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《資料》

埼玉県産スギ材の強度性能

大河 原控*

Strength Performance of Square Timber of Sugi (Cつrptomeriajaponica) 
that Grows Up in Saitama Prefecture 

Mutsumi OKA WARA 

県産木材を利用することは，本県の森林の整備が

推進されるとともに地球温暖化の防止や循環型社会

の構築にも大きく寄与することになる.

本県では，県産木材の利用を図るため「さいたま

木材認証制度Jを発足させているが，この制度には

木材の性能にする規定は，定められていない.

しかし，建築基準法の改正や住宅の品質確保の促

進等に関する法律の制定等によって木材を含めた建

築材料の性能に関する関心が高まっている.近年，

公共施設等での木材利用が増加している.県産木材

の利用を増やすためには，設計者等に県産木材の性

能を示していく必要がある.

そこで，県産木材の強度性能等に関して体系的に

整備するため，埼玉県産のスギ正角材の曲げ強度試

験を実施した.その結果は次のとおりである.

本調査に当たり ，日本工業大学建築学科の高橋雅

充先生，小早川隆夫先生，高橋研究室の卒研生君島

秀明氏，清水 朔氏，青葉裕司氏，石塚克洋氏，石

井智氏，高柳圭佑氏，米津裕助氏，長井智宏氏に

多大な協力をいただいた.ここに記して深く感謝す

る.

材料及び方法

面が120x 120mm. 材長は，3.0mとし，木材の購

入先に人工乾燥処理と修正挽きを依頼した.なお，

人工乾燥の方法については，特に指定しなかった.

2 試験方法

(1)計現1]

搬入された試験体は，断面寸法，材長，重量，含

水率等について，断面寸法はノギス，材長は巻尺で

それぞれ計測した.含水率は，搬入時に高周波容量

式木材水分計で計測し，曲げ強度試験後に1.0'""'-'2. 0 

C皿程度の厚さの試料を強度試験によって破壊された

部分を避けて採取し，全乾法によって含水率を求め

た.

(2)動的ヤング係数

試験体すべての動的ヤング係数を求めた.供試材

の木口面をハンマーで叩き， 叩し、た反対側の面に

FFT(高速フーリエ変換)アナライザーを当てて音を

拾い基本振動数を求めた.基本振動数は，両木口面

で計測し平均した.基本振動数，材長，断面寸法，

含水率から次式によって動的ヤング係数を求めた.

E= (2 X f X L) 2 X ρ 

E:動的ヤング係数

f:基本振動数

L:材長

1 試験体 ρ:密度

供試した材は，埼玉県産のスギ心持ち，無背割り

の正角材を県内の林業地帯である西部， 北部，秩父 (3)曲げ強度試験

地域の木材業者から購入して使用した. 実大曲げ強度試験は構造用木材の強度試験方

試験体の大きさは， 一般的lこ4寸角と呼ばれる断 法J(財団法人日本住宅 ・木材技術センター， 2000) 

*森林 ・緑化研究所
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による方法に準じで，日本工業大学(埼玉県宮代町)

の万能試験機を使用して， 3等分点4点荷重方式によ

って実施した.試験体は，単純支持とし，荷重点間

にある節等の欠点が最も少ない面をひっぱり側に配

置した.スパン長は， 80本が材せいの18倍の2，160 

mm，支点問距離を材せいの6倍の720mm とし， 100

本をスパン長が材せいの15倍の1，800mm，支点間

距離を材せいの5倍の600mmとした.張り出し部分

は，いずれも 100mm 以上とした.載荷速度は，最

大荷重に達するまでl分以上になるようにし，荷重

点の移動が一定となるように荷重した.試験によっ

て得られた最大荷重，試験体の変形から曲げ強さ，

曲げヤング係数を次式によって求めた.

曲げ強さ

伽 =aF/(2Z) 

伽 :曲げ強さ

a:支点から荷重点までの距離

F:最大荷重

Z:断面係数， bd切 (b:材幅， d:材せい)

曲げヤング係数

Em=a (3e-4a2) (F2-F，) / {481 (W2-W，) } 

Em:曲げヤング係数

a:支点から荷重点までの距離

L: 

1 :断面2次モーメント， bd3/12 (b :材幅，

d:材せい)

F2-F，荷重変形曲線の直線部分. F，は

F(最大荷重)の約10%，F2は約40%.

WcW， F2-F，に対応する変形の増分.

(4)試験結果の補正

試験の結果は，次の式によって得た調整係数を乗

じ「構造用木材の強度試験方法Jに規定する標準試

験条件(含水率:15%，試験条件:スパン材せいの1

8倍，試験体寸法:150mm)に補正した.

a含水率による曲げ強さ曲げヤング係数の補正

P'5=P， {(α-s XI5)/(α-s X M，)} 

p，含水率M，%時の曲げ強さ，

曲げヤング係数値

P'5 含水率15%時の曲げ強さ，

曲げヤング係数値

α， s :含水率定数

M，計測した試験体の含水率(%)

b 寸法による補正及び載荷条件による曲げ強さの

補正

次の式によって得られた調整係数 k，を曲げ強さに

乗じて調整した.

k，= (dlI50) 0.2 

k，調整係数

d:試料寸法

c 載荷条件による曲げ強さの補正

次の式によって得られた調整係数 k2を曲げ強さに

乗じて調整した.

k2= { (L+5S) / (Lo+5So) } 0.2 

k2 :調整係数

L， S:試験条件における荷重スパン

(1， 800mm)，支点間距離 (600mm)

