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間伐材等の低位利用材を活用しだオール木質スギパレットの開発

慶 田 篤 彦 ・占部達也 ・村上英人 ・片桐幸彦 1) 

Development of all wooden Sugi pallet with dowel joint 

to make efficient use of thinned wood 

Atsuhiko HIROTA， Tatsuya URABE， Hideto MURAKAMI，Yukihiko KA T AGIRI J) 

庚田篤彦・占部達也・村上英人・片桐幸彦:間伐材等の低位利用材を活用したオーJレ木質スギパ
レットの開発福岡県森林研報9: 29-44，2008 間伐等から生じる曲がり材等の低位利用材の利
用促進のため，スギ曲がり材から得たパレ ット部材をダボ接合により組み立てたオール木質スギパ
レットの開発を行った。従来製品としてラジアタパイン材を使った釘打ちパレットを比較対象とし
て，スギ材におけるダボ接合条件の検討を行うとともに，試作した実大パレ ットの性能比較を行っ
た。その結果，ダボ接合条件としてダボ直径10mm，ダボ打込深さ17凹，依合度-O.05mm，水性高分
子ーイソシアネート系接着剤使用により，釘打ちに比べ2.5倍の引抜耐力を得ることができた。ま
た，これらの接合条件で作製した実大パレットの強度は従来の釘打ちラジアタパインパレ ットと比
ぺ， JISの曲げたわみ率は同等以上，落下試験における変化率は極めて小さいことを確認した。'ま
た，製造コスト削減のため，板幅が異なるデッキボードから構成される複数板幅パレットの検討を
行い，従来の単一板幅パレ ットと同等の性能があることを確認した。さらに，短尺丸太の製材ライ
ン及びダボ打ちパレ ットの組立システムの開発を行い，製材歩留まり及び製造工程の省力化を図っ
た。この内，横バンドソーによる製材時に発生する厚みムラを補正する手段として，送材ベルト下
部にスペーサを設置することが有効であることが示された。
キーワード :スギ，パレ ット，ダボ接合

1. はじめに

物流用の木製パレ ッ トは囲内で毎年 4 ~ 5 千万枚

が生産され，プラスチック製や金属製なども含めた

パレッ ト生産量の全体の約 7割を占めている。生産

枚数は2005年は 5千 2百万枚， 2006年は 6千万枚と

増加傾向にある(日本パレ ット協会，2007)。 しか

しながら，木製パレットに使用される木材の多くは

ラジアタパイン，ベイツガ，北洋カラマツ，熱帯産

広葉樹といった輸入材であり，国内産のスギは木製

パレッ ト全体の0.2%を占めるに過ぎない(村田ほ

か， 2004)。

一方，戦後植えられた国内のスギ人工林は間伐に

よる手入れが必要となっているが，近年の木材価格

の低迷等に より間伐の実施が遅れていることが指摘

されている(平成19年度版森林 ・林業白書， 2007)。

間伐が進まない理由のーっとして，間伐材には曲が

り材やキズ材が建築用としては向かない低位利用材

が少なからず含まれ安価であり ，また，需要自体も

少ないことが挙げられる。

これらの間伐から得られるスギ低位利用材をパレ

ットとして有効利用できれば スギ材の需要拡大と

ともに，間伐等の森林の整備が促進され，森林のも

つ公益的機能の高度発揮に大きく貢献できる。

現在，木製パレットには比較的強度の高い樹種が

使用されている。スギはこれらの樹種に比べ曲げヤ

ング係数や比重が低いため，従来の釘打ちパレッ ト

での利用は曲げなどに対する強度性能がやや劣ると

される(江藤ほか， 1989)。

そこで，本研究ではこのような材質特性をもっス

ギを部材に使い釘の代わりにダボ接合で組み立てた

オール木質スギパレット(図-1 )の開発を行った。

パレ ットとして従来製品と同等以上の性能を開発

目標とし，限られた打込深さで強固な接合耐力を得

るためのダボ接合条件を検討すると共に，試作した

実大パレットの性能試験を行い，本パレッ トの性能

向上に関する研究を行った。

また，パレッ トに使われるデッキボードは，通常

端部を除きほとんどが単一の板幅のもので構成され

ている。このため，丸太から一定幅の板材を製材す

本研究は(財)福岡県環境保全公社リサイクル総合研究センター研究開発事業(平成16-18年度)に より

NPO法人 21世紀の森林づくり(福岡県久留米市)との共同研究で実施したものである。なお，本研究の

成果であるスベーサを用いた厚み補正方法及び、本パレットの生産システムに関する特許を 申請中である。

1 )福岡県水産林務部林政課
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る必要がありロスが大きく歩留まりを下げる原因と

なっている。そこで，パレット製造コストの低減を

図るため，デッキボードの複数板幅利用についての

検討や製材精度の向上に関する研究を行った。

従来のパレット
(釘接合)

亡〉

オーノレ木質スギノfレット
(ダボ接合)

図-1 .従来のパレ ッ トとオール木質スギパレ ッ ト

11 .試験体と試験方法

1 ダポ接合における最適接合条件の検討

(1)スギ大曲がり材の材質試験

スギ低位利用材として県産スギ大曲がり材の基礎

材質を把握するために，福岡県森林組合連合会浮羽

事業所から購入した材長

3mのスギ大曲がり材(写

真一 1)51本について，購

入直後(生材時)に最大

矢高，細り等の形状測定

と縦振動法による動的ヤ

ング係数(以下ヤング係

数)の測定を行い，これ

らの丸太の形状とヤング

係数の関係を調べた。

(2 )パレット部材の材質試験

(1)で供した51本の内13本の丸太(末口径平均 15.

