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　機械塗工を適用する合板の透明塗装においては，台板合板の品質が塗工条件の決定および製
品の表面仕上がりに重大な影響を及ぼす。台板合板に存在する各種欠点の多くは致命的な塗装
欠陥となり，後からの補修が不可能で商品価値を著しく低下させる。
　塗装欠陥の発生には塗料，シンナーの選択，使用法，塗工条件，着色法および着色剤の選択，
乾燥，研削等さまざまな要素が関係するが，塗装台板として安心して使える合板の品質指標を
求めるため，あらかじめ各種欠点を含むように製造した合板，および道内合板工場から一般生
産工程で製造された合板の提供を受け，各種塗工機による透明塗装を実施した結果を2回に分
け解説的に報告する。

  1． 素地着色法

　合板の透明塗装を行なうには，素地の色調をそのま

ま表現するクリヤ塗料のみを適用する塗装法がとられ

ることは稀で，木理や色調の不斉をなくすために，ロ

ールコートによる素地着色，あるいはリバースコート

による目止め着色が最初に適用される。この素地着色

の成否が塗装合板の仕上がりを決定するといってもよ

い。いずれも塗膜着色の一種であって，適当な染料と

顔料で着色したカラークリヤ塗料により直接木材表面

を着色するものである。

　セン，タモ，ナラ，ニレ等の環孔材合板は，目止め

着色によって木目が一層強調されるのでリバースコー

トが勧められ，シナ，カバ，ブナ等の散孔材合板はロ

ールコートによる素地着色が適当である。本試験では

セン，シナ2種の合板を用いたが，素地着色法として

前者にはリバースコートによる目止め着色，後者には

ロールコート着色をそれぞれ採用した。

　2． 塗工装置について

　塗工機は3本ロールタイプの中島精機KK製精密型

ローラーコーターとビュルクレ社製リバースローラー

コーターで，前者はロールコートによる素地着色，後

者はリバースコートによる目止め着色に使用した。そ

の構造の概要を第1図および第2図に示す。
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　両機の構造，機能の特徴は次のとおりである。

　第1図の精密型ローラーコーターは，塗料受けから

ドクタースチールロールに付着した塗料は，メータリ

ングゴムロールによって過剰分が落され，次にスプレ

ッダーゴムロールに転乗される。スプレッダーゴムロ

ールは一定周期で摺動する（5往復／2分間）ドクター

ブレードの作用によって塗料がかきとられるようにな

っていて，新たにドクタースチールロールと接触して

出て来る表面には常に一定量の塗料が付着する。従っ

て被塗装合板を通したとき，スプレッダーロール2回

転目からの塗付かすれは全く起らない。塗付量の規

正はメータリングロール，ドクターロール，スプレッ

ダーロール間のクリヤランスの微調整によって行なわ

れる。このローラーコーターは素地着色だけでなく，

上塗り用としても性能がよい。

  ビュルクレリバースローラーコーターはつい最近ま

で我が国にはなかった型式で，まず第1ロールで塗料

を合板表面に塗工し，次にこの塗料が乾かないうちに

第2ロールのクロームメッキしたスチールロールでリ

バースを行なう。環孔材合板の大きな導管孔にカラー

クリヤ塗料をおし込み，他の平滑部分はリバースロー

ルのしごきにより余分な塗料がかきとられる。リバー

スロール表面に付着した塗料はドクターブレード，ド

クターゴムロールによって完全に除去され，ロール表

面は常に清浄に保たれている。環孔材の木目を鮮明に

着色し，ある程度の目止め効果も期待できる。

　3． 台板合板

　作成した台板合板の種類は第1表に示したが，その

概要を説明する。

　合板はすべて3枚合わせで，表板にはシナ，セン

1.2mm 厚および 0.9mm 厚単板を使用し，心板に

はラワン 4mm 厚を用いた。すべてロータリ単板で

ある。コアーの条件を検討するため，市販のセミハー

ドボード（道内A工場製厚さ約3.5mm）および林産

試験場製のS－2－Sハードボード（厚さ約3mm）を

心板に使用するものも加えた。

　また心板単板の欠点要素として，良好な品質のも

の，厚薄差の大きい単板の交互のジョイントもの，有

孔テープによるジョイントもの，テープレススプライ

サーによるジョイントもの，裏割れ発生の甚だしい単

板を使用するもの，およびこの裏割れ面に表板を接着

するものなどをとり上げた。セミハードボードは裏面

が粗い網目面になっているので，網目面と平滑表面と

が表板接着面となる2種を作成した。

　表板に 0.9mm 厚と 1.2mm 厚の2種を用いたの

は，コアー欠点の表面へのうつりを比較するためで，

またシナ表板にはロータリレース切削時のナイフマー

ク，目ぼれなどにより，オレンジステイン発生の大き

なものも加えた。

　研削条件の差異を比較する目的で，素地仕上げ条件

の異なるものを一部加えてあるが，他の要素の比較に

用いた合板はすべて同一仕上げとした。供試合板の寸

法は91cm×182cmで，1条件5～10枚使用した。

  4． 塗料および塗工条件
  素地着色用塗料はラッカークリヤシーラー（日本ペ
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イント）を染料，顔料で着色したもので，セン合板に

