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スギ間伐材を原料とした木粉の製造（第2報）
ースギ木粉の品質に及ぼす原材料の種類および含水率の影響一

藤澤泰 士、鈴木聡、栗崎宏

Production of the Wood Flour Made from Sugi Thining Wood as Materials (II) 

-Influence of Kind and Moisture Content of the Raw Materials 

on the Quality of Sugi Wood Flour -

Yasushi FUJISAWA Satoshi SUZUKI, Hiroshi KURISAKI 

スギ木粉の製造条件と品質の関係を明らかにすることを目的に、スギ木粉の品質（かさ比重、

粒度分布およびアスペクト比）に及ぽす原材料の種類（根元材、元玉材、樹梢材および製材廃

材）および原材料の含水率の影響について、大型ピンミル粉砕機を用いて検討した。スギ木粉

の品質は、原材料の種類によって異なっており、先端部に近い丸太材ほど、製造される木粉の

かさ比重が低下した。しかし、粉砕時の原材料の含水率が減少すると、品質の違いが小さくな

り、原材料含水率が33%まで減少すると、製造される木粉の品質はほぼ同一となった。

1. はじめに

射出成型プラスチック製品の材料には、一般的に、

ポリプロピレン、ポリスチレンなどの熱可塑性樹脂

が用いられるが、近年、これらの熱可塑性樹脂に木

粉を混練した混合物（以下、 WPCコンパウンドと

略す）も使用されるようになってきた。

射出成型用のWPCコンパウンドには、射出成型

用熱可塑性樹脂と同等の、熱流動性 (MFR等）と物

性（寸法安定性、耐衝撃性等）が求められ、それに

は樹脂に混練する木粉の品質（かさ比重、粒度分布、

アスペクト比など）が大きく影響していること、また、

熱可塑性樹脂との混練性には、かさ比重が高い木粉

が適していることが、これまでの研究1-3)から明ら

かとなっている。そのため、射出成型用WPCコン

パウンドとして用いられている材料は、主に、かさ

比重が高いベイツガ等の木粉であり、かさ比重が低

く、樹脂との混練性が低いスギ木粉は、利用が困難

とされてきた。

しかし、箪者らは、射出成型にも適用可能なスギ

木粉を用いたWPCコンパウンドの製造技術を開発

することを目的に、前報4) において、スギ木粉の

品質に及ぽす原材料の含水率および構成組織の影響

について、ラボスケールにて検討した結果、原材料

の含水率が低下すると、製造される木粉のかさ比重

が増加すること、また、辺材の未成熟部からは、か

さ比重が低い木粉が製造されること等を明らかに

し、原材料を選別すれば、射出成型に適した品質の

スギ木粉が製造可能であるとの結論を得た。

本報においては、射出成型に適したスギ木粉の製

造技術を生産レベルで明らかにすることを目的に、

大型のピンミル方式の粉砕機を用いて、スギ木粉の

量産試作を行い、木粉の品質（かさ比重、粒度分布

およびアスペクト比）に及ぼす原材料の種類（根元

表 1 供試した原材料の種類

原材料の種類 形状
選別時の

含水率（％）

根元材
未口径： 50-60cm 
長さ： 1.5-2 m 

丸太材
元玉材

未口径： 22-30cm 
（剥皮処理） 長 さ ： 約4m

樹梢材
未口径： 7-13crn 100~120 
長さ：約 4m

丸太材と
製材廃材 同じ地域 未口径： 10-30cm 
（剥皮処理） で伐採さ 長さ： 2-4m 

れた材料
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図 1 供試した丸太材

先端部

樹梢材

4m長

図3 供試した製材廃材

材、元玉材、樹梢材および製材廃材）および原材料

の含水率の影響について検討した。

元玉材

4m長

根元材
1.5,......,2m長

図2 供試したスギ丸太材（模式図）

2. 実験方法

2. 1 供試材料

原材料として、 富山県産スギ間伐材の丸太材およ

び製材廃材を用いた。品種は、 主にボカスギであっ

た。丸太材は、平成 19年4月に富山県西部地域の

スギ植林地にて間伐伐採され、 富山県西部森林組合

に搬入されたものの中から、含水率 100-120%の

根元材、元玉材および樹梢材の 3種類を選別し、剥

皮処理して用いた（図 1、表 1、図 2)。なお、選

別時の含水率は、接触型含水率計を用いて測定した。

選別した各丸太材の量は、元玉材が約 30rri、根元

材および樹梢材が約 4面であった。

製材廃材は、前述の丸太材と同じ地域で伐採さ