Ocm，ヤング係数平均7.67GPa)について，約 1m

に玉切りして製材後，パレット部材としてデッキボ

ード材(断面22x 100mm， 22 x 150mm)及び桁材 (57

x 100mm)を採取した。

これらのスギパレット部材と，パレット工場から

購入した，現在釘打ちパレットとして使用されてい

る代表的な樹種であるラジアタパイン材について，

天然乾燥を半年間行った後，縦振動法によるヤング

係数及び気乾比重を測定し，材質比較を行った。

(3 )釘の引抜試験

釘打ちパレットの場合，桁材からの釘の引き抜け

に対する性能が重要となる。このため，ここでは表

-1に示すスギ及びラジアタパインを母材として， ] 

IS Z 2101に準じてスクリュー釘(胴径3.1mmX長さ

65mm，釘先端チゼル型)をハンマーにより打込深さ

Bull.Fukuoka Pref.For.Res.Ctr. ( 9) 2008 

45阻まで打ち込み 1週間養生後， ]IS Z 2101 I木材

の強度試験方法」に準じ釘の引抜試験を行った(図

-2，写真一 2)。計測した最大荷重を最大引抜耐力

とし，母材の樹種や比重との関係を調べた。

表-1.釘の引抜試験に用いた母材の概要

50 

母材の種類

樹種 気舵比重

スギ

0.382 

0.418 

0.457 

0.412 

ラジアタパイン 0.446 

0.476 

釘打ち面

板自

N数

4 

4 

4 

4 

4 

4 

ト一一一川一一一寸

図-2.釘の打込位置 写真一 2.釘の引抜試験

(4 )ダポの引抜試験

デッキボードからのダボの引抜性能がパレットの

強度に大きく影響すると考えられる。そこで，接着

剤の種類や猷合度，母材の比重といった接合条件が

引抜耐力へ及ぼす影響を調べるため，スギ板を母材

として繊維直交方向におけるダボの単純引抜試験を

行った。試験体の概要を図-3に示す。各試験体の

共通仕様としては，厚さ20mmのスギ板材を母材とし，

ダボは写真一3に示すスパイラル状溝付き圧縮ダボ

(ブナ，公称直径10.0mm，比重0.74，含水率10.3%)

を用いた。ダボ打込深さは17mmである。

接着剤は接着力，耐水性，作業性を考慮し，特殊

変性酢酸ピニル系(三木理研工業問H-3，以下「酢

ピJ)及び水性高分子一イソシアネート系(オーシ

カTP-11l，以下「水性イソJ)， 1液性湿気硬化型ポ

リウレタン(東洋プライウッド，以下「ウレタンJ)

の3種類を用いた。

ダポ

(ブナ、 φ10)

l~o 
{単位 mm)

図-3.ダボ引抜試験体 写真-3.スパイラル状

溝付き圧縮ダボ



眠合度(穴のきっさ:ダボ径一ダボ穴径)につい

ては，気乾比重が約0.40の母材を用い，酢ピ及び水

性イソそれぞれの接着剤について，ダボの公称直径

10.Omm (実測10.05mm)に対し，目標眠合度+0.15，

-0.05， -0.25mmで試験体を作製し，ダボの引抜試験

を行った。母材の比重については，販合度を-0.05m

mに設定し，気乾比重がO.40~0. 49の母材を用いて

同様にダボ打ちを行い，水性イソ接着剤使用時にお

ける母材の比重が最大引抜耐力に及ぼす影響を調べ

た。

接着剤の塗布は，穴底に接着剤を適量注入した後

ハンマーによりダボ打ちを

行った。母材表面に吹き出

した接着剤は拭き取った。

養生期間は 1週間で試料数

は各条件6体である。

これらの試験体につい

て，木材万能強度試験機(イ

ンストロン社製，最大容量

10t f)を用い荷重速度 2mm

/minにより繊維直交方向に

おけるダボの引抜試験を行

い最大引抜耐力を計測した

(写真一4)。 写真一4.
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荷量速度:5mm/min

(単位:mm)

• 
425 

-・・・・
・・嗣・・・.
900 

デッキボード幅100mmX厚さ18mm

桁・幅50x高さ80mm

P 

425 
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曲げ試験方法

(単位 mm)

P 

デッキボード、幅100mmx厚さ18mm

桁幅50x;r;さ80mm

図-6.せん断試験方法

図-5. 

(6 )パレットの曲げ性能に影響を与える各因子の

検討

パレッ トの接合方法，デッキボードのヤング係数

及び厚さの各因子がパレットの曲げ性能に与える影

響を調べるため 2水準系直交表 (L16直交表)で

各国子を組み合わせて作製した試験体の曲げ試験を

行った。因子としては，接合方法としては釘 1種類，

ダボ接合に用いる接着剤として 3種類(水性イソ，

ウレタン，酢ピ)の計4種類及びダボ打込深さ 2種

類を設定した。部材の性能としてはデッキボードの

厚さ及びヤング係数を各2種類ずつ設定し，これら

を組み合わせた16種類のパレット部分試験体を各 I

体ずつ作製した(表-2)。

試験は木材万能強度試験機を用い，J1SZ 0602r平

パレット試験方法J(1988)を準用して図-7に示す

曲げ試験を行った。計測した荷重と変形量から求め

たたわみ率を比較し，各因子がパレ ットの曲げ性能

に与える影響を調べた。

ダボの引抜試験

(5 )ダポの配置方法別の曲げ及びせん断試験

次に，ダボの配置が曲げ及びせん断性能へ及ぼす

影響を調べるため，ダボの配置を図-4に示す千鳥

A， B型及び直線型で配置し接合したパレット部分

試験体を各3体ずつ作製し，木材万能強度試験機を

用いて図-5に示す方法により曲げ試験を行った。

また，フォークリフトの爪によるパレ ット側方か

らの加力に対するせん断性能を調べるため，図-6

に示すパレット部分試験体を同様に 3体ずつ作製し

せん断試験を実施した。

千鳥 B型

e.: ・1、ずポ{ブナ.世 10mm

.i L'伽 m)