はオルナット系，シナ合板には濃色のブラウン系の色

調とした。塗料の配合条件は直接関係ないので省略す

るが，塗料粘度は30～45秒（フォードカップNo.4）

である。

　シナ合板の素地着色試験は精密型ローラーコーター

で行ない，適当な色調が得られるまで2～3回の連続

塗工を実施した。スプレッダーロールと送りロールと

のクリヤランスは,合板厚さ（合板の周辺6点の厚さ

測定値のうち最低値を基準）より－0mm，－0.3mm，

－0.5mm，－0.8mm，－1.0mmの5段階とり，絞

りの大小と欠点の発生状況とを調査した。

　セン合板の目止め着色試験は，ビュルクレリバース

ローラーコーターにより適当な仕上げが得られるまで

1～2回の目止め着色を行なった。適用条件は，塗付

側のドクターロールとスプレッダーロールのクリヤラ

ンスはギヤー目盛0.5～1.2（1目盛は0.1mmに相当

する），スプレッダーロールと送りロールのクリヤラ

ンスは合板厚さより －0.2～－0.3mm絞るのを原

則とし，リバースロールの絞りは合板厚さより

－0.3mm，－0.5mm，－0.7～0.8mm，－1.0mm

の4段階とした。

　5． 試験結果および考察

　素地着色後の合板はそのままでまず仕上げ欠点を調

査し，次にナイロン研摩布（スコッチブライトVF）

または＃180，＃320研摩紙での研削を行ない，再度仕

上げ欠点を調査した。シナ合板で研削前の欠点の目立

つものは，さらにラッカーカラークリヤ塗料を塗工

し，欠点の変化する状態をみた。

（1） 素地仕上げの研摩紙粒度と塗工条件

　良好なラワン単板を心板に使用し，研摩紙粒度を

＃180，＃240，＃320と変えて素地仕上げ研削を行な

ったシナ，セン合板は，いずれの素地着色法でも比較

的緩い塗工条件で良好な仕上げが得られた。＃180研

摩紙研削のセン合板の一部に毛羽立ちに原因する逆目
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部分の着色むらを生ずるものがあったが，これらは次

