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3.3　インテリア類

◆パネルボード
　パネルボードとは，壁面を組み上げる板材のこと

です(写真1)。林産試験場では，カラマツ間伐材の用

途拡大のために1960年代後半から内装用パネルボー

ドの研究に取り組んできました。ここでは，パネ

ルボードの施工と，高付加価値化の一例を紹介します。

　板材で組み合わされた壁面は，含水率の変動に

よってそれぞれの板材が幅方向に伸びて，中央部分

が盛り上がり，組み合わせ部が外れたり釘が抜ける

可能性があります。当場では，雄ざねと雌ざねの突き

合わせ部分にすき間をつくり，さらに三角形にした

雌ざねの先端が押しつぶされることで伸びを吸収す

るパネルボードを開発しました(図1)。

　施工上，特に問題になるのが割れやすいカラマツ

くぎ

材への釘打ちです。通常，この割れを防止するために

は，ドリルで先穴をあけなければなりません。そこ

で，先端が平坦で細長いステンレスの特殊釘を使い，

かつ，ポータブルネイラーで先穴をあけずに打ち込

むことで，作業時間を従来の約半分に短縮しました。

　また，高付加価値化のために，カラマツ材の早晩材

部分の硬軟の違いを生かし，樹脂製ブラシで表面を

削り，浮き彫りのような装飾効果を得るエンボス加

工や，節などの欠点を除去した短尺材をフィンガー

ジョイントで縦継ぎして，材をモザイク調に見せる

工夫も行っています。

◆圧密化木材
　木材の硬さや強さは一般的に密度に比例すると言

われています。圧密化木材は，熱で柔らかくした木材

を高圧プレスで圧縮しそのままの形状を維持するこ

とで見かけ上の密度を大きくし，硬さや強さを増し

た木材です(写真2)。カラマツなどの針葉樹は全体に

柔らかく，特に早材部の表面にキズが付きやすいた

め，フローリングなどの硬さが必要とされるところ

には広葉樹材が使われています。そこで当場では，圧

密化した針葉樹をフローリングに適用する検討を行

いました。

　圧密化することで，硬さ以外に，磨耗抵抗性，曲げ

剛性，寸法安定性，熱伝導率も向上することから床暖

房用フローリングとしても機能を発揮するなど，床

材としての適性が高いと思われます。圧密化木材は，

接着剤を使わないで単層フローリングとして使用す

ることもできます。

　なお，企業が当場と共同で，針葉樹の圧密化フロー

リングに床暖房対応や歩行安定性などの機能を付与

したものを商品化しました。

◆アンモニア着色材（塗料を使わず着色する）
　カラマツの心材部には「タキシホリン」というフラ

ボノイドの一種が含まれています(3.7成分利用参

照)。とりわけ日本産のカラマツの心材部に多く(約3

～ 4％)含まれています。その特徴の一つにアルカリ

写真 2　圧密化木材

写真 1 パネルボード概観

むく

左：圧密化木材，右：無垢材

木目が美しいカラマツは，インテリア材料としても有望です。

欠点を補う加工や化学処理などにより，さらに用途が広がります。

表側

裏側

図 1 パネルボードの断面図

雄ざね

雌ざね
