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日 f*f~' (2011) 93:262-269 

E命

野外乾燥時期の遣いとビニルシート被覆によるスギ枝条の乾燥過程

寺岡行 雄*.1・合志知浩 l

木質系バイオマスのうち利用の進んでいない林地残材の有効活用に期待が集まっている。林地残材の一部である枝条に注目

し，!l!I'外乾燥時期の迷いとビニルシート被裂によるスキ、校条の合水率(乾21(‘基準)の変化を切らかにし，林地残材の野外での

乾燥過程について検討した。スギ校条を 100cmx90 cmx20 cmの金総でパックし，三!日に重ねて一つの:ljff積校条とした。鹿

児島大学削船察官i林において，平成 16"ド 7}] 31日-10月4日の 66EI noの校条パックの:ilH.ti)[l]定から，合水率の変化を実験

1として切らかにした。次に実験2として，平成 16ip 11月91ヨ-12}]14 Bの35EI rrljの合水ネ変化を実験した。さらに実験

3 として，実験 2 と防時期にピニルシート被複した:ljぽ{校条としないものを比較した。その結果，~験 I では 146%から 40%

にまで合水率が低下し，実験2では 120%から 51%へと低下した。ビ、ニルシート被援があると合水不は 115%から 35%にまで

低下しシート被援の効果があった。以上より，野外乾燥によりスギ校条の合水率を低下させることが可能であり，燃料とし

ての低{立発熱尽に大幅な向上が認められた。

キーワード:水質ノfイオマス，林地残材，合*~手変化，気象i滋子，ビニルシート被援

Yukio Teraoka， * ，1 Tomobiro Go田 hl1(2011) Natura1-drying Process of Sugi Logging Residues in a Field Under Different 

Se描 onsand Conditio田 ofWaterproof Coverage. J Jpn For Soc 93: 262-269 It is desirable to r巴ducethe moisture content of 

woody biomass in order to use it for energy production. 1bis study investigated出enatural-drying process of Sugi C Cryptomeria ja.戸Oll!-
ca) branches as logging 1'esidues during their storage in a dear-cut .I1eld [01' producing fuelwood.η11・eenatura1-drying明 Jeriments附 Iで

carried out; j) clrying branches in sumrner，詰)drying in late autumn， ili) drying branches piled with a water-proof sh巴etcover. ln the first 

expe白nent，社leinitia1 moisture content of the fresh branches was 146% on a dry-weight basis Cd.b.).ηle fina1 average moisture content 
of the branch residues had decreased to 40% d.b. after 66 days' drying. Ano註1erdrying experiment in late autumn showed that the aver-

age moisture content of the branches deσeased from 120% d.b. to 51% d.b. during a 35-day drying periocl. FurthermOJ・e，we eva1uated 
the effect of a water-proof sheet on the top of the branch pilesτbe average moisture content of branch piles with the sheet cover 

decreased長・om115% d.b. to 35% d.b. dur討1935 days' drying in late autumn.η1e sheet cover protected the branch piles from wetting 

down and was effective in decreasing the moisture content of吐1ebranches. Na加ra1-<1rがngof logging residues in the field would be an 

e旺icientlow-Cost drying method for woody biomass. 

Key words: woody biomass， fores廿yresidues， moisture content change， w朗自ercondition， water-proof sheet cover 

