量の蒸留水で希釈し，25°Cで測定したが，供試  PVAc は 2．4と規格の下
限値 3を下回った。これは重合時に炭酸ナトリウムなどを用いる pH 調整を行っていないた
めと考えられる。
　粘度は円錐平板型の E 型粘度計を用い回転数 12 rpmで，30°Cにおいて測定した。供試
PVAc の粘度は約 360 ポイズであり，規格の下限値 5 ポイズを満足していた。蒸発残分につ
いても 40．5％と規格の 40％以上という値を満足していた。
　接着強さはマカバまさ目板を用い圧縮せん断試験によって測定した。供試  PVAc の接着



強さは常態試験で，110 kg／cm2 耐水試験では 72 kg／cm2  であった。規格では，常態接着強
さが 100 kg／cm2  以上，耐水接着強さが低温用で 20 kg／cm2  以上，常温用で 40 kg／cm2  以
上が要求されているので，得られた値は規格に十分適合するものであった。
　以上の結果から供試した PVAc は木材用接着剤として十分満足出来るものと考えられ
る。
　なお，供試  PVAc の  pH は本試験を通じて特に調整することなくそのまま用いた。
　3．3　PVAc－MDI 系接着剤の接着性能
　3．3．1　試験方法
　本試験では PVAc にイソシアネートを添加したものを接着剤として用いたが，イソシア
ネート化合物の種類によってはその毒性が取扱上問題となる。そこで本試験では蒸気圧が低
く毒性の点で比較的問題が少なく，かつ価格の安い 44′－ジフェニルメタンジイソシアネー
トの縮合物を用いた。本試験に用いた MDI は日本ポリウレタン工業 KK 製「ミリオネート
MR」である。これは第10図に示した様な構造をもつ，比重が 1．23～1．24（25°C），粘度が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．0～2．5ポイズの茶褐色の液体である。

n は 0，1，2が主体で 3以上のものも
微量含むとされ，また NCO の含有率は
30．0～32．0％とされている。
　PVAc に MDI を添加した接着剤の接
着性能は，接着剤の規格，JIS－K 6852
「接着剤の圧縮せん断接着強さ試験方法
」に準じて，マカバまさ目板を用い，常
態及び各種促進劣化処理後の接着強さを

測定し検討した。
　3．3．2　試験結果及び考察
　PVAc－MDI 系接着剤の接着性能試験の結果を第 9表に示した。
　表から，PVAc に MDIを添加することによって木破率が若干向上していることからみ
て，常態での接着性能が向上すると判断できる。しかしながら MDIの添加の効果は，蒲
生13）らによっても認められているように，耐水～連続煮沸処理によって試験される耐久性の
向上に顕著に現われている。これは蒲生13)が推論しているように，MDI の－NCO 基が木材
セルロースの－CH2OHや－OH基，乳化剤として用いているポリビニルアルコールの
－OH基と反応することによって，また可能性は薄いが PVAc 分子と反応することによっ
て，より強固な結合を生じ耐久性が向上するのではないかと考えられる。
　促進劣化処理後の接着強さについてみると，耐水試験では前述したように MDI 無添加で
も JIS の基準を満たしている。
　耐温水試験は一般にユリア樹脂接着剤を対象とした試験法であり，基準値としては 60kg／
cm2  以上の接着強さが要求されている。供試接着剤の場合，MDIを 20部以上添加すること
によってこの基準値を満足するようであり，ユリア樹脂相当の接着性能を発揮出来るものと
思われる。
　煮沸繰り返し試験は，フェノール樹脂接着剤に対する試験法であり，基準値は 60kg／cm2

とされている。供試接着剤は，本試験での MDI 添加量範囲では 60kg／cm2  の接着強さを発
揮するまでには至らなかった。煮沸繰り返し処理に耐えるためには35部以上の MDIを添加
する必要があろうかと思われる。



　　　第 9表　  PVAc－MDI系接着剤の接着性能
　Table 9．  Adhesive strength of polyvinyl acetate
　　　　　　 emulsion－isocyanate adhesive