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によって容易に暗褐色に変化するという性質があり

ます。この性質を利用して，当場では1990年前半に，

カラマツ材をアルカリ性のガスであるアンモニアに

さらすことにより短時間で材自身の色を変化させる

着色方法について検討しました。

①着色処理方法

　図2に実大製品の処理設備の概略図を示します。

　処理に必要なものは，密閉容器，市販のアンモニア

水(処理材と同重量程度)とそれを入れるための容器

(腐食しない素材)，処理したいカラマツ製品，そして

アンモニア水を扱うためのゴム手袋や防臭マスクで

す。また，一度に大量に処理するなどアンモニアの臭

気がもれ出るおそれがある場合は，別途ファンを設

けるなどします。処理は塗装前に行います。カラマツ

製品を密閉容器の中でアンモニアガスにさらすと，1

～2日で材色が変化してきます。後は望みの色になる

まで数日間放置します。処理後は密閉容器から材を

取り出し，風通しのよい場所で材内に残存するアン

　木材製品の日焼け(元の色に比べて濃くなる)や日あ

せ(元の色に比べて薄くなる)は，木材の成分が太陽光

線や空気中の酸素などの働きによって変化すること

により生じます。この現象を人為的に制御すること

ができれば，木材成分を利用した着色方法として利

用することができます。また，あらかじめ変色させて

おけば，実際に使用する際の変色を抑えることも期

待できます。

図 2　実大アンモニア処理の一例

写真 3　アンモニアによる
カラマツ材色の変化

写真 5　ログコテージの外装への使用例

写真 4　アンモニア着色に
よるカラマツ製ドアの試作

処理後

(心材のみ)

処理前 処理後
(心材＋辺材)

処理前 処理後

モニアを揮散させま

す。処理に伴う寸法変

化や強度低下はあり

ません。

②処理例・作品例

　当場で試作した，ア

ンモニア着色による

製品の一例を示しま

す(写真3～ 5)。カラ

マツの赤みを帯びた

色調が，焼きスギにも

似た落ち着いた色調

に変化しています。着

色しているのは心材

だけで辺材はほとん

ど変化していません。

この特徴を上手に生

かすと，アンモニア着

色独特の意匠性に富

んだ製品を作ること

ができます。

　アンモニアは強烈な刺激臭を持つ揮発しやすい物

質で，高濃度の蒸気を不用意に吸い込むと失神する

などの危険性もあります。しかし，臭い対策さえすれ

ば，それ以外の作業性はとても良いという利点があ

ります。揮発しやすいため常温・常圧で処理ができ，

処理後は速やかに材内から揮散するので洗浄などの

手間も不要です。またカラマツの心材はとても浸透

性が低い材ですが，蒸気で処理することで，より内部

への浸透が期待できるのです。

排気ファン

ビニール
シート

ビニール袋

フレーム

アンモニア水

処理製品

木材の｢変色｣を｢着色｣に利用する なぜアンモニアを使うの？
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カラマツ材の注入性改善あれこれ