れ、製材された後、産業廃棄物として同工場から排

出されたもの（主に背板）を約 30面選定した （表 1、

図3)。なお、樹皮は、製材前にバーカーにて除去

されていた。

2. 2 粗粉砕処理

原材料の丸太材 (3種類）および製材廃材を、 富

山県西部森林組合内に設置されている粗粉砕機 （オ

ガライザー：御池製作所製、 SDM-V-7055)に投入

して、粒径 l-5mmに粗粉砕した （図4)。以下、

これをおが粉と称する。おが粉は、種類別に全体を

均ーになるように十分に混合した後、気密性のある

1面のフレコンに収納、保管した（図5)。

2. 3 おが粉の含水率調整

上述のおが粉を、大型の熱風式ギアオーブン（特
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図4 粗粉砕機（オガライザー）
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図5 おが粉の保管状態

（気密性のある1rrlのフレコンに収納）

表 2 微粉砕前のおが粉の含水率

原材料の種類 含水率（％）

根元材 82 

元玉材 33, 54, 82, 100 

樹梢材 82 

製材廃材 33, 54, 82, 100 

注品）に投入し、オーブンの内部温度と送り速度を

制御し、表 2に示す所定の含水率に調整した。なお、

含水率は、約 1kgの試料を抜き取り 、全乾法 (105℃)

で求めた。

2.4 微粉砕処理

前項 2.3で含水率を調整したおが粉を、富山県西

部森林組合木粉工場内に設置のピン ミりレ形式の大型

粉砕機（横野産業製、DW-3-30、以下ピ ンミルと

図6 ピンミルの外観
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出ロフ ィルターを
通過しないものは
一次粉砕から再粉
砕される

図7 ピンミルによるおが粉の微粉砕工程

略す）に投入し、微粉砕処理を行った （図6)。

本粉砕機は、図7に示すように、一次粉砕機 (2mm

スクリ ーン）および二次粉砕機 (1mmスクリーン）

を直列に配列、二次粉砕機の出口側に目開き 180μm

(80mesh)のフィルターが設置されており 、フィル

ターより粗い木粉は、一次粉砕機に戻 されて再粉砕

される仕組みとなっている。

本機に投入されたおが粉は、高速回転するピン （突

起）に衝突して、微粉砕される際に発生する熱で乾

燥される。本検討では、 ピンミ ルヘの投入量を約

150 -200kg/h、粉砕機内部温度を 80-100℃の範

囲に制御しながら、製造される木粉の含水率が約 7-

8%の範囲となる ように調整した。

木粉の品質評価用として、 ピンミル粉砕開始か

ら1時間毎に約 20kgづつ 5回、合計 100kgの木粉

を採取した。採取した木粉は、原材料の種類別に、

全体が均ーになるように十分に混合した後、60X 
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80cmのポリエチレン袋に小分けして冷蔵庫にて保

管した。

2. 5 木粉の品質評価

製造した木粉について、前報4) と同様の方法で、

かさ比重、粒度分布およびアスペクト比を測定した。

かさ比重は、 JISK 7370の塩化ビニル樹脂の見か

け密度の求め方に準拠し、タップ法にて測定した 5)。

粒度分布は、振動ふるい (Endecotts社製、

OCTOGON) を用いて、スギ木粉を粒度別に 6段

階に分級した後、各々の質量を測定して求めた。分

級した木粉について、粒度の粗い順に 250μmオン、

149μmオン、 100μmオン、 74μmオン、 45μm

オンおよび45μmパスと称する。

アスペクト比は、デジタル顕微鏡 (ENGINEER

社製、 SL-62) を用いて、スギ木粉のうち任意に選

んだ 50個の長径および短径を 1μmまで測定し、

次式より算出した。

L 
A =  

w 
ここで、 Aはアスペクト比、 Lはスギ木粉の長径

(μm)、W は短径 (μm)である。

図9 製材廃材として主に排出される部分

（模式図）

3. 結果および考察

3. 1 木粉の品質に及ぼす原材料の種類の影響

3. 1. 1 かさ比重への影響

含水率 82%のおが粉を粉砕した木粉のかさ比重

を、原材料の種類別に図8に示す。

025 

020 

015 

割
1
1

和
，q

010 

OC6 

。 根元材

n=50 

元玉材 樹梢材 製材廃材

原材料の種類

図8 原材料別の木粉のかさ比重

（おが粉含水率； 82%) 

