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論 文(ORIGINALS)

木材の赤外吸収スペクトルに及ぼす腐朽の影響 Ⅰ

オ オ ウズ ラク ケに よる腐朽 *

角 谷 和 男 **･野 村 隆 哉 ***･山 田 正 **

KazuoSUMIYA,**TakayaNoMURA,***TadashiYAMADA**:EffectofDecay onthe

InfraredSpectraofWood.Ⅰ.DecayCausedbyCoriolelluざbalustris*

緒 言

赤外スペクトルは物質の分子構造と密接な関係があり,熱,化学反応,力などによって物質

の分子構造に変化があるならば,大体赤外スペクトルにも変化があらわれ,逆に赤外スペク ト

ルの変化より分子構造の変化を解析することも可能となる｡

木材の構成成分とくにセルロースの赤外スペクトルについては前にのべたように1) 多 くのデ

ータが認められるが,木材自身の赤外スペクトルあるいはその応用は現在わづかの例2)～6)を見

るにとどまっている｡ここで筆者らはまず木材中のセルロースを主として分解すると考えられ

ているオオウズラタケ (Coriolelluspalustris) の腐朽による木材吸収スペクトルおよび化学

成分の変化を調べ,いくらかの知見が得 られたのでここに報告する｡

赤外吸収スペクトルの変化と腐朽過程での分子構造の変化の対応は,木材の各吸収線の帰属

をもつと多 くのデ-タによって確認しなければならないため,ここではくわしく触れない｡

なお腐朽試験,化学分析については当研究所木材生物研究部門西本助教授の多大の御教示に

よるものであり,また赤外分光光度計の使用に関しては木材化学研究部門北尾教授の御好意に

よるものである｡あわせてここに深 く感謝の意を表する｡

Ⅰ 実 験 方 法

樹種としてほ本邦産広葉樹, 針葉樹の代表である ブナ (Faguscrenaia BLUME), スギ

(CrypiomeriajaponicaD.DoN)の一本の材の辺材を用い,オオウズラタケにより 20,40,

60,80,100日間各段階10個の試片 (半径方向 1×切線方向 2.5×4cm) を強制腐朽せしめた

級, 粉砕機によって粉末とし, 60-80mesh の部分を化学成分の変化を求める分析試料に,

300mesh以下の部分を赤外吸収スペクトル (以下 IR と略記する)用試料 とした｡ なお各化

学成分のスペクトルを求めるために,化学分析されたものを 300mesh以下の粉末とし,その

IR をとるとともに,比較用として同じ材より得た10個の健全試片の各試験を行なった｡

IR用試料に木粉を用いたのは,腐朽材より薄膜片を得ることが困難であるためである｡

*第15回日本木材学会にて発表

**木材物理研究部門,DivisionofWoodPhysics

***京都大学農学部,FacultyofAgriculture,KyotoUniversity
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Table1.Componentsofcultureauid
forCoriolellusPalustris.