Lo， So:標準条件における荷重スパン

(2， 700mm)，支点間距離 (900mm)

d 曲げヤング係数の補正

Em=EbU+2.4d2 (E / G)/(3L2-4a2)} 

/ {I +2. 4M (E / G)) / (3U-4ao2) } 

Em:標準条件における曲げヤング係数

Eb:試験条件における曲げヤング係数の測

定値

E/G:真のヤング係数とせん断ヤング係数

の上ヒ

d， L， a:試験条件における材せい，荷重

スパン，支点間距離

do， Lo， ao 標準条件における

材せい(150皿)，荷重スパン (2，700mm)， 

支点間距離 (900mm)

結果と考察

1 試験体の寸法等

製材の日本農林規格(以下 JASという)では，構

造用製材の寸法の基準を仕上げ材、未仕上げ材とも

表示値と測定値の差が，木口長は+1.5mm， -0. Omm， 
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強度は，

る.

県産スギ材の下限値は， 28.0N/mm'で、スギの無等

級材の基準強度である22.2N/mm'上回っている.

また、すべての試験体が無等級材の基準強度の値

を上回った.

大河原:埼玉県産スギ材の強度性能

全国データベースの下限値が基になってい材長は、+制限なし，一O.Ommとしている.

試験体の木口長は，最大が129.1mm，最小が119.

平均が121.2mmと最大，最小とも規格外だ

30 

20 

(
揖
)
倒
啄

3mm， 

った.

頻度で見ると全体の80.6%が規格内に収まった

が， 1. 1 % (2本)が表示寸法より小さく， 18.3%(33 

本)が規格より大きかった.材長は本を除き基準

を満たしていた.

含水率は，最も高いものが46.1%，低いものが

7.7%，平均が17.3%だ、った.仕上げ材の規格であ

る SD20以下に相当する含水率20%以下の材は77.7 

%であった.また， 89.4%が含水率25%以下だ、った.

表l 試験体の測定結果 10 

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 

曲げ強さ(N/mm2)

最大値

129.1 

3，442.2 

46.1 

42.5 

626.4 

最小値

119.3 

2，977.0 

7.7 

7.0 

329.8 

平同値

121.2 

3，046.7 

17.3 

16.3 

443.1 

町、町、

m作、

嶋

崎

kg/m3 

材緬(材せい)

材長

官水準(全乾)

n(水分計)

密度

ヤング係数と曲げ強さ

木材の曲げ強さ等の強度性能は，建築物の設計を

行うために欠かせないが，木材は自然物であるため

破壊しなければ真の強さを知ることができない.そ

こで，曲げ強さを推定するための何らかの尺度が必

要となる.

ヤング係数は，非破壊で求めることができ，曲げ

強さとの聞に相関関係があることから木材の強度の

推定に使用される.今回の試験結果のヤング係数と

曲げ強さの関係を図3に示す.埼玉県産スギ材につ

いても曲げヤング係数と曲げ強さの問には，相関係

数がO.70の相関関係があることが認められた.

曲げ強さの頻度分布図2
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曲げ強さの分布を図2に示す.曲げ強さの平均値，

最小{直，最大値は， 41. ON/mm'， 24.2N/mm乙41.0 

N/mm'だ、った.

この値と事実上の全国データとなっている強度性

能研究会の「製材品の強度性能に関するデータベー

スJ(以下全国データベースという)の値と比較する

と最小値と平均値が全国データベースを上回った.

しかし、曲げ強度試験で得られた値が優れていて

も，実際に建築物の設計等は，国土交通省から告示

されている基準強度を用いなければならない.基準

司
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ヤング係数と機械等級区分

今回の試験結果で得られた県産スギ材の曲げヤン

グ係数を JASの機械等級区分材の規格にあてはめ

ると E90相当が最も多く，次いで E70相当， EII0相

当だった.また，規格外のものはなかった.

5 

曲げヤング

5. 
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曲げヤング係数と動的ヤング係数

曲げヤング係数の分布を図4に示す.

係数の平均値，最小値，最大値は， 8.2kN/mm2， 

OkN/mm2， 13.6kN/mm2だ、った.

一方，動的ヤング係数の平均値，

4 

60 
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制電

通30.. 
20 

最小値，最大値

は" 7. 9kN/mm2， 4.5kN/mm2， 12.3kN/mm2と曲lず

ヤング係数が若干高い値を示した.

曲げヤング係数と動的ヤング係数の聞には，相闘

が認められた.両者の相関係数は、 0.92だ、ったこと

から， 曲げ強さと曲げヤング係数の相関よりも強く

なっている.このことから，比較的簡単に計測する

ことができる縦振動方法によって求めた動的ヤング

係数による強度の推定が曲げヤング係数による推定

と同様に扱えることがわかった.

今回の曲げ強度試験の結果から，県産スギ材の曲

げ強さの下限値が国土交通省から告示されている無

等級材の基準強度を上回っていることがわかった.

また，試験体のすべてが基準強度の値を上回って

いた.このことから，県産スギ材は，構造材として

十分な強度を持っていることが確認できた.

曲げヤング係数と動的ヤング係数の聞に相関関係、

があることが認められたことによって， JASに示さ

れているヤング係数の測定方法として動的ヤング係

数による測定が可能で、あることが示唆された.
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表2

幽げヤング

最大値

kN/mm2 

13.6 

曲げヤング係数の頻度分布

ヤング係数の測定結果

最小値

kN/mm2 

5.0 

平均値

kN/mm2 

8.2 
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