注）エラーバーは標準偏差を示す

丸太材を原材料とした木粉のかさ比重は、根元材

が 0.23、元玉材が 0.18、樹梢材が 0.14の順で低下し、

樹梢部に近い丸太材ほど低くな った。

一方、製材廃材の木粉は、かさ比重が0.16となり、

元玉材 (0.18)と樹梢材 (0.14)の値のほぽ中間となっ

た。製材廃材は、 主に図9のように、元玉材から樹

梢材の間の丸太の背板であるため、上述の丸太の樹

高とかさ比重の関係から、中間的な値となったもの

と推察される。

3. 1. 2 粒度分布への影響

各原材料別の木粉の粒度分布を図 10に示す。

丸太材を原材料とした木粉の粒度分布は、根元材

と元玉材が、粒度 100μmオン、また、樹梢材が、

粒度 45μmオンをピークとする粒度分布を示した。

特に、樹梢材は、粒度の細かい 45μmオンの木粉

の割合が非常に高く、根元材および元玉材が約 5%

であるのに対して、約 40%と8倍とな っていた。

一方、製材廃材を原材料とした木粉の粒度分布は、

粒度 100μmオンに小さいピークを持っているが、

丸太材と比較して、平坦な粒度分布を示した。

このように、木粉の粒度分布は、原材料の種類に
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゜根元材 元玉材 樹梢材

原材料の極類

木粉粒度 □ 250JJ,mオン ロ149JJ,mオ`ノ
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図10 原材料別のスギ木粉の粒度分布

（おが粉含水率； 82%) 

よって大きく異なっていた。この点について以下に

考察する。本実験で用いたピンミルのように、出口

フィルターを取り付けた装置の場合、投入されたお

が粉は、フィルターを通過するまで再粉砕されるた

め、粒度分布は出ロフィルターの目開き幅(180μm)

より、少し小さい粒度付近にピークを持つことが多

い。根元材および元玉材の粒度分布は 100μmオ

ンにピークがあることから、これにあてはまると考

えられる。しかし、同じ条件で粉砕を行ったのにも

関わらず、樹梢材は、出ロフィルターの目開き幅よ

り135μmも細かい方にピークがずれ、また、製

材廃材は、根元材や元玉材と同じ粒度にピークがあ

るものの、 45μmパスの微細木粉が丸太材の 3倍

も多かった。このことは、樹梢材や製材廃材は、ピ

ンミルによる衝撃に弱く、一回の粉砕工程で微粉砕

されやすいことを示唆している。ただし、樹梢材と

製材廃材は、粒度分布のパターンが明らかに異なる

ことから、微粉砕されやすい原因については、両者

で異なる可能性がある。

なお、参考値であるが、ピンミル粉砕時の 1次粉

砕機と 2次粉砕機のモーター消費電力はそれぞれ、

元玉材が 7-8kW、6.6-8kW、樹梢材が 5.4-

6kW、4.6-7kW、製材廃材が2.8-6kW、2.8-3.6kW

であり、 1次粉砕のモーター消費電力は、元玉材と比

較して、樹梢材が 10-30%程度、製材廃材が 10-

25 
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゜ 根元材 元玉材 樹梢材 製材廃材

木粉粒度 □ 250μmオン 0149μmオン
100μmオン ● 74μmオン

● 45μmゎ ● 45μm,, ・ス

図11 原材料別木粉のアスペクト比

（おが粉含水率； 82%) 

注）エラーバーは標準偏差を示す

60%程度低かった。このことは、樹梢材および製材

廃材は、元玉材より、低い衝撃エネルギーで微粉砕

されていることを示唆している。

3. 1. 3 アスペクト比への影響

原材料の種類別の木粉アスペクト比を図 11に示す。

アスペクト比は、根元材および元玉材が、全ての

粒度で約 3-4となり、粒度による違いは、ほとん

ど認められなかった。

一方、樹梢材および製材廃材は、粒度 250μmオ

ンのアスペクト比のみが、約 10-11と非常に高く、

粒度が 100μmオンより細かい木粉のアスペクト

比は、約 4-6と低くなった。

アスペクト比に最も大きな差が生じていた粒度

250μmオン木粉の外観を図 12に示す。

アスペクト比が約 3-4の根元材および元玉材は

大粒で、粒状の木粉の割合が多く、細長い短冊状の

木粉も少し混在している様子が認められる。一方、

アスペクト比が約 10-11の樹梢材および製材廃材

は、繊維状または細長い短冊状の木粉の割合が非常

に多く、根元材および元玉材のような大粒で粒状の

木粉は認められなかった。

3. 2 おが粉含水率の影響

おが粉含水率を変えて粉砕した元玉材および製材

廃材の木粉のかさ比重を図 13に示す。各木粉のか

さ比重は、前報4) と同様に、おが粉含水率が減少
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根元材 元玉材

樹梢材 製材廃材

図12 粒度250μmオン木粉の外観

（おが粉含水率； 82%) 