Glucose

Peptone
Maltextract

K2HPO4

MgSO4･7H20

3

1

1

0

0

%
%

%
%

Lna

1

0

Ⅰ-1 強制腐朽試験

砂培養基を使用し,培養 ビンは横ビン (14×23×5

cm)を用いた｡砂は 10-20meshの石英砂を用い,

栄養として Tablelに示す組成のものを用いた｡

横 ビンに石英砂 700grと混液 200mlを加え, 棉

栓,加圧釜で滅菌後, オオウズラタケを植種する｡

供試木片は 60士loCの恒温器内で一週間滅菌し,演

菌水を吸収させた後,培養 ビン中に板目面が菌叢表面に当たるように並べ,所定期間 28士5oC

に調整された培養室で強制腐朽した｡腐朽試片は表面の菌糸,砂などを除去し,60士1oCの恒

温器内で4日間乾燥させた後,腐朽の目安として重量減少率を測定し,後粉末とした｡

Ⅰ-2 化学分析

(1) 1%アルカリ処理

試料 2grに 500mlの1% NaOH 溶液を加え,湯浴鍋中で逆流冷却器を付して1時間加熱

後,ガラスフィルターでロ別し,熱水で遊離の苛性ソーダの無 くなるまで洗浄, 1夜 100oCに

て乾燥したものを秤量後粉砕して IR用試料とした｡この処理で- ミセルロースの一部は除か

れる｡

(2) Klason リグニン

リグニンの定量,IR を得るために,粉末試料 2grより KoNIGの硫酸法7'によって得た硫

酸 リグニンを秤量,粉砕して IR用試料とした｡

(3) ホロセルロース

試料 2grを温水で洗浄後20分間塩素を通じ,熱水で洗浄,ついで冷たい 2%亜硫酸溶液で洗

浄し, 3%亜硫酸ナ トリウム100-200mlを加え,15分間煮沸,温水洗浄して再び塩素処理に

付する｡ 以下この操作を7-8回くりかえし, 塩化 リグニンの反応が認められなくなったと

き,最後の亜硫酸ナ トリウム処理を行ない, ロ過,温水洗浄,0.1%過マンガン酸カリ溶液で

漂白,水洗,希亜硫酸で処理し,温水ついでアルコ--ルで洗浄,乾燥,秤量,粉砕して IR用

試料とした｡この方法では- ミセルロースがかなり失なわれている｡

Ⅰ-3 IR 測定

IR測定はすべて KBr錠剤法によった｡熱乾,冷却した KBrの微粉末 500mgと室温で真

空乾燥した木粉 2.5mgを混合,圧力 190kg/cm2,圧締時間 5分で成型器にて錠剤とし, 日本

分光製普及型赤外分光光度計 IR-S(複光束,NaClプリズム型)にて 4,000-650cm~1にわた

って IRを測定した｡

Ⅱ 実 験 結 果

Ⅱ- 1 重量減少率

腐朽期間別の平均重量減少率を図示したのが Fig.1である｡

重量減少率は腐朽が進むにつれて増加するが,その増加の割合は腐朽期間の経過とともに漸

減する｡この傾向はブナ,スギとも同様であるが,同一の腐朽期間では常にブナの方が大きい

重量減少率を示している｡
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Fig.2 Chemicalcomponentsinde-
cayedwood(2gr).

Ⅱ-2 化学成分

健全材および各腐朽期間の材 2gr中の化学成分量を

腐朽期間別に図示したものが Fig･2である｡

この場合は重量減少率の変化のようには,はっきり

した傾向を示さないが,腐朽による1)グニソの試料全

体に対する相対含有量の増加,ホロセルロースのそれ

の減少は認められる｡このことはオオウズラタケが褐

色腐朽菌で あることより当然予想 せられた ことであ

る｡また,両樹種間の成分量の腐朽による変化量はブ

ナの方が一般に大きい｡なお成分量の変化と腐朽期間

の対応の悪さは化学処理に60-80meshの木粉を用い

たことが一因と考えられるが,くわしいことは不明で

ある｡一

Ⅱ-3 IR

(A) 木粉

腐朽による材自身の IRの変化をそれぞれ Fig･3,

4に示した｡ なお 4,000-1,800cm~1 の吸収線は腐朽

によってほとんど変化しないため,この領域について

は健全材と100日間の腐朽材を図示するにとどめた｡

(A-1) 健全材の比較

両樹種の健全材のスペクトルにおける相異は次のよ

うである｡

a)1,740cm~1 の吸収はブナの方が大である｡

b)1,510cm~1 附近の吸収はスギの方が大である

とともに,ブナでは二つの近接した吸収帯に別れる

ようである｡

Fig.3 InfraredspectraofBUNAwood.
(1)normal (2)decayedfor20days (3)decayedfor40days
(4)decayedfor60days (5)decayedfor80days (6)decayedfor100days
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Fig.4 InfraredspectraofSUGIwood.
(1)normal(2)decayedfor20days (3)decayedfor40days
(4)decayedfor60days (5)decayedfor80days (6)decayedfor100days