　72時間連続煮沸試験はレゾルシノール樹脂接着剤に対するものといえ，処理条件が最も苛
酷と考えられる。このため，供試接着剤の接着強さは煮沸繰り返し試験の場合よりも更に低
く，基準値の 60kg／cm2  を満足しなかった。
　以上の結果から，PVAc に MDI を添加することにより，その促進劣化処理試験法によっ
て測定された耐久接着性能が向上することが認められた。供試接着剤の場合 MDI の 20 部の
添加でユリア樹脂接着剤に匹敵する接着性能を得ることが可能と考えられた。
　3．4　PVAc－MDl 系接着剤の低温接着耐久性
　現在使用されている接着剤及び接着技術では，北海道での冬期間のような低温条件では十
分な接着性能を得ることは困難である。したがって，接着現場あるいは養生現場は保温，暖
房する必要があり，実際に行われている。しかしながら，接着された製品が保温された状態
で保管されることは少ないと思われ，また製品の使用箇所によっては 0°C以下の低温にさら
されることも予想される。したがって用いる接着剤に対して耐寒性，低温耐久性が要求され
ることがある。
　木材用接着剤の低温接着耐久性については，熱硬化性樹脂接着剤について研究されてい
る。Wangard 14）らは，ユリア樹脂，フェノール樹脂，メラミン樹脂及びカゼイン接着剤
で接着したカバ合板を－30°C，8時間－27°C，65％ RH 16時間の処理の繰り返しを 40カ月
間行っている。その結果これらの接着剤で接着した合板の接着力は処理によってもほとんど
低下せず，耐寒性のよいことが明らかとなっている。
　しかしながら，本試験で用いた PVAc－MDI 系接着剤のような熱可塑性樹脂をベースと
した接着剤の低温接着耐久性に関するデータは見あたらない。
　そこで，PVAc－MDI 系接着剤の低温接着耐久性を知る意味を含めて，数種の熱可塑性
樹脂接着剤で接着した合板を用い，低温暴露による低温接着耐久性試験を行った。
　3．4．1　試験方法
　接着剤には，PVAc－MDI 系，市販 PVAc（JIS 1種 1号），α－オレフィン系（中性タ
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      第 10表  接 着 材 の 配 合 と 接 着 条 件
Table 10.  Preparation of glue and gluing condition



イプ），ビニルウレタン系の 5種類の熱可塑性樹脂ベースの接着剤，及び比較のため熱硬化
性樹脂の中からユリア樹脂接着剤を用いた。
　これらの接着剤を用いて，第10表に示すような条件で，シナ＋ラワン＋シナ（0．9＋2．5＋
0．9mm）の 45×45cm 角の 3プライ合板を製造した。合板の製造にあたっては表に示したよ
うに，糊液の配合を変えて接着性能の異なる合板を作製した。
　低温接着耐久性を検討するための低温処理は 2条件で行った。すなわち，－20°Cで連続
して処理する場合と－20°Cで 8時間処理後，25°C，65％RHで16時間処理の繰り返しを行
う場合である。処理は 60日間行い，中間の 30日目を含め接着力の測定を 2回行った。低温処
理試料は，14×20cm のサイズで 1条件あたり 2枚用いた。
　低温処理した試料を25°C，65％ RHで調湿後，JAS の B型接着力試験片を採取し，常態
引張り接着力試験を行った。試験片の切込みは順逆同数とし，1条件当たり 20枚を用いた。
　3．4．2　試験結果及び考察
　未処理のコントロール合板の接着力を第 11表に示した。そして，低温処理による接着力の

　　　　　　第11表　コントロール合板の接着力試験結果
　Table  11．  Restlts of bond strength test of plywoods



変化を，コントロール合板の値を100とした比で第 11図に示した。
　これらの結果からみると，ユリア樹脂の JAS のⅡ類相当の合板では低温処理後も木破率
がほぼ 100％であり，接着力の低下は認められない。しかし増量割合を多くしたⅢ類合板で
は低温処理により接着力は低下し，規格の基準値ともいえる 7kg／cm2  を下回るものも出
た。このことからユリア樹脂でも増量割合によってはその低温接着耐久性が低下する恐れが
ある。
　熱可塑性樹脂をベースとした接着剤で接着した合板についてみると，α－オレフィン接着
剤の増量の多いもの，架橋剤添加量の少ないビニルウレタン接着剤のもので，木破率の減
少，接着カの低下が生じているようである。しかしその低下は少なく，接着力が 7kg／cm2