工程の＃320研削で殆んど除去された。従って特に顕

著な研削欠点が存在しない限り，素地仕上げの研摩紙

粒度は＃180～＃320の範囲では有意差はみられなかっ

た。勿論この結果は素地着色仕上がりに関してだけで

あって，各塗装工程を経た後の表面平滑性などについ

ては別である。

　シナ合板のロールコート素地着色では，スプレッダ

ーロールの絞りが－0.3mm以上になると，過度の圧

縮ぬりによる欠点の発生が目立つようになる。即ち，

僅かな心板欠点，例えば目ぼれの甚だしい部分，折

損，ジョイント不良等によるコアーうつりを生ずる。

これらの欠点および合板の厚さむらが少なければ，良

好なラワン単板を心板に用いたものは，シナ合板のロ

ールコート素地着色では絞りは－0.3mm以下，セン

合板の目止め着色ではリバースロールの絞りは－0.2

mmで十分であった。

　シナ合板は表板の目ぼれ，ナイフマークによる着色

むら（この部分が強く着色される）がかなり目立ち，

次に研削工程でこれを除去するため重研削を行なう

と，折角の着色素地を過度に削りとるから適当でな

い。なお，オレンジステインは淡色の着色塗料の塗工

では防ぎ得ないが，次に濃色のカラークリヤを塗工す

ればほぼ完全にかくすことが可能であった。

　本試験中にはその例は少なかったが，研削条件の不

良に原因するチャタリングマークの顕著なものは，木

目にかくれてあまり目立たなくなるセン合板でも大き

な着色欠点となり，シナ合板は軽度のものでも着色後

の研削をすると非常に目立ってくる。しかし，スコッ

チブライトVFでの軽い研削を適用し，次に濃色のカ

ラークリヤ塗料を塗り重ねることによって軽減するこ

とは可能である。スコッチブライトは厚いナイロン研

摩布で毛羽とり程度の軽い研削になり，チャタリング

マークを目立たせないからである。

（2） ハードボードコアー合板

　ハードボード，セミハードボードコアー合板は，塗

工後の反りの発生は普通合板よりやや大きいが，ボー

ド内に特に欠点が含まれていない限り，シナ，セン表

板合板のいずれも素地着色仕上がりは良好である。反

りはすべて塗工面を凹にして弯曲し，腰の強いS－2－

Sハードボードの方がセミハードボードコアー合板よ

りその程度が大きい。しかし以後の研削，塗工には差

支えない程度である。

　本試験に供したS－2－Sハードボードは林産試験場

の試験生産品であるが，部分的な厚さむら（0,15～0．

20mm）が存在した場合（この厚さむらは合板となっ

てからの数値である），コアー材質が硬いためにスプ

レッダーゴムロールのなじみが悪く，ロールコートに

よる素地着色ではスプレッダーロールの絞りを－0.4

mm以上，目止め着色ではリバースロールの絞りを－

0.6mm以上に強くする必要のあるものがあった。さ

もないと凹部の塗付かすれを生じる。また，これを防

ぐために目止め着色では多量の塗料を塗工してリバー

スロールでしごいても，凹部に多量の塗料が残存して

木目の感じをひどく損なう。また塗料の合板端部，Ⅴ

グループへの縁つき，たれなどの障害も生じやすい。

しかし厚さむらの少ない場合には，このハードボー

ド，セミハードボードコアー合板は，いずれの素地着

色法とも仕上がりは極めて良好で，特にセン表板の合

板はコアー欠点の多い普通合板に比べてリバースロー

ルの絞りをかなり強くしても心配ないので，1回の適

用で良好な目止め着色面が得られる。接着耐久性，経

済性の問題が解決されれば，ハードボード類のコア－

への利用は塗装合板には適当と思われる。

　セミハードボードの裏面，すなわち網目面に表板が

接着された合板は，表板に1.2mmの比較的厚い単板

を用いたためか，網目の表面へのうつりは殆んど発生

しない。セン合板でリバースの絞りが－0.81mm以上

になると，その痕跡らしきものの発生をみたが，次の

研削によって除去され着色欠点にはならなかった。欠

点の多いラワン心板合板だとコアーうつりが出やすい

ことからみると，セミハードボードは材質が軟かいた

め，網目が熱圧締によって潰れ平滑面に近くなるもの

と考えられる。

（3） テープレスおよび有孔テープジョイント

　ジョイント部前後における合板の厚薄差が大きいも

の以外は，いずれのジョイント法とも欠点発生には有

意差はなかった。従ってジョイント方法よりも，はぎ
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合せを行なう心板の厚さ不同，加工不良によるコアー