c)1,200-1,300cm-1 領域の吸収帯はブナでは 1個であるが,スギでは2個が現れるo

d)1,050cm~1 の吸収帯においてもC)と同様の現象が見られる｡

e)870,800cm~1 にスギにのみ弱い吸収帯が現われる｡

(A- 2) 腐朽に伴なう IRの変化

腐朽過程での IRの変化をまとめると次のようである｡

a)スギほおいては 1,740cm~1 の吸収帯が腐朽につれ,shoulderとなる｡

b)1,640cm~1 附近の吸収帯が broadとなる傾向があり, ブナにおいていちじるしい｡

C)1,590cm~1 の吸収は腐朽につれ, 顕著 となる｡ この傾向はブナにいちじるしく80,

100日の腐朽材でははっきり分離 した吸収線 となって現われる｡そのため,1,500-1,650cm~1

領域の吸収帯で両樹種間に腐朽につれ,はっきりした差異が認められる｡

d)1,510cm~1 の吸収は腐朽が進むにつれて吸収強度が増加する｡

e)1,460cm-1 の吸収強度は 増加の傾向がある｡ この傾向はブナに顕著 で 1,420cm~1 の

吸収強度との関係が腐朽の進行 とともに逆転する｡

f)1,380cm~1 の吸収強度は腐朽によって明らかに減少する｡なおスギでは 1,310-1,330

cm~1 の強度もやや減少の傾向を示す｡

g)1,220-上230cm~1 の吸収帯は腐朽とともに 明らかに顕著 となり, この傾向はブナで

一層明らかに現われるo

h)1,000-1,200cm~1 の大きな broadな吸収は腐朽とともに全体 として強度の減少が認

められるが, 両樹種によってその変化に特徴があり, ブナについては 1,120cm-1 の吸収強

度の減少は非常に少なく, 腐朽が進むとともに はっきりした 吸収線 となるが, 一方スギで

は 1,030cm~1 の減少が少なく,1,050cm~1 との強度の関係が逆転する｡

i)895cm~1 の吸収強度は明らかな減少を示し,ついには消失 してしまうO

(B) 化学成分

両樹種の健全材,腐朽材を 1%アルカリで処理 したものの残液,Klason リグニン, ホロセ

ルロースの IR をそれぞれ Fig･5-10に示す｡健全材および各腐朽期間毎の試料をそれぞれ

化学処理 した後の IR間には,錠剤 の透明度による透過率の差のみで吸収帯には変化は認めら
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れなかった｡このことは化学分析のような強い反応によっても分解されない各成分の構造は当

然腐朽のような弱い化学反応によって変化 しないことを示していると考えられる｡

したがって各国中には健全材 とともに100日 (一部80日)の腐朽材のみのものろ示した｡

(B- 1) 1%アルカリ処理残液

Fig.3と 5,Fig.4と6を比較すれば, 1%アルカリ処理によって 1,740cm~1 の明らかな

消失および 健全材でも 1,640cm-1 附近の吸収帯の強度の減少が認められる｡ ブナについては

さらに 1,510cm~1 近傍の隣接 した2つの吸収線が 1つになり,1,380および 1,260cm~1 の強

度の減少,1,230cm-1 の吸収線の出現,1,050cm-1附近の吸収線の分裂が認められる.

40α7 36L10 3200 280Ll LW O 2000 /goo /COO /700 /500 /500 /400 /500 /200

WAVfNuMBER(cqTI)
//00 /000 900 800 700 600

Fig.5 Infraredspectraofresiduesafterextractionwithl% NaOHfrom 玉UNAwood.

秘､36u0320028002400 2000 /900 /800 /形0 /600 /500 /TIOO /j100 /200 //00 /000 900

レ仰VfNL/MBEH (cm-/)

Fig.6 Infraredspectraofresiduesafterextractionwith1% NaOHfrom SUGIwood.

(B- 2) Klason リグニン

Fig.7,8に示されるように,ブナとスギとで 1,000-1,300cm~1 の吸収線および 1,510 と

1,460cm~1 の吸収強度比に明らかな相異が認められる｡このことは川村 らがジオキサンリグニ

ンについて指摘 している8) ことと一致する.

(B- 3) ホロセルp-ス

Fig.9,10に示すようにスギの 800cm~1 近傍に弱い 吸収が 認められる以外,両樹種の IR

はほとんど同じといい得る｡

なお参考のためにオオウギラタケ菌体の IRを Fig･11にかかげる｡
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1CW j'CL)0 3200 2800 2400 2000 /goo /800 /700 /600 /5100 /400 /300 /200 //00 /Ou 900 800 700 L:L70

wAVENU M BEFP(C/汁/)

Fig.7 InfraredspectraofKlasonligninfrom BUNAwood.