　カラマツの早材部は軟らかくて空げきが多いので，一見とても注入性が良さそうに見えます。ところが実際に

樹脂液を注入してみると，木口面からは多少入るものの，柾目面や板目面からは不思議なくらい注入されません。

その原因は，材の組織構造にあります。カラマツなど針葉樹材は，仮道管と呼ばれる細長い細胞が相互につな

がっていることで水分などが通導します。カラマツの心材部では仮道管同士の連絡路(壁孔)がふさがっています。

つまり，個々の空げきが独立した状態となり，注入性が悪くなっているのです。そのため，WPCに限らずカラマ

ツ心材部に薬剤を注入しようとする場合は，まずこの注入性の悪さを改善することから始めなければなりません。

その方法として，インサイジング処理(材表面に人為的に小さな穴をたくさん開ける処理)や圧縮処理(材料を破

壊されない程度に押しつぶし，ふさがった壁孔を開ける処理)など，様々な試みがなされてきました。ここでは

当場で取り組んだ，蒸煮処理と溶媒置換処理について紹介します。

◆カラマツWPC（材表面の硬さを改善する）
　木材の細胞内孔(空げき部分)に液状の樹脂液(プラ

スチック)を注入し，材内部で硬化させて木材と一体

化させた材料をWPC(Wood Polymer Composite：木材

－高分子複合体)と呼んでいます。(図3)。樹脂液の種

類や処理条件を変えることで，強度や寸法安定性の

向上など，木材の性能を補った様々な性質のWPCを得

ることができます。

　カラマツの早材部は軟らかくてキズが付きやすい

ため，机の天板や腰壁などキズ付きにくさが必要な

部材としては不向きですが，WPC化することで硬さが

求められる用途へも利用が広がります。これまで当

場では，アクリルやメラミン，フェノールといった樹

脂を用いて検討を行ってきました。

図 3　WPCの概略図

蒸煮処理による

材色の変化 溶媒置換処理の概略

　蒸煮処理は，高温高圧の水蒸気で木材を蒸す処理

です。蒸煮釜(オートクレーブ)に材料を入れ，0.5～

1.0MPa，温度：約150～180℃の水蒸気で0.5～2時

間ほど処理します。高温高圧の水蒸気の作用によ

り材表面が適度に加水分解(低分子化)される結果，材

色はやや暗色化しますが(写真)，ふさがった壁孔の

通導性が改善されるよう

です。処理条件を強める

とその分注入性も上がり

ますが，必要以上に処理

を行うと材の強度や耐磨

耗性が低下しますので，

材表面の必要な部分のみ

注入性が改善されるよう

に蒸煮条件を調整する必

要があります。

蒸煮処理

　溶媒置換処理は，まず材料に水をしみ込ませ，次い

ツ心材にもかなりの量の樹脂液をしみ込ませること

でこの水を樹脂液と置換する方法です(図)。カラマ

ができます。今のところ使用できる樹脂液や材の厚

み(5mm程度まで)に制限がありますが，注薬缶などが

不要なこと，材色が暗色化しないなどのメリットが

あります。

溶媒置換処理

含浸材料
(木材) 煮沸

放冷

木材に水を
含ませる

木材の飽水化

水－樹脂液置換処理

樹脂液を40～60℃に

加温することにより，

木材中の水分と樹脂液

が置換する。

樹脂液

プラスチック
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試作WPCカラマツの紹介

　注入性改善処理(コラム参照)を行った後にWPC化し

たカラマツ材について，表面の硬さを測定した結果

は図4のとおりです。材内に十分に樹脂液がしみ込み，

早材部の表面硬さが

処理前に比べて3倍以

上と大きく改善して

います。重厚な材で知

られるミズナラと比

べても高い値になり

ました。こうした特長

を生かして，机の天板

やフローリング(写真

6)などへの利用が期

待されます。

◆家具類
　カラマツは狂い・ヤニなどの問題から，家具材とし

ては敬遠されてきました。特に手で触れる機会の多

い家具において，ヤニのしみ出しはその大きな原因

の一つと言えます。しかし近年の乾燥技術，

蒸煮処理技術などの進歩により，こうした問

題の解消が可能となり，家具類などへの用途

の広がりも期待されています。

　カラマツは早材と晩材の硬さの違いによっ

て，加工に際していろいろ注意しなければな

らない点がありますが(2.3加工技術参照)，一

方早材と晩材のコントラストが特徴的で，他

の材では見られない美しさを持っています。

そしてそのはっきりとした木目により，一つ

一つの材の印象も異なるため，それぞれが個

性ある家具になる

と思われます。近

年では内装材とし

てもカラマツが利

用されつつあり，

それとともにカラ

マツ材を使った家

具(写真7)に対する

要望も増えていく

と考えられます。

いす

◆学童用机・椅子
　カラマツを利用した家具の例として学童用机・椅

子があります。地場の木材を使って木製の学童用机・

椅子を製作し，地元の学校で使用するという試みは

全国的に広がりを見せており，当場でも1995～98年

度にカラマツ材を使った学童用机・椅子の開発を行

いました(写真8，9)。カラマツのはっきりとした木目

は，教室などの広い空間の中でもしっかりとその存

在を示し，木の特徴と言える暖かさや柔らかみのあ

る雰囲気を教室全体に与えるものと思われます。学

童用の机・椅子は，毎日の掃除やグループ学習などに

より移動する機会も多く，家庭などで使われる家具

と比べ，高い強度が要求されます。そのため木製の場

合，一定の強度を得るために部材数が増えたり，部材

寸法が大きくなったりするため，一般的な金属パイ

プ製の机・椅子に比べて重くなる傾向があります。そ

こで当場では2001年度に，十分な強度を持ち，かつ

軽量化を図った学童用机・椅子を開発しました。

図 4　WPC化による表面硬さの改善

写真 7　カラマツ材を
使った文机

(加工科，化学加工科，デザイン科)

写真 9　教室の様子

写真 6　WPCカラマツを
用いたフローリングの試作

写真 8　カラマツ材を
使った学童用机・椅子




