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総 説 (REVIEW )

新しい木質系材料の開発研究の現状と今後の展望*

川 井 秀 一**

TodavandFuture-R&Dol-NewLigl10CellulosicCompositeProducts*

ShuichiKA＼nL**

(平成()午()月日‖]受理)

1. は じ め に

近年,木質材料を中心とするリグノセル ロース材料の開発 とそれに伴 う機械装置ならびに生産技術の

発展は 目覚ま しいものがある｡ パララム (ド;lrallam),配向性ス トラン ドランバー (orュ(-nl(､dStra,ld

Lulnhcr,()SIJ)などの骨組み材料をはじめ,パネル材料では配向性ス トラン ドボー ド (ori(l仙､｡IStr乙川(l

li()ar(1,(二)SI子)や中密度ファイバーボー ド (Me｡1ium I)(､1-Sit)I;il)erl)Oと=五 入,ll)lil)が,さらにはセメン トパ

ーティクルボー ド等の複合系材料が,次々に開発 されてきた｡生産機械や技術においても連続プレスや

蒸気噴射プレス等に関する技術開発が精力的に進められている｡

他方,材料開発は,いま,大きなターニングポイン トを迎えているとも言えるOこれまで材料生産の

主要な制約条件であった "資源","エネルギー"に加えて,8()年代後半から "環境保全"が大きくクロ

ーズアップされるようにな り,材料開発の理念や視点に大きな変更が求められている｡

本稿では,材料開発の視点の変化に伴い,最近注目されている新たなコンセプ トを紹介 し,ついで木

質系諸材料の開発研究の動向を傭概 して,今後の方向を展望する｡ さらに,循環型資源利用システムの

構築に向けて,非木材 リグノセル ロース資源や リサイクル資源の利用技術について言及する｡

2.ゼ ロエ ミッシ ョンプ ロセス(ZeroEmissiomProcess)とライ フサ イクル評価 (LifeCycle

Assessment,LCA)

材料開発の理念に係わる最近のキーワー ドを挙げると,｢ゼ ロエ ミッション｣ と ｢ライフサイクル｣

とい うことになろう｡前者は,資源循環型社会システムの構築に向けて,材料の生産プロセスにおける

投入資源 とエネルギーをすべて有効利用 して製晶に変換 し,廃棄物の排出をゼ ロにするという,lt)f)5年

に国連大学において提唱された概念である｡ この廃棄物には,いわゆる固形廃棄物ばか りでなく,(熱)

エネルギー,炭酸ガスなどの温暖化ガスならびに空気や水質汚染物質も含まれるo Lたがって,現実の

材料生産においてこれを完全に実現することは困難である｡ しか しながら,生物 とりわけ植物は生命活

動に必要なェネルギー と物質を省資源かつ省エネルギープロセス (光合成)によって生みだす,いわば

*第:-)2回木研公開講演会(平成!)年L=)月日‖∃,宇治)において講演｡
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理想的なゼロエミッションプロセスを備えてお り,その意味ではこれに学ぶべき点が多い｡また,材料

の立場から見れば, リグノセルロース材料は,一般に省エネルギー加工が可能であり,一定条件のもと

では千年以上の耐久性をもつと同時に,生分解性をも併せもつゼロエミッションマテ リアルと言える｡

現状におけるゼロエミッションプロセスには,省エネルギー ･省資源プロセス,廃熱利用,リサイクル

資源の有効利用ならびに産業クラスター利用の構築などが含まれている｡

後者のライフサイクルは,これまで主として生産する立場から考えれらてきた材料開発を生産-流通-

利用-廃棄-(リサイクル)という一連の材料のライフサイクル全体で捉え,その トータルの投入資源やェ

ネルギーあるいは環境に対する負荷を解析しようとするものである｡図1にその概念図を示している｡

LifeCycleAssessment--

LifeCycleCost --｢pi31ubCu:,ioonn｢EnvironmentConSUmPtion-琵=uysce胤

Futuredirection:

co･friendlymater

hteHigentmateria

図1 新たな材料開発の概念

材料のライフサイクル全体にわたる環境に対する負荷については,ライフサイクル評価 (LCA)など

の解析手法が開発されつつあるが,木材および木質材料に適用された例は未だ少ない｡ 1例 として,ス

イスにおける電柱のケーススタディの結果を図2および3に示す l)｡比較されている材料は,コンクリー

ト (RC),CCB (銅 ･クロム ･ホウ素)薬剤処理丸太,CCF (銅 ･クロム ･フッ素)薬剤処理丸太,

ccB薬剤処理集成材,および鋼管である｡環境-のインパクト評価には,炭酸ガス排出量から換算され

る地球温暖化ポテンシャル,エネルギー消費,人体および生態毒性,最終固形廃棄物などの指標が用い

られている｡図より,鋼管柱さす生態毒性を除くすべての環境指標に対する負荷が他材料に比べて大きい｡

一方,RC柱 と木柱は比較的環境負荷が小さいと結論される｡前者の問題は,最終固形廃棄物であり,

後者のそれは薬剤の溶出による生態毒性である｡なお,集成材柱の総消費エネルギーが大きくなるのは

ラミナの乾燥による｡従って,RC柱の場合は固形廃棄物のリサイクル技術が課題であり,木柱のそれ

は無公害型高耐久化技術および省エネルギー乾燥技術である｡

このようにLCAは個々の材料の環境に対する負荷を定量化 し,その改善目標を明らかするが,環境指

標によって選択されるべき材料が異なり,明解な結論を得難いうらみがある｡今後,これ ら環境指標,

資源およびエネルギー消費に関する重み付けを行い,ライフサイクルコス ト (LifeCycleCost)等の一元

化された指標と材料性能 との関係を確立していく必要があると思われる｡LCAはこのほかにも膨大なデ

ータを必要とすること,地域性の問題,社会 ･経済 ･政治との関連など未だ多くの問題を含んでいるが,

国際標準化機構 (ISO)でも取 り上げられ,技術委員会が (ISO/TC207/SC5)設立されるなど,その

基本的なコンセプ トは一般に受け入れられつつある｡

- 27-



木 材 研 究 ･資料 第33号(lt)()7)

12m)｢暫GIobalwarm■ngpo納 a壬

轟? 遅 S #

Ⅷ

(6q)alSt2
N
t
P
!
]O
S

lt2

u
!j

田 HumantoxIClty

招 EcotoxIClty

圏FlnalsoildvJaSte

こe-･AScI･!;lLL-i--1ltffSSぎ
図2 各種材料を用いた電柱のLCA (その 廿 ) 図3 各種材料を用いた電柱のLCA (その(2) ■)

このような材料開発の基本コンセプ トの動きに対応 して,エコマテ リアル (環境調和材料)やインテ

リジェン トマテ リアル (知能保有材料)がL)1世紀の材料の開発目標 とな りつつある0

3.木質材料 の発展の動向

歴史的に見ると,木質材料の始まりは,木象朕など合板の工芸的利用によって古代エジプ ト王朝まで

遡ることができる｡ しか し,その近代jr:_業 としての本格的な発展は, 1～)世紀末以降であり,図/lに示さ

れるように,その歴史は 100年余 りであるご)｡
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図1 木質材料の開発動｢叶

図において,横軸は西暦を,縦軸は構成要素の大きさを立方 171111の対数で示 している｡たとえば,隻

成材ラミナの大きさは l()7111mミオーダであるのに対 し,ファイバーボー ドの原料である木質ファイバー

の大きさは 101'll川 1pO)オーダである. したがって,木質材料に用いられる構成要素の大きさは,極めて
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差異が大きい｡木質材料の開発は,図に見られるように,近年著しく加速され,新しい材料が次々に出