4000 3占LU 3200 2800 2LIOO 2000 /900 /800 /700 /600 /500 /400 /loo /200

wAVfNLN4BER(C/77/)

//i,10 /OL70 300 800 700 600

Fig.8 InfraredspectraofKlasonligninfrom SUGIwood.

tJtt ′′ーヽ
′ヽ＼

(′

仰 ､9600320028002400 2000 /900 /800 /700 /600 /500 /400 /500 /200

WAVÊ /i/MLqE斤 (C′′7r/)
//00 /000 900 800 700 600

Fig.9 Infraredspectraofholocellulosefrom BUNAwood.
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4000 36cc 3200 2800 2400 2000 /900 /COO /700 /600 /500/400/300 /200 //00 /MO S00 800 700 600

wA作〟LMBER ( cm-/)

Fig.10 Infraredspectraofholocellulosefrom SUGIwood.

4000 3600 3200 2800 2400 2000 /900 /800 /700 /two /500 /400 /jOO /200

WAVfNuMBEj日 cm-/)

//oo /000 900 800 700 600

Fig.ll Infraredspectrum offungalbodyofCoriolellusPalustris.

Ⅲ 考 察

以上の実験結果 よりここでは主 Lとて木材 IR の 1,800-650cm~1 における各吸収線の帰属

を考えながら,考察を進めてゆ く｡

1,740cm~1 の吸収線は 1% アルカリ処理によって ほとんどあるいは 完全に 消失するから,

MARCHESSAULT,HARRINTON らによって指摘 されているように2ノー4', - ミセル ロ-スに関係

したものと考えられる｡1,640cm~1 に頂点を持つ広いバン ドについては主 として吸着水による

バン ドと言われている3)3)が,なお リグニンも関係すると言う説4) もあり, ここでは触れない｡

1,590,1,510cm~1附近のバン ドは腐朽によるリグニンの相対量 と吸収線の強度増加およびホ

ロセルロースの IR に全 くこのバン ドが現われないことより考えて, MARCHESSAULT らの言

うごとく2)～4) 1) グニソバン ドと確定 してよいと考えられる｡ スギ健全材における 1,510cm-1

の吸収線がブナより強度が大なることは,本実験の化学分析の結果からもその リグニン量 と関

係 して理解できる｡ただし,1,590cm~1 のバン ドにこの差のはっきり出ないことは,このバ ン

ドが 1,640cm~1 に頂点をもつ巾広いバン ドに覆われたためと考えることができる｡

腐朽の進行による 1,460cm~1の強度の増加はブナ,スギともリグニンの IRに吸収線の存在

することおよび化学分析の結果 より, 主 として リグニンに 関係するバン ドと推定されるが,

Fig.9,10 よりホロセルロースもい くらか 関係している ことも考えられる｡ この こ とは

MARCHESSAULT らによっても認められている2)0
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1,420cm~1の吸収線は Fig.9,10 より明らかなように主 としてホロセルロースによるもの