• i ・iテ "キボード・1

千鳥A型

••• 
直~I]型

図-4. ダボの配置方法
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表-2.パレット部分試験体の概要

繍体 後合方法 天板厚さダボ深さ d-a的ツヤキンボヲ係ード数
番号 (mm) (mm) (GPa) 

2 スクリュー釘 21 

-J4 Lー(φ3.1x65) 17 

5 5 

ゴ8二水性イソ

21 
10 
5 17 10 

一一11一90 1 一一 ウレタン

5 21 
10 
5 17 

12 10 

ーユ1i4- 21 5 

酢ピ
10 

_1_5_ 17 5 
16 10 

デッキボード:幅120x厚さ210r17
桁:幅40x高さ90

7 

9 

7 
9 

7 

9 

7 

9 
7 

9 

7 

(単位 mm)

図-7.パレット部分試験体及び曲げ試験方法

2 オール木質スギパレットの強度性能の把握

(1)実大パレットの曲げ試験

前項で決定したダボ接合条件を基に作製した実大

オール木質スギパレ ットの強度性能を把握するとと

もに，競合するラジアタパイン釘打ちパレ ットとの

性能比較を行ったO

デッキボードの動的ヤング係数の平均がスギがそ

れぞれ6.5GPa，7.5GPa， 8.5GPaの3種類に選別した

スギ及びラジアタパイン板材をデッキボードに使用

して実大パレットを作製した。

組立方法はスギ材については釘接合及びダボ接

合，ラジアタパイン材については釘接合を用い，各

ヤングごとに 1体ずつ作製した。ダボ接合には引抜

試験の結果を基に醍合度一0.05，打込深さ 17rnmとし

た。実大パレットの概要を表-3，図-8に示す。

Bull. Fukuoka Pref. For. Res. Ctr. (9) 2008 

表-3. 実大パレットの概要

デッキボード
認験体名 樹種 動的ヤング係数

後合方法
(1接合部当たり)

平均(GPa)

6.5 
-スクリュー釘

スギ+釘 スギ 7.5 φ3.1 mm X L65mm 

8.5 
-配置千鳥働It3本

6.5 -ブナダボ
φ10.0mmx40附 n

スギ+ダポ スギ 7.5 -配置ー直列3本
.1量策剣

8.5 z長崎盆主イソシアネート

ジ7~パイン+釘 ラジア9
7.5 -スクリュー釘

ゆ3.1mm X L65mm パイン 8.5 -配置.千鳥鱒Iす3本

ーーデッキボード
(厚さ20x幅120)

(単位:mm)

図-8.実大パレッ トの概要図

(両面使用形二方差しパレッ ト)

これらの実大パレットについて，]ISZ 0602の「平

パレット試験方法」による曲げ試験を行った。試験

は実大材試験機(前川試験機製，最大容量100tf)

を用い荷重速度 5rnm/minにより 3tfまで載荷を行っ

た(図-9，写真一 5)0 100 (200) kgf及び1， 250 (2， 

500) kgf時点でのたわみ量を基に最大積載質量 l

( 2) t時のたわみ率を算出し，デッキボードの樹

種やヤング係数，接合方法の違いによる比較を行っ

た。

100 
900 

持 -450--': 

P!2 PI2 

図-9.実大パレットの曲げ試験方法



福岡県森林研報(9) 2008 

写真ー 5 実大パレ ットの曲げ試験の様子

( 2 )パレットの落下試験

(1)で用いた供試体の内，デッキボードのヤン

グ係数が6.5GPaの釘接合及び、ダボ接合のスギパレッ

トとヤング係数が8.5GPaの釘打ちラジアタパインパ

レットを各 I体ずつ用い落下試験を行った。

試験は同様に]ISZ 0602(1988)のパレットの落下

試験方法に準じパレットを落下高さ50cmから 3回落

下させた。さらにISO8611-1 (1996)に準じて落下

高さ 100cmから落下試験を各 3回行った(図-10，写

真-6)。
落下試験前後のパレット対角線AB聞における寸

法Yの変化量を基に変化率を算出し，耐落下衝撃性

を比較した。

一

一

B

7
1
1
1
-
i
 

4cm 

落下高さ

50cm及び100cm

a; 