現 している｡例えば,骨組み材料の開発を見ると,集成材以降,1970年代後半にLVL (単板積層材,

LaminatedVeneerLumber)が出現 し,さらに,その後わずか 10年を経て,小幅単板を構成要素とした

パララムが,また極く最近では比較的長いス トラン ドを構成要素にもつOSLが誕生している｡

一方,合板,パーティクルボー ド,およびハー ドボー ド以降のパネル材料の開発を見ると,面材の2

つの主な用途,すなわち,化粧下地材の用途にはMDFが,構造部材 としての用途にはウェファーボー

ド,あるいはOSBが順次開発され,次第に古い材料を代替しつつある｡

複合系材料では,多機能材料の開発が進められている｡例えば,木材 とプラスチックス複合系ではい

わゆるWPC (WoodPlasticComposites)の実用化が良く知られているが,最近では両者のリサイクル資

源の利用技術に開発が集中している｡また,木質一無機質複合系では,セメントパーティクルボー ドの

発展が著しい｡

4.今後の展望

4.1 骨組み材料 :高信頼性材料の開発

骨組み材料開発の動きを辿ると,図4に見られるように,カーブが全体的に右下がりになっているこ

とがわかる｡この理由としては,原材料の晶質低下,歩留 り向上,生産の自動化 ･装置産業化など,省

資源化や省力化に有利であることが挙げられる｡材料としてこれを見ると,素材 ･集成材からosL-と

移行するに従い,積層数が増えて欠点の分散度が増し,したがって信頼性が飛躍的に向上する｡

材料強度に及ぼす構成要素の積層効果は,LVLを対象に検討されている3'｡その結果によると,積層

材料の強度の分散は,中心極限定理に従い,その標準偏差は概ね積層 (プライ)数nの1/2乗に反比例

することが実験的にも確かめられている｡今,圧締工程における比重の増加や接着層の影響等を無視 し

て積層効果のみを考えると,例えば,素材の強度の変動係数が30%であれば,5プライの集成材のそれ

は約 14%,9プライのLVLのそれは約 10%になると予測される｡つまり,積層数の増加に伴い,材料

の信頼性が高くなる｡

骨組み材料は,今後ますます高信頼性材料-と開発が進むものと予測される｡要素寸法がさらに小さ

くなり,グラフのカーブが右下-下がるかどうかの検討は,今後の骨組み材料の発展の方向を占ううえ

で極めて重要である｡LVL,パララムおよびosLはいずれも繊維の強度を活かした1軸配向性材料であ

り,この場合,一番大きな欠点は要素の縦継ぎである｡このため,縦継ぎが単一断面に集中すると,応

力集中が起こり,この部分の強度低下が著しいので,縦継ぎを分散する工夫がされている｡LVLの場合,

強度に影響を及ぼさないバットジョイントの避距は,単板の厚さの16倍以上であることが実験的に求め

られている1)｡

要素が小さくなると,欠点が小さくなるとともに,その分散度が高まり,均質度が増す反面,縦継ぎ

欠点の出現頻度が増す｡ したがって,欠点の分散が理想的に実現 しても,縦継ぎの出現頻度が増して,

相互に影響を及ぼし合 うような密度に近付くと,材料の信頼性は向上しないと推測される｡材料強度の

信頼性 と要素寸法の関係は,将来の骨組み材料の開発にとって大変重要である｡論理的な解析やシミュ

レーション解析のほか,実験的な検証が必要である｡

木材本来の ｢軽くて,強い｣構造的特長を活かした高比強度 ･高比ヤング率材料の開発を目指すため

には,構成要素の配向性付与と共に,適度の空隙保持もまた重要である｡中空円筒LVLは,-リカルワ

インディング構造をもち,木材の細胞構造をマクロに模倣することによって,比強度を高める工夫をし

ている5,6)｡円筒の直径と積層数の選択によって自在に材料設計できること,これまでの木質材料の製

造技術とは全く異なることなど,多くの興味ある特徴を備えている｡同様に,空隙保持を材料の構造的

側面から見れば,ハニカムコア構造やサン ドイッチ構造,ボックスビーム構造等の軽量高強度構造の応
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用が考えられる｡高強度LVl.をフランジに,針葉樹合板や()slうをウェブに用いたI型 ビームもこのよう