であるが,腐朽によって変化がほとんど認められないのは Fig.7,8に示されるように リグニ

ンも関係しているためと考えられる｡このことは HARRINGTON らも指摘 している4)｡

1,380cm~1 の吸収線は化学分析や IR より確認されるようにホロセルロースに関係したもの

と考えられる｡

1,200-1,300cm~1におけるブナ,スギ健全材の吸収線の違いは Fig.7-10より前者のそれ

はホロセル ロースの吸収線が多 く現われ,後者には リグニンの吸収線が多 く現われるからと考

えられる｡ また両者の腐朽による変化 および リグニンの IRから 1,230cm~1の吸収線は リグ

ニンによるものと考えてよいであろう｡このことは HARRINGTON らも指摘 していることであ

る4)0

1,000-1,200cm11 にわたる3-4に分れた幅広い吸収は セルp-ス, - ミセルロースに関

係 した吸収 と考えられ2)4),Fig.9,10においてもこのことは確かめられるが, 両樹種間にお

けるこれらバン ドの腐朽によるいちじるしい変化の差は, Fig.7,8に示されるように リグニ

ンに起因したものと考えられ,これ らバン ド群には リグニソも相当重要な役割を呆 していると

考えられる｡とくに,ブナにおける 1,120cm~1,スギにおける 1,030cm~1のバン ドがそれであ

るO また,スギにおける 1,110cm~1の腐朽による巾の広が りは, ホロセルp-スの相対量の

減少, リグニン相対量の増加と Fig.8,10に示される 1,110cm~1のホロセル ロースに関係し

た吸収線,1,140cm~1の リグニンに関係した吸収線を考えれば理解されるであろう｡

895cm~1の腐朽によるいちじるしい減少は,この吸収線がホロセルロースによることを示す｡

この吸収は β結合をもつセル p-スあるいは多糖類の特性線 と言われ2)3), このことより考え

るとオオウズラタケによるホロセルロースの分解はβ結合の切断を多 く伴なったものであると

推定される｡ これはさらに C-0 -Cの振動に起因すると考えられている3)4) 1,160cm~1の腐朽

による減少によっても確められる｡

870,800cm11にスギにのみ現われる弱い吸収はグルコマンナンの吸収 と言われ2)3),マンナン

がスギにのみ含まれる9) ことよりこれらの帰属ははば確定的であり, Fig.3,4よりすればオ

オウズラタケによる腐朽においてほマンナンの分解はそれ程起 こらないものと推定される｡

なお,腐朽過程に対応 した木材 IRの変化は重量減少率と同じく腐朽期間に応じて漸増 し,

腐朽に対する定性的な目安 となりうるが,これが定量化には木材 IRの分解の悪さなどに起因

する多 くの問題とともに,本実験における化学成分量の変化 との対応の悪さなどなお多 くの問

題がある｡

摘 要

ブナ,スギの辺材を褐色腐朽菌オオウズラタケにより20-100日間強制腐朽せしめ,4,000-

650cm~1にわたる赤外吸収スペクトルの変化を測定するととも把,1%アルカリ処理残液,疏

酸 リグニン,ホロセル p-スの腐朽による相対量変化,スペクトル変化を求め,それらの結果

より 1,800-650cm~1領域の木材の赤外吸収の原因となる成分を考察 した｡

これ らの結果を要約すればつぎのようである｡

1) この腐朽につれ吸収強度の増加する吸収線は 1,590,1,510,1,460,1,220-1,230cm~1の

ものであり, 減少する吸収線 としてほ 1,380,1,160,1,120,1,050-1,030,895cm~1があげら
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れる｡ ただし,ブナにおいてほ 1,120cm~1 のバン ドの減少はいちじるしく少なく, スギにお

いてほ 1,030cm~1 の減少が比較的少ない｡またスギでは 1,740cm~1 に減少の傾向がある｡ち,.tL+.L-

2) 腐朽によって .)グニソ捗相対量が増加し,ホロセルロースの相対量が減少することとそ

れぞれの赤外スペク トルより, 1)にのべた吸収強度の増加するバン ドおよび減少のいちじる

しくないバソ ドほ リグニンバソ ド,減少するバン ドはホロセル ロースによるバン ドと考えられ

る｡

Summary

The infrared spectraofsapwoodofBUNA (Faguscrenata BLUME)andSUGI

(Cry♪iomeriajaponicaD.DON)Wererecordedbothinthenormalanddecayedwood

bycoriblelluspalusiris,andthebandswereassignedtotheappropriatewoodconstitu-

ents. For above purpose,the amountofKlason lignln,holocelluloseandofthe

residueafterextractionwith1%NaOHandinfraredspectraofthosewereinvesti-

gated.ThespectraweretakeninthestateofKf∋rdisk.

Thefollowlngresultswereobtained:

1) The band intensitiesnear1590,1510,1460and 1220-30cm~lincreasedand

those near1380,1160,1120,1030-50and895cm~1 decreased with decay. Butvery

smalldecreased intensitieswererecordednear1120cm~linBUNA andlO30cm~lin

SUGI.

2) From theamountofKlason ligninandofholocellulose andinfraredspectra

ofthose,the bandsnear 1590,1510,1460,1220-30,1120 (in 玉UNA)and1030(inI
SUGI)cm~1 Wereassociatedwithligninandthosenear1380,1160,1120,1050-30and

895cm~1 werewithholocellulose.
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