図 10.落下試験方法 写真-6.落下試験の様子

3 オール木質スギパレットの耐久性の把握

(1)ダポ接合部の煮沸試験

パレットの屋外使用を想定し，ダボ接合部の煮沸

試験を行い，接着剤の種類による耐久性の比較や釘

接合との比較を行った。 II-1 (6) に供したパ

レット部分試験体16体を使用し，煮沸試験後に曲げ

試験を行い，接着剤 3種類(酢ピ，水性イソ，ウレ

タン)を使用したダボ接合試験体及び釘接合試験体

ごとにたわみ率の平均値を算出し，各接合方法問で

の煮沸処理前後のたわみ率を比較した。

33 

煮沸試験は，連続煮沸漕により 4時間煮沸し，そ

の後 1時間室温水中で冷却した後， 70'Cの温度で24

時間乾燥を行った。曲げ試験方法は前述の図 7の

とおりである。

(2 )パレットの屋外暴露試験

屋外での使用頻度が比較的高いと考えられるビー

ル工場でのパレット使用を想定し，そのパレット規

格に準じて写真一?に示すパレ ット(オーバーラッ

プ型，幅1100奥行900肌)を計16体作製した。部材

にスギ材を使用し，組立には水性イソによるダボ接

合を用いた。

これらの試験体を当センター内のアスフアルト塗

装済み平坦地上に l枚ずつ重ならないように設置

し，無載荷状態で 2年間の屋外暴露試験を行った。

暴露試験前と試験後に前述の図-9に示す曲げ試

験を行い最大積載質量 1t時のたわみ率を算出し，

屋外暴露前後での比較を行った。

写真ー7.屋外暴露試験に用いたパレット

4複数板幅利用によるパレットの低コスト化

(1)製材歩留まり試験

原木には，材長 4mのスギ丸太 3種(大曲がり材，

小曲材，キズ材)を各 5本ずつ用いた。これらの丸

太の形状を計測した後 玉切りして長さ 1.15mの短

尺丸太を各原木 3本ずつ採取した。

これらの短尺丸太を本研究事業で試作した短尺丸

太用製材ライン(参考資料)を用いて製材を行い，

厚さ20mmのだら挽き板を採取した。これらのだら挽

き板から丸身を付けず採取可能な範囲で耳すり加工

を行い，最大幅の板材を採取した。

さらに，得られた板材から幅4種類 (80，100， 1 

20， 150mm)の板材を可能な限り採取し，デッキボ

ードに利用した場合の製材歩留まりの算出を行い

単一幅で利用する場合との比較を行った。

なお，歩留まりの計算における原木材積には素材

市場からの購入材積を用いた。
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送材速度は10m/minでスペーサの取 り付け位置は鋸

の手前10mmに固定した。丸太は元口側から投入 し，

製材機の設定厚を20mmにし製材を行い，得られた挽

き板の元日部，中央部及び末口部における厚みを測

定し，厚みのバラツキについて各製材時の設定条件

ごとの比較を行った。

( 9 ) Bull.Fukuoka Pref.For.Res.Ctr. 

(2 )板幅4種パレットの曲げ試験

(1)で供試した 4種類の板材をヤング係数の平均

がそれぞれ6.5GPa，7.5GPa， 8.5GPaになるように選

別した。これら板材をデッキボードに用いてダボ接

合で組み立て，表-4に示す配置方法により板幅一

定パレッ ト及び板幅4種(図-11)パレットをそれ

ぞれヤング係数ごとに ]体ずつ作製した。パレ ット

の形状は両面使用形二方差しパレット(幅1l00mmX

奥行1100)で組立にはダボ接合を用いた。

曲げ試験は，同様に]ISZ 0602 r平パレット試験

方法」に準じて行った。載荷は約 3tfまで行い，最

大積載質量 1t及び2t時のたわみ率を算出した。
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写真-8. 丸太挽き面に生じた反り
表-4. デッキボードの配置方法

パレットの種類

板幅一定 板幅4種
(mm) (mm) 

150 150 
120 120 
120 8ο 
120 80 
120 80 
120 100 
150 120 

150 

880 

板位置

写真-9.ベルト下に設置したスペーサ

表 5.製材時の設定

力鴻
川
町
一

o-o-o-7-o

聞
郭
『
什
一
司

I-no-苛

F
-
守
，
一
、
ー

の

ω一0
.
一a-a-a
一a

鋸スペーサ厚み

(mm) 

無し

1.5 

1.5 

1.5 

3.。

設定

設定1

設定2

設定3

設定4

設定5

←ー1100ー→|

T 
1 

900 

|¥ I 

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

 

111.結果と考察

1 ダボ接合における最適接合条件

(1)スギ大曲がり材の材質把握

購入先の原木市場では 「スギ大曲がり材jの一区

切りではえ積みされており ，径級にかなりばらつき

があるものの， 細 りはこれまで行った一般材と比べ

同程度であった。

最大矢高については平均31.6mmと大きく(表-6)， 

また，蛇行性がある ものが1/3を占めた。このよ う

な曲がりが大きな丸太を従来の方法で製材を行うと

歩留まりが大幅に低下すると考えられ，製材方法の

検討が必要と思われた。

ヤング係数の平均値は7.43GPaでスギ製材の全国

的な値と比べると ほぼ同程度であった(図-12)。た

だし，そのバラツキが大きいため，極端に値が低い

材の使用について検討が必要と思われる。

(単位:mm)

5 製材時の厚み加工精度の向上

丸太は製材することに よって長さ方向に反りが発

生する(写真一 8)。その反りは挽き面に対し凸の形

で生じ，その大きさは今回用いた短尺丸太の挽き面

において 4mm前後であった。今回製材機として採用

した横バンドソーは厚みが大きな材については反り

の矯正機能が期待できないため，この反りの影響に

より厚み方向の加工精度の低下が懸念される。

この厚み方向のバラツキを抑えるため，ベル トの

下に設置したスベーサ(写真一 9)を用いた厚み補

正方法の検討を行った。

スベーサ設置に よる厚み補正効果を調べるため，

製材時の設定としてスベーサの有無やその厚み，鋸

の緊張力を組み合わせ製材試験を行った(表-5)。

図-11.板幅4穫パレットの概要図
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そこで，丸太の形状(元日及び末口の直径，矢高，