I はじめに

温室効果ガス排出量削減のため，カーボンニュートラル

な燃料である木質バイオマスの利用に期待が高まってい

る。エネルギ一利用が可能な木質バイオマスは，土木・建

設廃材，パルプ黒液，製材廃材および林業生産に伴い排出

される林地残材である O これらのうち，林地残材を除いた

木質バイオマスの大部分がエネルギーあるいはマテリアル

としてすでに利用されている。一方，林地残材の年開発生

量は約 2，000万 m
3で，そのほとんどが未利用であるとさ

れている(林野庁 2009)。石炭火力発電所での混焼など，

大量に木質バイオマスを利用する実証試験も行われてお

り，林地残材を有効活用する方策が課題となっている。

排出される，先端部分と枝条部をあわせて末木枝条と呼ん

でいる。また，柱などの製材品のための丸太は通直で、ある

ことが条件であり，根元の曲がった部分も切り捨てられる

ことになる。一般に林地残材と呼ばれる木質バイオマスに

は，枯死木や根元部分の端材も含まれるが，本研究では枝

条のみを研究対象とした。

林業生産活動から林地残材の賦存量や利用可能量を推

定する試みが多くなされており，例えば関崎ら (2003) は

スギ間伐林の残材乾重を 13.1~38.4 t/haと推定している。

枝条部分の量は買L室効果ガスインベントリ報告書(国立

環境研究所地球涜境研究センター 2007) の中の林業分野

における炭素量の推計手法の中で，拡大係数として提示さ

れている。日本の代表的な人工林樹種であるスギの拡大係

数は，林齢 21年生以上の場合で1.23となっている。つま

り樹幹部分の材積が 1m
3ある場合は 0.23m

3分に相当する

枝と葉があることを意味している。

ところで林地残材とは，木材生産を行う林業生産活勤の

結果排出される残材である。林業生産は立木を伐倒し，校

(技条)を除去し，ある長さの丸太に造材する。末口径が

12 cmあるいは 14cm以上なければ商品にならないため，

先端部分は切り捨てられることになるD 以上のようにして

また，伐採直後の木材は高含水率であるため(池田ら

2004)，そのまま利用すると発熱量を大きく損失してしま
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う(館本 1996)。そこで、枝条を乾燥させ含水率を低下させ

ることにより，より多くの発熱量を利用可能とすることが

合理的である。何らかの化石エネルギーを投入して乾燥さ

せるのは燃料化の意味を失うため，他の燃料を使わない乾

燥方法が望まれる。

海

験が行われ，冬季の 3カ月で、合水率が大きく低下すると報

告されている (Rogers1981ο)。また，スウェーデンにおけ

る末木技条の乾燥と微生物による分解過程についての報

告 Qirjis1995)や， 5カ月間のヤナギの野外乾燥で合水率

が 100%から 10数%まで下がった (Gigleret al. 2004) ，あ

るいはドイツトウヒの皆伐後 1年間乾燥させた場合，合水

率が 127%から 40~73%にまで低下したという報告もされ

ている (Nurmi1999)。一方， 日本における木材の天然乾

燥として，伐採後の葉枯らし乾燥が一般的に知られている

が，科学的な検討(馬田ら 1996) は少なく，その乾燥メ

カニズムに関する研究もほとんど無い。森口ら (2004)に

よって林地残材の含水率の経年変化について研究されてい

るが，ある時点においての経過年数の異なる端丸太サンプ

ルの比較で、あった。丸太を対象とした自然乾燥の事例とし

ては，岩田ら(1981)や阪井・山本(1985) も報告してい

る。末木校条の乾燥過程についての研究は筆者ら(寺河・

合志 2005)の他に，尾辻ら (2007)がヒノキ校条を堆積

させ，合水率の継時変化について報告をしている。また，

スウェーデンでは乾燥のために堆積した末木枝条の上に

雨よけのシートをかけているが (Petterssonand Nordfjell 

2007)，日本においてこのような防水処置が有効であるか

検討する必要がある。

そこで本研究では，まず，夏から秋と秋から冬という異

なる時期でのスギ枝条の野外での乾燥過程について明らか

にする。次に，スギ枝条の上面をピニルシートで被覆し，

野外乾燥時に乾燥を阻害する要悶である降雨や夜露の影響

を抑制する効果について明らかにすることを日的とした。

11.方法

1.研究の流れ

野外における末木枝条の乾燥過程を明らかにするため

に，自然環境下での乾燥実験を行った。日本において末木

校条を燃料として利用するために乾燥させるという事例が

ないため，スウェーデンにおける末木枝条の野外乾燥事例

を参考にして，末木枝条を筋状に堆穣することを想定した。

堆議した末木枝条の上部と下部では乾燥過程が異なると予

郡されたため，堆積位置による別々の測定を行えるように

工夫した。また，枝1本ごとの質量を測定することも可能

であるが，測定後に堆積状態の再現が関難であり，質量測

定作業中に枯れた葉が脱落する恐れがあるため，乾燥によ

る質量変化を正確に測定できない。そこで， 15本から 25

本程度の枝条を 3cmメッシュの金縞で包み，縦 100cmX 

横 90cmx 厚さ 20~30 cmのパック(以下，枝条パックと

する)として，枝条パックを 3段に重ねることにより，約

1m高に堆積した末木枝条の状態を再現できるものとし

た。枝条パックの質量測定結果から含水率を算出し，野外

乾燥実験 1(以下，実験 1とする)として平成 16年 7月

31日から 10月4日までの夏から秋にかけての 66日間の

乾燥過程を明らかにした。

次に，平成 16年 11月9日から 12月 14日 (35日間)