すると増加した。元玉材と製材廃材の各木粉のか

さ比重を比較すると、おが粉含水率 54%以上では、

元玉材＞製材廃材であったが、含水率 33%では両

者は同じ値 (0.19)となった。

おが粉含水率を変えて粉砕した元玉材および製

材廃材の木粉の粒度分布を図 14に示す。粒度分布

は、元玉材では、おが粉含水率の増減に関わらず、

100μmオンをピークとする分布を示し、その割合

も約 30%とほぽ一定であった。一方、製材廃材は、

おが粉含水率 100%および82%では、粒度分布パ

ターンが元玉材と明らかに異なり、 100μmオンの

ピークも顕著ではなかったが、おが粉含水率が減少

すると 100μmオンの割合は増加し、 45μmオン

および45μmパスは逆に減少した。その結果、お

が粉含水率 33%では、元玉材と製材廃材の木粉は、

近似した粒度分布パタ ーンを示した。
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33% 

図13 おが粉含水率を変えて粉砕した元玉材

および製材廃材の木粉のかさ比重

注）エラーバーは標準偏差を示す
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木粉粒度 □ 250μmオン 0149μmオン 木粉粒度 □ 250μmオン □ 149μmオン
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図14 おが粉含水率を変えて粉砕した元玉材および製材廃材の木粉の粒度分布

おが粉含水率 82%および33%で粉砕した元玉材

および製材廃材の木粉のアスペク ト比を図 15に示

す。元玉材の木粉のアスペク ト比は、おが粉含水率

に関わらず、全ての粒度で約 3-4であった。一

方、製材廃材は、おが粉含水率 82%で約 11であっ

た250μmオンのアスペクト比が、おが粉含水率

33%では約 3まで減少した。その結果、製材廃材の

木粉のアスペク ト比は、 全ての粒度で元玉材と同じ

3-4となった。

このときの 250μmオン木粉の外観を図 16およ

び図 17に示す。

元玉材の外観は、おが粉含水率が82%、33%と

もに、木粉形状はやや幅広の短冊状または粒状のも

のが多く、両者に大きな違いが認められない。

一方、製材廃材の外観は、おが粉含水率 82%の

木粉形状は繊維状または細長い短冊状のものが多い

が、おが粉含水率 33%では、繊維状のものがなく

なり、粒状のものが多くなっていることが認められ

る。

このことから、おが粉含水率 33%条件でのピン

ミル粉砕において、製材廃材の木粉も1、粒度の細か

い45μmパスの木粉をふるい等で除去すれば、元

玉材に近似した粒度分布およびアスペクト比になる
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おが粉含水率

木粉粒度 □ 250μmオン □ 149μmオン
● 100μmオン ● 74μmオン
■ 45μmゎ ● 45μffi/¥・ス

図15 おが粉含水率82%および33%で

粉砕した元玉材および製材廃材木

粉のアスペクト比

注）エラーバーは標準偏差を示す

ため、原材料の種類による木粉の品質の違いを大幅

に減少できることが示唆された。
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おが粉含水率82%

おが粉含水率33%

図16 おが粉含水率を変えてピンミル粉砕した

元玉材木粉 (250μmオン）の外観

4. まとめ

4種類の原材料から、含水率条件を変えながら木

粉を製造し、その品質を評価した結果、以下のこと

が明らかとなった。

(1)おが粉含水率 82%条件でのピンミル粉砕にお

いて、木粉の品質（かさ比重、粒度分布および

アスペクト 比）は、原材料の種類により異なっ

ており、木粉のかさ比重は、根元材、元玉材、

製材廃材、樹梢材の順で低くなった。

(2) ピンミル粉砕時のおが粉含水率が減少すると原

材料の種類による木粉の品質の違いは減少し、

おが粉含水率 33%条件では、元玉材および製

材廃材の木粉の品質は、ほぽ同じとなった。

おが粉含水率82%
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図17 おが粉含水率を変えてピンミル粉砕した

製材廃材木粉 (250μmオン）の外観
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In order to clarify the relationship between processing conditions and quality of Sugi (Cryptmeria ]aponica 

D.Don) wood flour, we examined the influence of four kinds of raw materials (root log, the next log of the root 

log, treetop log, and sawing waste wood), and moisture content of raw materials with the quality (bulk specific 

gravity, particle size distribution, and aspect ratio) of wood flour by using large pin mil crusher. The quality of 

wood flour varied according to the type of raw material, in particular, the bulk specific gravity of wood flour from 

the log near to the treetop decreased significantly. However, the difference in the quality of raw materials became 

smaller when decreasing the moisture content of raw materials upon pin mil crushing, and when the moisture 

content decreased to 33%, regardless the type of raw materials, the quality of the wood flour mostly became the 

same. 
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