細り)についてヤング係数との関係を調べた結果，

直径との相関はみられなかったが，矢高 (R2=0.233，

p<O. 01)，細り (R2=0.208，p<O.01)については負

の相闘が見られた(図-13)。細りや曲がりが大きい

ものほどヤングが小さかった。このことから丸太の

形状を考慮することにより低ヤング係数の丸太をあ

る程度選別できることが明らかにな った。

表-6.スギ大曲がり丸太の材質試験結果

材長 直 径 (cm) 最大細L) 動的ヤン
矢高 グ係数

(cm) 元口中央末日 (mm) (%) (GPa) 

平鈎値 310.2 18.3 16.9 15.4 31.6 0.95 7.43 

最大値 351.7 24.5 23.2 22.1 77.0 2.26 10.45 

最小値 301.5 12.9 12.5 10目8 12.0 0.38 3.86 

標準偏差 9.4 3.1 2.7 2.5 14.9 0.40 1.74 

変動係数(%) 3.0 16.9 15.8 16.6 47.2 42.4 23.5 

14 

12 

10 

n
o
e
o
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窓
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。
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動的ヤング係数(GPa)

図-12.スギ大曲がり丸太の
動的ヤング係数の頻度分布
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図-13.丸太の形状と動的ヤング係数
の関係
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( 2 )スギ及びラジアタパインの材質比較

パレ ットの曲げ性能に影響を及ぼすと考えられる

デッキボードの板材サイズにおけるヤング係数をス

ギとラジアタパインで比較した結果，平均値は板幅

100mmで、は同等であったが， 150mmのものではラジア

タパインが高い値を示した (t検定， p<O.01)。ま

た，スギはラジアタパインに比べてかなりバラツキ

が大きかった(図-14)。

気乾比重は，スギがややバラツキが大きかったが，

樹種間に差は認められなかった (t検定， p>0.05) 

(図-15)。
木材工業ハンドブック(2002)によると，各樹種

におけるヤング係数の平均値はスギが7.5GPa，ラジ

アタパインが8.5GPa，気乾比重の平均値はスギがO.

38，ラ ジアタパインが0.44としている。今回供試し

たスギ材はヤング係数がやや低く比重はやや高めで

あった(図-15)。

11 
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-;0 8 

2 7 

童話 6 
~ 
交5

~ 4 

語3

2 

回スギ平均
ロラジアタパイン平均

。
22X1∞ 22x 1切 57x 1∞ 

断面サイズ(厚み×幅mm)

図-14.部材の各断面サイズにおけるスギと
ラジアタパインの動的ヤング係数
(~線は標準偏廷を表す)

0.6 

0.5 

0.4 

内

dnu 

酬
封
剖
掛
】
駅

0.2 

0.1 

0.0 
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図-15 部材の各断面サイズにおけるスギ
とラジアタパインの気乾比重

(~線は標準偏差を表す)
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(3 )スギ及びラジアタパインの釘の引抜耐力

釘の引抜試験結果を図-16に示す。両樹種ともに

比重の増加に伴い，釘の最大引抜耐力が増加した。

スギ及びラ ジアタパインは(2 )で述べたようにそ

れぞれ平均的な気乾比重が異なるため，本実験で得

た気乾比重と最大引抜耐力の回帰式を基に各樹種の

平均的な耐力を算出した。木質構造設計基準・同解

説 (2003)では釘の引抜耐力は比重の累乗に比例す

るとしており，累乗関数を用いた回帰式を用いた。

その結果，それぞれ最大引抜耐力はスギが気乾比重

0.38で、73kgf，ラ ジアタパインが気乾比重0.44で114

kgfと算出された。

ただし，藤井(1986)はラジアタパイ ンの平均的

な気乾比重を0.48としており，より安全側に配慮す

るため，次項でダボ接合との比較に用いるラ ジアタ

パインの釘の最大引抜耐力は両者を平均した気乾比

重0.46における算出値128kgfを用いた。

180 

160 ラジアタI ~イン
y = 949x2.58 
R2 = 0.638 

。
140 

3 120 

-R 100 
程

空 80
N" 

話 60

ス ギ
y = 1244x2.93 • R2 = 0.791 

-スギ

。ラジアタパイン

0.40 0.45 0.50 

40 

20 

0 

0.35 

母材の気乾比重

図ー16.スクリュー釘の最大引抜耐力
(胴径3.1皿皿、打込深さ45mml

(4 )引抜耐力からみたダポ接合条件の決定

1)接着剤の種類

最大引抜耐力を接着剤の種類で比較した結果，全

般的な傾向として水性イソが最も高く，続いて酢ピ，

ウレタンの順であった(図-17)。ウレタンについて

は蔽合度の設定が 1条件であったが，引抜試験後の

ダボ表面で木破部が認められず，接着剤が粉状にダ

ボ表面に付着しており接着剤の発泡等により十分な

接着力が発揮されなかったものと思われる。

Bull. Fukuoka Pref. For. Res. Ctr. (9) 2008 
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平均飯合度(mm)

図ー17. 接着剤毎の依合度と

最大引抜耐力との関係
(1手材 :スギ、比重0.40-0.41、

ダポH込深さ 17皿)