を下回るものはなく，低温処理後もなお十分な接着力を保持するものと考えられる。増量割
合の少ないα－オレフィン，及び架橋剤添加量の多いビニルウレタン接着剤で接着したⅡ類
相当以上の接着性能を有するものについては，低温処理後も木破率がほぼ 100％であり，接
着力の低下も生じていないようである。
　一方，PVAc で接着した合板の接着力は，低温処理により大きく低下し，30日の処理で初
　期の 50％ 程度まで低下している。PVAc－MDI 系接着剤を用いた合板では，MDI 添加量
の影響が大きく現われ，添加量が少ないもの程接着力の低下が大きく，PVAc 単独のものよ
り低くなっている。MDIを 25部添加したものは接着力の低下が少なく，ユリア樹脂接着剤
を用いたⅡ類合板に匹敵するといえるようである。
　このことから，PVAc に MDI を添加することにより，耐水，耐温水，耐煮沸など，水



や高温に対する耐久性が向上するとともに耐低温性も向上させることが出来るものと考えら
れる。
　なお，連続及び繰り返しの処理による差異は，試験期間が短いためかあまり明確ではなか
った。
　3．5　PVAc－MDI 系接着剤の可使時間
　実際に接着剤を使用する時には，その作業性，特に硬化剤あるいは架橋剤を添加した後の
使用可能な時間範囲，すなわち，可使時間が問題となる。
　そこで供試 PVAc－MDI 系接着剤の可使時間について検討した。
　3．5．1　試験方法
　供試接着剤の場合，MDI 添加後の粘度変化が少なく塗付作業に支障が認められなかっ
た。このため，本試験では，PVAc に MDI を添加後使用するまでの放置時間を変え，そ
の接着性能の変化から可使時間を検討した。接着性能は，3．3で行った方法と同じく，接着
剤のJISに準じてマカバ柾目板を用いた圧縮せん断試験によって常態接着強さを測定した。
接着条件は，接着剤の塗付量を200g／m2，圧締圧力を10kg／cm2とし，25°Cで 24時間圧締
した。
　MDI 添加量は，15，20，25，30部とし，添加後 25～30°Cの室温で 3時間まで放置した。
　3．5．2　試験結果及び考察
　MDI 添加後接着剤を使用するまでの放置時間と常態接着強さ及び木破率の関係を第12図
に示した。
　図から，接着強さは PVAc 添加後 10～30分の時点で最大になり以後低下する傾向を示
し，この傾向は MDI 添加量の多い程強くなっている。
　MDIを 15部添加した場合，接着強さは 3時間後も初期の約 80％を示しており，放置時間
の影響は少ないといえよう。一方，MDIを 30部添加すると，添加後 30分時点のピークを過



ぎると以後低下を続け，3時間後では初期の 50％程度まで低下する。このことから，PVAc
－MDI 系接着剤の可使時間は MDI の添加量が多い程，短かくなるものと考えられる。
　一方，木破率は MDI 添加後 10分の時点でピークを示しており，MDI添加量の多い程木
破率は高くなっている。そして，60分以上経過するといずれの添加量の場合も，木破率はほ
とんど０となり，木部破断が生じてない。
　供試 PVAc－MDI 系接着剤の可使時間についてみると，JIS で各種接着剤に対して要求
されている常態接着強さはそれぞれ 100kg／cm2  であり，本試験においてこの条件を満たす
放置時間の範囲は，MDI 添加量が 25部以下で 90分，添加量 35部で 60分程度である。このこ
とから，供試 PVAc－MDI系接着剤の 25～30°Cの室温における可使時間は，MDIの添
加量が 25部程度までであれば 1～1．5時間と考えられる。
　3．6　PVAc－MDI 系接着剤による高含水率木材のバットジョイント
　現在，木材の縦接合はフィンガーないしミニフィンガージョイントによって主に行われて
いる。しかしながら，ここでは PVAc－MDI 系接着剤の，高含水率木材の縦接合に対する
接着性能を簡便に試験するため，バットジョイントにより接合し試験した。
　3．6．1　試験方法供
　供試材には，大きさ 4．5×4．5×9cm，含水率範囲が 15～120％のエゾマツ材を用いた。
　試験は，第13図に示したように，所定含水率に調整した試験材を中央部でチップソーを用
いて鋸断し，その鋸断面同志をバットジョイントした。接着条件は，接着剤塗付量を300g／