な材料の 1例である7)0

4.2 木質系パネル材料 :高性能 ･多機能材料の開発

パネル材料は,骨組み材料に比べると,用途の違いにより多様な発展を見せている｡構造用パネルで

は,構成要素が小さいウェファーボー ド･oSl与などの'2軸配向材料が開発され,骨組み材料 と同様な発

展の経緯を示 している反面,造作用には表面平滑性に優れたMr)rllの発展が著 しい｡その他,外壁材料

として優れた機能をもつセメン トパーティクルボー ドに代表 される高性能 ･多機能材料の開発が進み,

最近では石こうパーティクルボー ド･ファイバーボー ドも実用化 されているo

フロー リング基材 のよ うに,強度 ･寸法性能 と共に表面性能が求め られ る用途 に向けて,将来

A(1＼,こuln､〔10SBならびにOrielltedMDFの発展が期待 される｡前者は,強度および寸法性能の向上をはか

るために,ス トラン ドの寸法が 1()-1う…1前後まで長 くな り,接着剤を粉末 PFから液状 PFに替えて添

加量を増す傾向が認められる｡ さらにイ ソシアネー ト樹脂接着剤 も必要に応 じて適用 されている}:loま

た,表面平滑性を高めるために,厚さ()∴うmmの薄いス トラン ドをf恥 ､た,いわゆる "ファインOSlう"の

検討が進められている{.'｡ さらに,国産osliの可能性を探るために,フェイスにスギ,マツ等小径材 ス ト

ラン ド,コアに古材パーティクルを用いた表層配向:与層(_)sliの検討が行われているl̀''｡このほか,コン

ピュータシミュレーションによって,()LSlうの材質 と製造因子に関する研究が多くおこなわれているr】 1-1)｡

一方,Ml_)lllは,osliに比 して剛性や面内寸法安定性に劣っているので,今後これを改善するための

技術開発が求められる｡これには,ファイバーに配向性を付与することが最も効果的である｡これまで

に高圧静電場を応用 した配向技術が検討されているL÷ HJ｡ケナフ ･オイルパーム等の植物長繊維を用い,

撚糸技術を応用 して配向させ,木質ファイバーやパーティクル と複合的に組み合わせることも検討され

ている｡

木質繊維 と他の天然繊維,合成繊維,あるいは無機繊維など,異種繊維の混抄技術が重要にな りつつ

ある｡たとえば, 自己融着性をもつ熱可塑性合成繊維 との混抄により,熱圧時の成形性を高めた薄物

Ml~)1丁が開発 されている1㌦

4.3 木質系複合材料

新たな機能を付与するために,木材 と他材料の複合系材料の開発研究も盛んである｡セメン トパーテ

ィクルボー ドのような無機質との複合は,その代表的な例であるが,最近では熱可塑性樹脂 との複合や

繊維強化木質材料等の研究開発 も進展 しているH,'0
4.3.1 繊維強化木質系材料

集成材 ラミナやLV1.の単板間の接着層にガラス繊維織布を挿入 し,積層接着 した材料の開発が試み ら

れている.｡この場合,接着剤がガラス繊維織布に充填されるので,一種のGFRPと木材 との積層複合系

として捉えることができる｡

ラミナを想定 したスギ無欠点材を試料に して,木材/(;1.1とl'/木材の:う層積層複合系の引張ヤング率

は,複合則に従 うことが知 られているo また,その引張強度は,(iFllU'の体積分率によって破壊の形態

が異なるために,やや複雑な挙動を示すが,これ ら2つの材料の強度および体積分率が分かれば,解析

的に予測することができる｡同様な検討が,曲げヤング率や曲げ強度についても行われている｡複合材

料のヤング率,強度の分散はともに木材素材に比べて小さくな り,材料 としての信頼性が増すことも注

目されるl~L'O

集成材やLVIJのように 1軸配向材料の強度補強には,同様に l軸配向した繊維をプリプレグシー ト化

したものを積層 し,複合化することが望ましいが,これまでのプリプレグシー トは主としてエポキシ樹

脂をマ トリックスに用いているため,建築構造材の補強用 として用いるには耐熱性に不安を残 していた｡

このため,最近ではフェノール樹脂あるいはレゾルシノール樹脂系接着剤を用いた炭素繊維のプリプレ



川井 :新しい木質系材料の開発研究の現状と今後の展望

グシー ト化が検討されている1!卜 L'L)0