の秋から冬にかけて，実験 1と同様の野外乾燥実験2(以

下，実験2とする)を行い，実験 1と2の結果の比較によ

り，乾燥時期の違いによる乾燥過殺を検討した。

さらに，夜露や降雨からの水分供給により技条の合水率

は上昇する。できるだけ速やかな乾燥をするためには夜露

や降雨の影響を小さくすることが望ましく，スウェーデン

の事例では枝条が夜露や降雨を吸水するのを防ぐために，

堆積枝条の上を紙で、覆っていた(吉田・寺間 2002)。しかし，

日本はスウエ}デンよりも降水量が多いため，紙の被覆は

破損してしまう可能性が高いと想像される。そこで，本研

究では紙の代わりに不透水性のビ、ニルシートで堆積枝条の

上面を覆い，何も諮っていない堆積校条との乾燥過程の比

較を野外乾燥実験 3(以下，実験3とする)として，実験

2と平行して乎成 16年 11月9日から 12月 14日の同時期

に行った。実験3により，ピニルシ}ト被覆の有無により

生じる乾燥過稜での違いを明らかにし，ピニルシート被援

の効果を検討した。

以上のことを解析するために，まず，実験 1~3 の初期

合水率の差を一元配置の分散分析 (3層住×繰り返し 3罰

なのでそれぞれn=9)と多重比較によって検定した。次に，

枝条パックの堆積層位(上潜，中層，下層の 3水準)と実

験方法(実験1， 2， 3の3水準)の二つを要因とする二元

配置の分散分析を行った。ニ7己記寵の分散分析に適用した

デ}タは，降雨による水分吸収の影響の少ない期間内で合

水率の下がった期間を選択し，枝条ノfック単位で、の合水率

を目的変数とした。分散分析の結果，有意差が認められた

場合にはフイツシャーの最小有意差法 (LSD)により水準

開の多重比較を行った。なお，分散分析にはエクセル統計

2008 ((株)社会情報サービス製)を利用した。

2. 夏から秋にかけての乾操実験(実験 1)

実験対象地は，鹿児島大学農学部附属高|器演習林(鹿見

島県垂水市所在)7林班の伐採跡地である。実験サンプル

は， 7林班の 39年生のスギ2本を伐伊jし採取した枝条を

用いた。枝条パックを上，中，下の三層に重ねて一つの堆

積枝条とし(国一1)，堆積技条を 3サンプル準舗し，高隈

演習林事務所敷地内の蝶開地に設置した。

各枝条パックの内訳は表 1に示すとおりであり，平均

初期質量 7.8kg，平均全乾質量 3.2kg，平均初期含水率

149%，平均本数17.8本，王子均木口直径は14.1mmであった。

各枝条パックから本数比で 20%程度に相当する枝 4~5

本をサンプリングし，現場で質量を測定した後，研究室に

持ち帰った。持ち帰った枝を 90"C以上のオーブンに 48持

間以上投入して全乾状態での質量測定を行い，校条パック

の初期合水率を求めた。なお，本研究では ]IS規格の木材
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図-1.野外乾燥実験における校条パックと 3胞の堆積状況

国 2.聖子外乾燥実験3におけるピニルシート被覆の状況

の試験方法(JISZ2101)により，合水率は水分質量を枝

条の全乾質量で除した乾量基準で求めることとした。質量

はデジタルはかりにより 0.1kg単位で言hRIJした。

技条パックの質量測定は，平成 16年 7月31日~平成

16年 10月48の66日間のうち，雨天時を除いた毎日の

16時前後に行い，校条パックごとにデジタルはかりを使

用して 0.1kg単位で測定した。測定期開中の気象条件は，

高限演習林事務所で観測しているデータを使用した。測

定期間中の平均気温は 22.7
0

C，平均相対湿度は 86.0%，平

均風速 2.3m，平均臼照時間 8.3時間，期間降水量は 953.5

mmであった。測定期間中に台風が3回来援し，雨天も多

かった。また，台風後の停電により気象データが一部欠損

したので，演習林に隣接する高峠アメダス観測所のデータ

をもとに補関した。

3. 殺から冬にかけての乾操実験(実験2)

実験対象地は，実験 1と同ーであり，実験期間は平成

16年 11月9自から 12月 14日までの 35日間であった。

実験サンプルは，近隣の森林で実験開始直前に間伐により

伐倒された 40年生スギから採取した枝条を使用した。枝

表1.野外笑験1の測定対象堆積校条の内訳

初期3立法 会車Z;J!l:!立 合水率 校本数 平均木口径

f主主 kg) 杢1
9.1 3.9 133 15 

上総 8.0 3.4 135 18 

(mm) 

14 

14 

15 

14 

15 

12 

15 

15 

6'.5 2.5 160 15 

8.7 3.8 129 16 

r+'隠 7.4 3.1 139 17 

6o 2.4 150 16 

11.2 4.4 155 23 

下限 7.8 3.0 160 25 

表ー2.野外笑験2の測定対象堆積校条(シート被覆無)の内訳

初期質益 金事i:i1l1il 合水率

f国 k在 (96)

13.0 6.1 113 

i二例 12.7 5.8 119 

12.8 5.8 121 

12.9 5.8 122 

中溺 12.9 6.0 115 

T取j 12.6 5.8 117 

表ー3.野外実験3のシート被讃をした堆積校条の内訳

初期質務: 全乾質量 含水率

(kg) (kg) (96) 