2 )帳合度

酢ピ及び水性イソについて，最合度との関係を調

べた結果，酢ピは蔽合度の上昇に伴い耐力が向上し

た。家具の組立では猷合度0.2mm程度が理想とされ

ており(日木加技， 1996)，酢ピの場合は0.2mmに近

い程引張耐力が強くなる結果となった。

一方， 7.K'性イソは酢ピに比べ耐力が高いものの，

猷合度が-0.05mmに比べO.15mmでは耐力がやや低下

しばらつきも大きくなった。水性イソでは酢ピに比

べ粘性が高いため，ダボ打込時における母材穴側面

へ接着剤が十分に広がらなかったものと推察され

る。

哲夫合度が高すぎると母材の干割れ誘発の危険性も

考えられ，酢ピで-0.05mmの耐力が高かったこと，

水性イソではー0.05mmとO.15mmでは大きな耐力の差

が見られなかったことから，組立時の作業性向上の

点も考慮し最適な猷合度を-0.05mmとした。
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ダボの配置方法は直列型が最も有効率が良いため，

と思われた。

曲げ試験結果

100kgf時 300同晴 変位
最大荷重

変位 変位 相加量
(kgf) (mm) (mm) (mm) 

361 6.56 20.80 14.24 
2 460 6.16 20.∞ 13.84 

千鳥A型 -
3454  6.46 19.34 12.88 

平鈎 425 6.39 20.05 13.66 
329 6.78 23.01 16.23 

2 437 6.56 19.95 13.39 
千鳥B型一

3360  6.10 21.60 15.50 
平鈎 375 6.48 21.52 15.04 

393 2.40 15.93 13.53 
2 421 7.80 23.03 15.23 

直列型
3432  5.76 17.55 11.79 

平鈎 415 5.32 18.84 13.52 

表-8.

拭験体名

3)母材の比重

水性イソ接着剤において 最大引抜耐力と母材の

気乾比重との聞に正の相関 (R2=0.581，p<O.01)が

見られた(図-19)。

接合条件として接着剤に水性イソを使用し，最合

度一0.05mm，母材に一般的なスギの気乾比重0.38を

使用した場合，得られた回帰式から算出されたダボ

の最大引抜耐力は315kgfで、あった。

2008 福岡県森林研報 (9 ) 

ヤイ子
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~ 3∞ 
」温C

-R 250 
程

~ 2∞ 
"" 話150

400 

せん断試験結果表-9.

最大荷重 500kgf時変位 1000kgf時変位
(kd) (mm) (mm) 
1267 1.40 3.60 

2 1153 1.50 3.30 
千鳥A型 一

31451 1.20 3.00 
平鈎 1290 1.37 3.30 

1437 1.40 2.60 
2 1322 0.30 1.90 

千鳥B型一一
31294 1.50 2.20 

平鈎 1351 1.07 2.23 
1582 0.90 2.20 

2 1260 0.20 1.30 
直列裂

31597 0.80 2.50 
平均 1480 0.63 2.00 

試験体名
y'" 597x + 88 
R2 '" 0.581 

0.55 0.40 0.45 0.50 

母材の気乾比重

図-19.母材の比重と最大引抜耐力
の関係

(接若剣 '水性イ ソ、母材'スギ、
日正合I度0.05、ダポ打込深さ17皿)
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50 

6)パレットの曲げ性能に影響を及ぼす因子

L 16直交表による実験データの解析を行った結果，

パレ ットの曲げ性能に影響を与える因子として，接

合方法別 (F検定， p< 0.05) とデッキボード板の

厚さ (F検定， p<O.01)で有意な差が認められた。

各接合方法で平均たわみ率を比較すると，釘接合

が0.94%，ダボ接合は用いた接着剤が水性イソの場

合0.74%，ウレタンが1.00%，酢ピが1.01 %であり，

水性イソを使用したダボ接合が低く，強度的に最も

優れていた(図-20)。

また，デッキボードの厚さ25mmではたわみ率が厚

さ17mmより約 7割に減少していた。

このことから，表-7に示す接合条件において，

ラジアタパインを母材とする釘の引抜耐力128kgfに

比べ，スギはダボを使用すること で約2.5倍の性能

を得ることができた。

表-7 .各接合部の条件

ダボ後合

ブナダボ

10 

スギ

20 

0.38滋

水性高分子ーイソシ7ネート系

17(ダボ)

-0.05 

※木材工業ハンドブック(2∞4)から引用

釘後合

スクリュー釘

(φ3.0 
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50 

0.46 

45(釘)

縫合方法
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ウレ空ン水性イソ釘

。。

(5 ) ダポ配置方法の検討

曲げ試験における最大荷重は千鳥A型>直列型>

千鳥 B型であっ た。 同様に変位増加量 (lOOkgf ~

300kgf間)も千鳥B型に比べ千鳥A型及び直列型が

小さく剛性が高い結果となった(表-8)。

せん断試験における最大荷重は直列型>千鳥B型

>千鳥A型の順となった。破壊は全てダボ付近のデ

ッキボードの破壊であった(表-9)。

両試験結果から，直列型が優れていると考えられ

た。また，機械による穴開け作業も直列型が最も効
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2 ダポ打ちスギパレットの強度性能の把握