m2とし，圧力 15kg／cm2，25°Cで 24時間圧縮した。なお，接合面の仕上げについては，
予備試験の結果から，チップソー鋸断面そのままとした。
　接着性能は，JIS K 6849「接着剤の引張り接着強さ試験方法」に準じて引張り接着強さ
を測定した。すなわち，バットジョイントした試験体から 1．8×1．8cm 角試験片を採取し，
接着面に垂直に引張り荷重を加え，その破壊荷重を測定し，接着面積で除した値をもって接
着強さとした。
　接着強さは，第 13図に示したように，顕潤状態と気乾状態で測定した。すなわち，前者は
解圧後ポリエチレン袋に入れ，含水率変化を極力少なくして 3日間養生後に測定するもの（
図には湿潤状態と記載）であり，後者は解圧後 25°Cで65％ RHの状態に放置し，気乾状態
とした後に測定するもの（図には気乾状態と記載）である。
　3．6．2　試験結果及び考察
　PVAc－MDI系接着剤の高含水率木材に対する引張り接着強さを第14図に示した。

　図から，供試接着剤の接着強

さは，接着時とほぼ同じ含水率

である湿潤状態では，接着時の

含水率の影響を受け，40％以上
の含水率範囲では含水率が高い

程，接着強さは低下する傾向に

ある。一方，高含水率状態で接

着後，気乾状態まで乾燥した後
の接着強さは，接着時の含水率

の影響をあまり受けず，全含水

率範囲でほぼ同じ値を示してい

る。
　MDI の添加量の差異の影響

はあまり明確ではないが，15～

25部の添加量範囲では添加量が

多い程，接着強さは若干向上す
る傾向があると推測される。

　また，木部破断はいずれの場

合にも生じなかった。

　本試験で測定された接着強に
ついては，得られた値と評価す

るための基準がないので，他の

接着剤についても同じ方法で接

着し，測定値同志の比較を試み
た。すなわち，市販の高含水率

木材用のエポキシ樹脂接着剤を

　中心に，各種接着剤を用いて PVAc－MDI 系接着剤の場合と同様の方法で接着試験を行
　い，PVAc－MDI 系接着剤の接着性能について検討した。ここで用いた接着剤は前章の試
験で用いたものと同一であり，特にエポキシ樹脂接着剤については，倉田らによって高含水
率木材の縦接合に利用可能なことが見いだされている。



　なお，各接着剤の配合

は，メーカーの指定によ

る一般的な配合法で行っ
た。

　第15図にその結果を示

した。図に示した PVAc

－MDI 系接着剤の値は
MDI 15部添加した場合

のものである。この結果

から，本試験で用いた

PVAc－MDI 系接着剤
は高含水率木材用のエポ

キシ樹脂接着とほぼ同等

の常態引張り接着強さ性

能を有しているものと思
われ，高含水率木材の縦

接合に利用可能な見通し

を得た。

　他の接着剤についてみ
ると，ユリア及びレゾル

シノール樹脂接着剤の接

着強さは，湿潤状態のみ

ならず気乾状態において
も接着時の被着材含水率

の影響を受け，含水率が

高くなる程接着強さは低

下している。接着強さはエポキシ，PVAc－MDI 系の場合よりも低い値となっている。
PVAc 単独では，気乾状態の接着強さは接着時含水率の影響を受けず全含水率範囲でほぼ
同じである。しかしながら，その値はエポキシ及び PVAc－MDI 系接着剤による場合より
も低い。
　エポキシ，PVAc－MDI 系以外の接着剤の場合，その配合は一般的方法によったので，
配合あるいは圧締などの条件を適正に選定すれば，高含水率木材の接合に使用可能なことが
考えられる。特にレゾルシノール樹脂接着剤については，前章でのように加熱して硬化を促
進することによって高含水率材の縦接合に使用可能かとも考えられる。
　3．7　PVAc－MDI 系接着剤による高含水率木材のミニフィンガージョイント
　3．6の試験結果から，供試 PVAc－MDI 系接着剤は高含水率木材の縦接合に利用出来そ
うなことを見い出した。そこで実際に高含水率木材のミニフィンガージョイントに適用し，
その性能を検討した。
　3．7．1　試験方法
　試験材としては，4×4×60cm のエゾマツ材を用い，その含水率範囲を 12～120％とし
た。
　試験の手順を第16図に示した。