4.3.2 木質一無機質複合材料

木質と無機質との複合は,多くの場合,防耐火性能や耐候性能,あるいは寸法安定性能を改善する｡

外壁材料として優れた性能を発揮するセメントパーティクルボー ドでは,これまで主として,樹種適正

やセメント硬化阻害と材質の改善に関する研究が行われてきたが,最近では迅速成型技術に関心が集ま

っている｡炭酸ガスと普通ポル トランドセメントの反応を応用した迅速成型法では,炭酸塩を添加 した

セメント/パーティクルマットを70-80℃に加熱することによって初期凝結を著しく加速 し,10分前

後の圧締により成型を完了する技術が開発されている122)｡また,炭酸ガスを直接マットに噴射,圧締す

ることによって,圧締時間の大幅な短縮が可能になること,適合樹種が拡大することなどが報告されて

いる2̀{)｡このほか,圧締凝結時間および水和養生時間の両方を短縮するために,水和促進剤 (たとえば,

ケイ酸ナ トリウム)とシリカフユームを添加 し,蒸気噴射プレス圧締とオー トクレーブ養生を組み合わ

せて迅速成型と水和養生時間の短縮をはかると共に,ボー ド性能を向上させる技術開発も進められてい

るL'･1･-'5'｡さらに,結合剤に熱硬化性マグネシアセメントおよびイソシアネー ト樹脂を併用 し,蒸気噴射

プレスを適用した低密度セメントoSBの迅速硬化技術も検討されてお り,今後の発展が注目される'-'G)｡

石こうパーティクル/ファイバーボー ドは,木質パーティクルあるいは古紙ファイバーを石こうの補

強材に用いてお り,湿式法から半乾式法-と製造技術が次第に移行 しつつある｡この材料はヨーロッパ

で開発が進み,耐火性が極めて優れているほか,寸法安定性 と遮音性も良好であり,ホルマリンの放散

が無いなどの利点を備えている｡欠点は従来の石こうボー ドに比べて,密度がやや大きくなり,重いこ

とであるコ7)｡今後の技術開発に期待 したい｡

グラファイ ト等の炭素材料をパーティクルボー ドの表面に積層 した複合材料は,高い耐熱性 と優れた

耐火性能,耐火炎貫通性能および耐火炎下クリープ性能をもち,木製防耐火戸の基材 として優れた特性

を示す.そのほか,この複合材料は極めて優れた電磁波遮蔽性を示すことが明らかとなっているL'臥2'))｡

4.3.3 木質プラスチック複合材料

木質と熱可塑性樹脂との複合材料は,古くから熱可塑性樹脂のモノマーを木材に含浸し,重合させる

wpcが実用化されている-o)｡近年には,木材の液化/プラスチック化の研究開発が31,312),また最近では

木質ファイバー強化プラスチックに関する研究開発が多く見られる33∴")｡とくに,後者は古紙や廃プラ

スチックの再利用技術に関する開発例が多く,資源循環型社会の実現に重要な技術開発である｡

5.循環型資源の構築 :資源 と環境の調和に向けて

木質資源の持続的利用に向けて,今後循環型資源利用システムの構築が重要である｡ リサイクル資源

としての解体材の利用技術う̀卜 37)や早生樹,とくに熱帯植林早生樹の利用技術が近年大きな関心を呼んで

いる｡そのほか,竹,バガス,オイルパーム,ジュー ト,ケナフ,コー リャン,稲ワラなど,農産廃棄

物を主体にした非木材 リグノセルロース繊維を用いた多機能 ･高性能複合パネルの開発研究も盛んにな

っている'i…0)｡

現在,無機系産業廃棄物をセメン ト原料に再資源化するための技術開発が進められている｡これは,

2章で述べたように,セメントの最終固形廃棄物を減らす技術としても重要である｡このような無機系

廃棄物と木質系廃棄物を原料にしたセメントパーティクル (あるいはファイバー)ボー ドは,将来重要

なゼロエミッションマテリアルとして多いに注目されよう｡とくに,人口桐密な東アジア地域では,レ

ンガやコンクリー トブロックに替わる外壁材料として最適であると思われる｡すなわち,このようなリ

サイクル資源を原料にした木質セメントボー ドは,環境-の負荷が極めて小さいばかりでなく,防耐火

性,耐生物劣化性,耐水性および耐候性など外壁材料や屋根材料 として必要な特性を備えているからで

ある｡これに関わる今後の技術開発を期待 したい｡
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