(1)実大パレットの曲げ性能

最大積載質量 1t時のたわみ率は，各パレットと

もにデッキボードのヤング係数が高いほどたわみ率

が減少した。しかし，この荷重レベルではパレット

に使用する樹種，接合方法の違いによる明確な差は

認められなかった(図-21)。

これに対して荷重レベルが高い 2t時のたわみ率

は， 1 t時と同様にデッキボードのヤング係数の増

加に伴いたわみ率が減少したが，デッキボードのヤ

ング係数が比較的高い8.5GPaでは，スギ釘打ちパレ

ットは両端部での釘の浮き上がりが見られ，同仕様

のラジアタパインと同程度の値を示した(図-22)。

一方，スギダボ打ちパレットは，デッキボードの

ヤング係数にかかわらず，他の釘打ちパレットに比

べたわみ率は低い値を示した。

以上の結果から，デッキボードのヤング係数が高

いほどパレッ トの曲げ剛性が向上し，また，比較的

荷重レベルが高い場合において，ダボ接合を用いた

パレットは他の釘打ちパレットに比べ高い曲げ剛性

を有することが分かった。

前述のようにスギはラジアタパインに比べ 1GPa 
程度ヤング係数が低いとされている。スギを使用し

たパレットの組立にダボ接合を用いることで，ラジ

アタパイン以上の曲げ性能を付与できることが分か

った。

なお，いずれの仕様も]ISのたわみ率の基準値2.5

%以下を満たしていた。

2.5 

2.0 

。スギ釘打ち

・スギダボ打ち

&ラジアタパイン釘打ち

~ 1.5 

憐
.t 
兵 1.0
キ4

a 。a 
0.5 

0.0 

5 6 7 8 9 10 

デッキボードの動的ヤング係数(GPa)

図-21 各パレットのたわみ率
(最大積載質量 1t時)
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企ラジアタパイン釘打ち

0.0 
5 6 7 8 9 10 

デッキボードの動的ヤング係数(GPa)

図-22.各パレットのたわみ率
(最大積載質量 2t時)

(2 )パレットの耐落下衝撃性

落下試験の結果を図-23に示す。変化率が最も低

かったのはダボ接合を行ったスギパレッ トであり，

次に釘打ちラジアタパインパレッ ト，釘打ちスギパ

レットの順であった。スギをダボ接合したパレット

は他の釘打ちパレッ トに比べ明らかに変化率が少な

く，また，落下回数の増加とともに接合方法による

差が明確に現れた。スギのダボ打ちパレッ トの落下

回数6回後の変化率は，釘打ちラジアタパインパレ

ットの落下回数3回後の変化率よりも低かった。こ

のように，ダボ接合を用いたスギパレッ トは優れた

耐落下衝撃性を示した。

も なお，いずれの仕様も落下高さ50cmで行うJISの

基準値 (3%以下)，ならびに落下高さ100cmで行う

ISOの基準値 (4%以下)を満たした。

4 

3 

勾，
‘

(ま)凶

E
T刷隅

スギダポ打ち

.. .fs・・・込
。

」ー...，-----lL-ー~
高さ50cm 高さ1∞cm

落下回数

図-23 落下試験における変化率



福岡県森林研報(9) 2008 

3 オ}ル木質スギパレットの耐久性

(1)煮沸処理によるダポ接合部の耐久性

煮沸試験前後のたわみ率の測定結果を図-24に示

す。煮沸後のたわみ率は釘接合が最も大きく，ダボ

接合では接着剤に酢ピ使用の場合が大きく，水性イ

ソとウレタンが最も小さかった。たわみ率の増加量

は，釘接合が最も大きく，次いでダボ接合の酢ピで，

水性イソ，ウレタンの順であったが，煮沸前のたわ

み率は水性イソ接着剤を用いたダボ接合が最も低か

ったことを併せて，ダボ接合に使用する接着剤は水

性イソが最適と考えられた。

2.0 

1.5 

時E19l↑ 

時

0.5 

。。

• 
• 

O 

O 

• O 

• 
O 

o煮沸前

・煮沸後

釘縫合 水位イソ ウレヲン 酢ビ

ダボ雛合

図-24. 煮沸試験前後における 平均たわみ率

(2 )屋外暴露による実大パレットの耐久性

各試験体における屋外暴露の前後で測定したたわ

み率の関係を図-25に示す。暴露前のたわみ率と暴

露後のたわみ率は正の相関 (R2=0.208，p<O.01) 

が見られ，暴露前のたわみ率が高い試験体ほどたわ

み率の増加が大きい傾向を示した。

試験体全体の平均値で比較すると，初期のたわみ率

が平均で0.72%，暴露試験後のたわみ率が平均で1.

21%，増加割合は68%であった。屋外暴露により剛

性の低下がみられたが，全ての試験体が2年間の屋

外暴露後も]ISのたわみ率の基準値 (2.5%以内)を

満たしていた。
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図-25.暴露試験前後のたわみ率の関係

1.21 

鼠験前 E式験2年後

図-26.暴露試験前後の平均たわみ率

4 複数桓幅利用によるパレットの低コスト化

(1)複数板幅による歩留まり向上効果

39 

表-10に供試したスギ丸太の形状を示す。各材種

ともに材長は約4.1m，平均末口径は約22cmとほぼ

同等である。最大矢高の平均値は大曲がり材41mm，

小曲がり材24mm，キズ材16mmである。

これらの原木から厚さ20凹の板材を採取したとき

の製材歩留まり試験の結果を表-11に示す。全般的

な傾向として，最大幅で採取した場合の歩留まりが

約70%であるのに対し 120mm幅のみでは約43%と

大幅に歩留まりが低下した。これに対し，板幅が4

種類では約65%となった。板幅を単一化する場合に

比べ，板幅を 4種類にすることにより，最大幅の板

幅を採取した際の歩留まりとの差を 5%まで縮小

し，歩留まりも約 2割向上した。また，いずれの原

木においても同様の歩留まり向上効果が見られた

(図-27)。
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2.5 表-10.スギ丸太の形状
(製材歩切ま 句試験!H)

2.0 最大矢高

(cm) 

末口径

(cm) 

元口径

(cm) 

~ 4‘ 原木の種類

会4.1 

6.5-2.2 

22.2 

24.8-19.2 

26.6 
大曲がり材一一一ー一一ー

30.1-23.8 
~ 1.5 

告社
会

兵1.0
今話

2.4 

3目0-1.7
22.5 

25.1-20.3 

27.4 
小幽がり材一一一一一一ー

30.9-23.2 • &板幅一定(2t時)