ボイド，表面欠点，折損の存在などの方がコアーうつ

り欠点の発生にはより重大な要素となる。これらの欠

点が内蔵されると，素地着色における塗工条件に制約

を与えるだけでなく，塗装台板として使用不可能にな

るからである。

　表板の厚さではシナ，セン合板ともコアー欠点に原

因する着色欠陥は，表板に薄い0.9mm厚単板を用い

た方が大きいことは当然で，これらの欠点は後からの

補修が不可能である。またシナ合板はセン合板よりコ

アー欠点に敏感で，欠点の発生率と程度がはるかに大

きく，従ってシナ合板のロールコート素地着色では，

たとえ良好な仕上げの合板であっても，必要のない限

りスプレッダーロールの絞りを少なくすることが大切

である。過度の圧縮ぬりはコアー欠点の発生ばかりで

なく，吸込みむらに原因する着色むら或いは塗料の導

管孔部からの浮上りによる斑点の発生などの塗装欠陥

を生じやすい。

（4） 裏割れおよび厚薄差の大きい単板

　裏割れの大きい単板の裏割れ面に表板を接着した合

板は，表板に1.2mmの比較的厚い単板を用いたの

で，セミハードボードの網目面に表板を接着した合板

と同様，特に裏割れによる欠点は発生しなかった。む

しろジョイント不良，裏割れ付近から発生する心板の

大きな割れ，或いは不規則な細かい割れの方が明瞭な

コアーうつりとなって現われる。これらの欠点は接着

に至るまでの単板の取扱い不良に原因する。

　厚薄差の大きい単仮をテープレススプライサーでワ

ンピースとした合板は，欠点の現われかたが少し特異

であった。先づセン合板の目止め着色では，リバース

ロールの絞りが－0.3mm以下の場合は，コアー単板

の厚い部分が金属ロールによって強くしごかれ，薄い

部分はリバース不足となって巾広い顕著な濃淡の縞を

生ずる。しかしジョイント部分には特にはっきりした

欠点を生じない。これに対しリバースロールの絞りが

－0.7mm程度に強くなると，薄い中板部分もしごか

れるために濃淡の着色むらは消滅し，全体的には均一

な着色となる。しかしジョイント部分の目ちがいによ

る欠点がはっきり現われる。これらの欠点は次の研削

では除去できないから，厚薄差の大きい心板の使用は

不適当である。

　次にシナ合板のロールコート素地着色では，スプレ

ッダーロールの絞りが－0.5mm程度まではこの縞目

が発生することが多い。またジョイント部分のめちが

いによる欠点は－0.3mmの絞りでも出現頻度がかな

り高い。セン合板は金属のリバースロールでしごか

れ，シナ合板は硬度約60度のスプレッダーロールで塗

工されるから，圧縮の条件としては後者の方がはるか

に緩いと考えられるが，欠点の発生にはシナ合板の方

が敏感である。

（5） ジョイント部分の厚さむらと合板の厚さむら

　本試験に用いたラワン4mm単板は，各種のはぎ合

せを行なう前に，巾方向の両端面近くの4点におい

て，相隣れる単板との厚さの差を測定しワンピースと

した。単板のままではかなり大きな厚さむらがあって

も，合板に仕組まれて接着され，最後に表面仕上げが

行なわれるから，実際にはかなりコアーの厚さむら或

いはジョイントの目ちがいは軽減されるものと考えら

れる。このためジョイントものコアー単板を用いたす

べての合板について，合板厚さおよびジョイント部分

の前後における厚さの差を測定し，コアー単板のジョ

イント時の厚さの差と比較してみた。

　第3図，第4図はセン，シナ合板における厚さのば

らつきの出現頻度を表わしたものである。

　これによれば合板のジョイント部分以外での厚さむ

らは，その殆んどが 0.10mm 内に入っている。また

ジョイント部分の前後における厚さの差異も殆んどが

0.10mm内に収まり，外観的な判断ではジョイント目

ちがいを云々する必要はないようである。これに対し

ジョイント前の相隣れる単板間の厚さむらは相当の広

域にわたって分布し，極端なものは 0.4mm 以上に達

する。これらの厚さむらが合板にまで仕上がると0.1

mmの厚さむらに入ってしまうわけであるから，接着

時における圧締圧力，素地研削仕上げによってならさ

れるものと考えられる。

　単板ジョイント時に厚さむらの大きかった部分のジ

ョイントが，合板となった場合にも塗装欠点を生ずる

かについては，本試験の素地着色では必ずしもそうな
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らなかった。しかし塗装直後は何等欠点の発生はなく

ても，使用中の吸湿あるいはその他の外的環境の変化

によって，表面へのうつりその他の欠点の発生原因に

なると思われるから，調板工程におけるジョイント作

業では，コアー単板の厚さむらの小さいものを用いる

必要がある。また合板となったもののジョイント部分

の厚さむらが0.1mm以内であっても，素地着色ある

いは目止め着色において，ジョイント欠点や濃淡の着

色むらを生ずることから考えて注意が肝要である。

　なお後で追試した丸パッチ補修コアーを用いたシナ

4mm合板のロールコート素地着色試験の結果では，

粗雑な加工を行なったものは表面単板へのう

つりを生じた。また素地着色後においては目

立たないものでも，次工程の研削および上塗

りをすることによって明瞭に現われる事例が

多い。

（6） 研削について

　素地着色後の研削には＃180，＃320研摩紙

とスコッチブライトVFとを用いたが，スコ

ッチブライト研削はシナ合板の素地着色後の

研削には極めて良好で，着色むらの均一化に

効果がある。＃180研摩紙での研削は着色面

を過度に削りとるからシナ合板には適当でな

い。セン合板では1回のリバースコート目止

め着色で良好な素地着色が得られた場合は，

スコッチブライトVF研削で十分であるが，

合板の厚さむらやリバースロールの絞り不足

による着色むらの除去には不適当で，＃180，

＃320研摩紙での研削が良い結果を得た。

　6． むすび

　透明塗装を行なうに当ってまず問題となる

素地着色において，台板合板欠点が着色仕上

がりにどのように影響するかを調査したが，

これらの欠点は合板の一般生産工程で必然的

に入って来るものが多い。塗装台板として十

分な品質の合板を製造するためには，欠点となる要素
をよく理解し，その発生を未然に防ぐ努力が必要であ
ろう。本試験では素地着色に限って試験をすゝめた
が，素地研削から最終上塗り工程までの間には未だ多
くの問題点がある。とくに機械塗工における適用条件
は，台板合板の品質によって強い制約を受けるので，
素地着色以降の各工程から発生する塗装欠陥について
は項を改め報告したい。
　終りに，供試合板およびハードボードの作成を担当
していただいた合板試験科，繊維板試験科に謝意を表
する。
　　　　　　　　　　－林産試　木材部接着科－