　接合方法は，試験材の中央

で鋸断し，鋸断面に長さ10

mm，ピッチ3．8mmのミニ

フィンガー加工を施し，接着

剤を刷毛でフィンガー底部ま

で十分に塗布し，能力 5ton

のオルゼル型万能試験機を用

いて圧締した。圧締圧力は，

倉田らの結果から100kg／cm2

とした。

　ミニフィンガージョイント

材の接合性能の判定は，静的

曲げ試験によって行い，接

合時の含水率を保持した湿潤

状態と接合後乾燥させた後の

気乾状態での試験とを行っ

た。

　すなわち，気乾状態の試験

は，図に示したように，ジョ

イント材を20℃，65％RHの

恒温恒湿室に放置し気乾状態

としてから行い，湿潤状態

での試験はジョイント材をポ

リエチレンシートで包み含水

率変化を極力抑えて20℃，

65％ RHの恒温恒湿室内で1
週間養生してから行った。

　曲げ試験は，試験に先だち断面寸法を3.5×3.5cmに鉋削した試験材を用いて，湿潤状態
ではスパン50cm，荷重点間隔 20cmの四点荷重方式で行い，気乾状態ではスパン50cmで
中央集中荷重方式で行った。荷重はいずれの場合もフィンガーに垂直の方向で加えた。
　ジョイント材の曲げ試験後，非破壊部分から断面寸法 2×2cmの試験片を採取し，無接
合のコントロール材として曲げ試験を行った。曲げ試験はスパン24cmの中央集中荷重方式
で行った。
　3.7.2　 試験結果及び考察
　ミニフィンガージョイント材の静的曲げ試験から，曲げ強さ，曲げヤング率を算出し第17
図に示した。
　図から，高含水率状態で接合後気乾まで乾燥した場合には，ジョイント材の曲げ性能は接
合時の被着材含水率の影響をあまり受けず，全含水率範囲でほぼ同等の値を示している。し
かしながら，接合後未乾燥の湿潤状態では含水率の影響を受ける傾向が認められる。特に曲
げ強さにおいてその傾向が強くあらわれ，繊維飽和点の30％あたりまでは，含水率の増加と
ともに曲げ強度性能は低下し，それ以上ではほぼ一定となっている。
　気乾状態での曲げ性能は，全試料の平均で，曲げ強さが378kg／cm2，ヤング率が85ton／



cm2であった。また，95％下
側信頼限界値を計算した結
果，曲げ強さが317kg／cm2，
ヤング率が65ton／cm2とな
った。
　湿潤状態での曲げ性能は，
30％以上の高含水率範囲にお
いては曲げ強さの平均値が
188kg／cm2，ヤング率の平
均が82ton／cm2であった。
　ジョイント材の曲げ性能値
とコントロール材の値の比で
ある接合効率は，気乾状態で
の測定の場合，ヤング率に関
しては平均で1.07，曲げ強さ
に関しては約0.60であった。
湿潤状態での測定の場合，ヤ
ング率に関する接合効率が平
均して約1.05，曲げ強さに関
しては平均して約0.54であっ
た。このことから，ヤング率
については，倉田らが認めて
いるように，ミニフィンガー
ジョイントすることにより，
低下することはないといえよ
う。しかしながら，曲げ強さ

については，接合効率が低く，コントロール材に及ばないといえる。接合時の高含水率状態
のままの場合よりも，接合後気乾まで乾燥した場合の方が若干接合効率は高くなっている。
　本試験でミニフィンガージョイントすることにより，曲げ強さが低下するのは，接合時含
水率が15％程度のものについても同程度であったことから，高含水率状態で接合したことに
起因するのではなく，用いたPVAc－MDI系接着剤そのものの性質によるものと考えられ
る。
　ジョイント材の曲げ試験後の試験片の破壊状態を観察したが，湿潤状態での測定の場合，
接着層で破壊し接合部から引抜けた状態のものがほとんどであった。一方，気乾状態で測定
した場合には，試験片の引張り側では接着層が破壊し，圧縮側では木部が破壊したものが多
かった。このことが，気乾状態と湿潤状態とでの曲げ強さの接合効率の差となってあらわれ
たものと考えられる。
　以上の曲げ試験の結果を既往のデータと比較すると，構造用として使用可能なエポキシ系
接着剤の性能には及ばないものの，イソシアネート系接着剤とほぼ同等の性能を示してお
り，構造用以外の用途においては使用可能ではないかと考えられる。