.板幅4種(2t時)

@ 

。板幅一定(1t時)

・板帽4種(1t時)

• 
0.5 

1.6 

2.0-1.0 

22.2 

25.9-19.4 

24.9 

28.6-23.0 
キズ材

平均

最大ー最小

0.0 

5 10 6 7 89  

デッキボードの動的ヤング係数(GPa)
表:-11.耕捗留まり試勝吉果

図-28.各パレットのたわみ率
採取した板編

1紛 m申匙らみ

材積歩留まり

(m3) (%) 

丸木
材積

幅4種類

材積歩留まり

(m3
) (%) 

最大幅

材積歩留まり

(m3) (%) 

原木の種類

5 厚み加工精度の向上

各設定ごとに製材して得られた板材の厚み測定結

果を表-12に示す。厚みのバラツキを表す指標とし

て標準偏差を用いて比較した結果，スーペーサを使用

していない設定 lが0.63mmであったのに対し，1.5mm 

厚のスペーサを用いた設定3では0.31mmに大幅に減

少した。

1.5mm厚のスペーサ使用時において，鋸の緊張力

の影響を比較した結果，緊張力が設定3より小さい

設定2では0.58mmと標準偏差が大きくなった。より

大きな緊張力をかけた設定4は0.32mmとなり，設定

3と同程度であった。緊張力による鋸への負担を考

慮すると，本研究で用いた横バンドソーにおける鋸

の緊張力は0.7MPaが適当と思われた。

次に，スペーサの厚みは 3mmより1.5mmの設定3

の方が標準偏差が小さく厚みのバラツキを抑える効

果が高かった。

商品を自動でパレット上に積む装置に使用するパ

レットは寸法精度が厳しく，板厚の許容誤差は:t0.

5mmが要求される。この厚み精度を把握するため平

均値と実測値との差を厚み誤差として用いた。設定

lと設定 3の厚み誤差の頻度分布を図-29に示す。

設定 3が設定 lに比べ厚み誤差が小さくなってい

る。全測定数に占める厚み誤差士0.5mm以内の測定

数の割合を比較すると ，設定 lが67.3%に対し，設

定3では90.5%と増加し，厚みが許容誤差内に収ま

る割合が増えていることが分かる(図-30)。

以上の結果から ，1. 5mm厚のスベーサを用い，鋸

の緊張力を0.7MPaに設定することにより厚みのバラ

ツキを抑えることができた。

(m
3
) 

68.1 51.0 44.1 33.0 70.9 O.日10.749 大脳<1.)材

61.1 51.1 41.7 34.9 67.1 0.562 IJ泊め<1.)材 a回7

64.5 

64.6 

(2 )板幅4種パレットの曲げ性能

板幅4種パレ ットと板幅一定パレットの曲げ性能

を比較した結果，両者ともにデッキボードのヤン グ

係数の増加とともにたわみ率が減少するものの，最

大積載質量 1t時及び2t時において両者の聞に明

確な差が認められなかった。また， ]ISの基準2.5%

を十分満足していた。

デッキボードの板幅4種類 (80，100， 120， 150mm) 

を混合させたパレットと板幅一定(l20mm)のパレ

ットは，曲げの力に対し同等の剛性を有することを

確認した(図-28)。
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表-12.各設定ごとの厚み測定結果

設定

設定1

設定2

震定3

設定4

設定5

2.0-

1.5-2.0 

1.0-1.5 

0.5-1.0 
E E 

0-0.5 

測量母回世Ii -{).5- O 

-{).5--1.0 

-1.0-ー1.5

1.5-一2.0

-2.0-

1∞| 

90 

70 

~ 60 

4D 50 

高 40

30 

20 

10 

。

製材時の設定 挽き板の厚み

スペーサ 鋸の
平均値 標準偏差厚み 緊張力

(mm) (MPa) (mm) (mm) 

。

無し

1.5 

1.5 

1.5 

3.0 

0.70 19.62 0.87 

0.60 20.33 0.58 

0.70 19.79 0.39 

0.77 19.78 0.38 

0.70 20.24 0.51 

-設定1(スペーサ無し)

ロ設定3(スペーサ有り)

10 20 30 40 50 60 
頻度割合 (%) 

図-29.厚み誤差の頻度分布
(鋸の緊張力:O.7MPa) 

スベーサ
有り

スベーサ
無し

般定1 設定3
製材時の設定

図-30.全測定数に占める厚み誤差:l::0.5mm
以内の測定数の割合

(鋸の緊張力:0.7MPa) 
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IV. まとめ

スギを母材にしたダボ接合の最適条件を検討 し，

蔽合度等を明らかにした。また，ダボ接合により組

み立てたオール木質スギパレットは，従来使用され

ている釘打ちのラジアタパインパレ ットと同等以上

の性能を持つことができた。 さらに，コ ス ト削減の

ため，曲がり材などのスギ低位利用材を短尺化し製

材する技術やデッキボードの幅の種類を増やすこと

により製材歩留まりを向上することができた。

本研究により，スギ材はパレッ トとして十分利用

可能であることを確認した。

また，ダボ接合は釘のように衝撃等により釘頭が

表に出ることがないため積載商品に傷をつけにく

く， 別途行ったモニター調査でも好評を得ている。

この結果を基に，共同研究者であるNPO法人21世

紀の森林づくりが平成19年 4月からオール木質スギ

パレッ トの販売を開始している。
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