　4．要　約
　近年，優良，大径木が少なくなってきていることから，製材工程において端材，端尺材が
増加してきている。これらの材を有効に利用する方法が望まれている。
　そこで，これらの材を有効に利用するために，メリットの大きいと思われる，未乾燥の高
含水率材の接着について検討した。加熱圧締により高含水率材の積層接着することを検討
し，酢酸ビニル樹脂エマルジョンにイソシアネートを添加したものを接着剤として用い，高
含水率材の縦接合について検討した。
　大約，次のような結果が得られた。
   1）市販のエポキシ樹脂，ポリウレタン樹脂高含水率木材用接着剤及びα－オレフィン樹
脂接着剤を用い，含水率12～80％のエゾマツ及びマカバの接着試験を行った。その結果，40
％以下の含水率のエゾマツに対して，エポキシとα－オレフィン樹脂接着剤で規格に合格
し，実用性のある集成材の製造が可能であろうと推察された。
　 2）接着剤の粘度変化，ゲル化時間，加熱圧締時の接着層の温度変化の測定から，加熱圧
締による高含水率材の接着のための条件を決定した。
　決定した接着条件で，カラマツ高含水率材（2.5×11×55cm，含水率：12，40，60％）
を，レゾルシノール樹脂，エポキシ樹脂，ユリア樹脂，ビニルウレタン樹脂の4種類の接着
剤を用いて4プライの集成材を実験室的に製造した。
　自然乾燥あるいは人工乾燥後の気乾状態で接着性能を測定した結果，接着時含水率が40％
以下であれば，レゾルシノール樹脂，エポキシ樹脂，ビニルウレタン樹脂接着剤，含水率が
60％ではエポキシ樹脂，ビニルウレタン樹脂の各接着剤でJASの造作用集成材の規格に適
合する接着性能を有する集成材が製造可能であった。
　含水率が40％以下であれば，レゾルシノール樹脂，エポキシ樹脂，ビニルウレタン樹脂，
また含水率60％ではビニルウレタン樹脂の各接着剤を用いた時，JASの構造用集成材に適
合する接着性能を有する集成材が製造可能であった。
　 3）酢酸ビニル樹脂エマルジョンにイソシアネートを添加することにより，耐水，耐温
水，耐煮沸繰り返し，耐連続煮沸の接着性能が向上すること，さらに低温接着耐久性も向上
することが認められた。
　 4）酢酸ビニル樹脂エマルジョン－イソシアネート混合物を接着剤として用いて，高含水
率エゾマツ材のミニフィンガージョイントし，ジョイント材の曲げ性能について検討した。
その結果，曲げ強度性能はあまり高くなく，構造用としては使用できないが，比較的強度を
要求されない用途には使用可能と考えられた。

　謝　　辞
　本試験の立案，遂行並びにとりまとめにあたり，終始御懇切なる御指導をいただいた林産
試験場長　鈴木弘氏，同副場長　小田島輝一氏に心より感謝の意を表します。
　また，林産試験場木材部長　小野寺重男氏には，終始御激励，御鞭韃と有益な御意見，御
指導を賜わり心より感謝の意を表します。



）

－
ノ

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

1

1

1

1

1

後藤 ；木材工学（養賢堂）p 474（1967）

名取ら ；第26回日本木材学会大会要旨集（1976）

名取ら ；第27回日本木材学会大会要旨集（1977）

倉田ら ；北林産試月報，N o．306（1977）

倉田ら ；北林産試月報，N o．307（1977）

倉田ら ；北林産試月報，N o ．321（1978）

勝部ら；島根県林業試験場昭和49年業務報告

勝部ら ；島根県林業試験場昭和5〕年業務報告

D o b ie ， J ．；I n f o r m a tio n Report No．VP－Ⅹ－160（19776）W．L．P．LりCanada

唐沢ら ；木材工業，V ol．23，N o．7 （1978）

満久 ；木材乾燥（森北出版）（1977）

大山ら ；北林産試研究報告第64号（1976）

蒲生ら；日本接着協会誌，V ol．14，N o ．11（1978）

W a咽 ard，F ．F ．；F P L ．R epo rt No．1530（1946）

ー1 7 3 －