12.7 6.1 108 

上!夜 12.7 6.1 108 

'1'W1 

下腿

12.8 

12.6 

12.8 

6.0 

5.8 

115 

113 

125 

121 

条は，実験 1と同様に縦 90cmX横 100cmX 厚さ 20~30

cmの金網につめ枝条パックとした。枝条パックを上，中，

下層の三段に重ねて堆積枝条とし，三つの堆積枝条を設霞

した。各校条パックの初期質量，乾燥質量および初期合

水率の内訳は表一2のとおりであり，平均初期質量は 12.8

kg，王子均全乾質量は 5.8kg，王子均初期合水率は 120%であっ

た。実験2では利用できる枝条の量に余裕があったため，

校条パックの技の数量が，実験 1よりもやや多くなった。

iRlJ定期間中の気象条件は，実験lと同様に高隈演習林で

の測定結果を用いた。実験期間中の平均温度は 11.1
0

C，平

均相対湿度は 75.0%，平均風速は1.8m，平均日照時間は 7.2

時間，期間の降水量は 267.0mmであった。

枝条パックの質量測定は実験 1と同様に，雨天時を除い

た毎日の 16時前後に行い，デジタルはかりにより 0.1kg 

単位で測定した。

4. ビニルシート被覆の効果(実験 3)

実験3では，三段重ねの堆積枝条を三つ準備し，堆積枝

条の上国を図-2のように透明なビニルシートで被覆した
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(以下，シート被覆有とする)。実験対象地および実験材料

は実験2と開様であり，実験期間も実験2と同じ平成 16

年 11月9自から 12月14日までの 35日間であった。

各校条パックの初期質量，乾燥質量および初期合水率の

内訳は表-3のとおりであり，平均初期実量は 12.7kg，平

均金乾質量は 5.9kg，平均初期含水率は 115%であった。

iRiJ定期間中の気象条件および、枝条パックの質量測定は実験

2と向じであった。

III.結果

1.夏から秋にかけての乾操実験(実験 1)
九つの枝条パックの 66日間の質量測定結果から得られ

た上層，中層，下層ごとに平均した合水率の変化を標準誤

と共に図-3に示している。同時に同期間の臼降水量も

示している。

初期合水率は，上層，中層，下層の }I摂に 139，139， 

160%，全体では 146%であり，実験期間中の最低の合水

は， 20， 30， 62%，全体の平均では 40%であった。実

験期間中で初期合水率と最低合水率との差を層別にみる

と，それぞれ 119パーセントポイント(以下， pptと表記

する)， 109，98ppt，全体では合水率の減少が 106pptであっ

た。

全体的にみると，乾燥実験開始当初 6日間の 47mmの

降雨により，合水率が一時的に上昇した。しかし， 7日

告から 17日目までの 118開は 1mmしか降雨がなく，

120~160%程度あった初期含水率から 80%以下まで急速

に合水率が低下していた。その後の 38間で 60mmほど

の降雨があり合y比率が上昇したものの， 268自にかけて

降雨がなくなると乾燥が進行した。しかし， 29日目以降

の台風により 200mmを超える降雨の後には，合水率が大

きく上昇し，初期合水率と同程度まで上昇していた。

層別に乾燥過程をみると，上層は実験開始から 17日目

200 

20↑困惑謂臼降水翠

一@…上層--4;-中長喜一関 下隠。
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時点で合水塁手が 27~40% にまで低下した。降雨直後は銀

期的に含水率が上昇するものの，晴天が数日続けば合水

率は徐々に低下し， 66日目には 20%にまで低下した。実

験途中の 3度の台風による大量の降雨にもかかわらず¥上

層の含水率は 53%までしか上がらなかった。中層は，実

験開始から 6日目までの降雨により初期合水率とほぼ同じ

131%まで上昇したが，その後の 17日目までの小雨期間で

28~47% と上層に近い植にまで合水率が低下した。 29 日

目から 39日目までの 2度の台風により，合水率が92%程

度まで高くなったが， 45日目以降，徐々に含水率は低下し，

66日目には 37%となっていた。下層は 6日目までの降雨

で 164%まで合水率が上昇したが，実験開始から 17日目

までの小雨期間で合水率が 54~86% まで大きく減少した。

その後の台風による降掃の影響を受けて， 146%と初期合

水率に近い合水率となるまで上昇した。上層や中層と同様

に45日目以降合水率は低下し， 66日自には101%となった。

実験開始当初から，含水率の低い方から上層，中層， 下

層の}II買となっており，これらの順位が入れ替わることはほ

ぼなかった。

2. 秋から冬にかけての乾操実験(実験2)

実験2として，枝条パックを 3段に重ねた三つの堆積枝

条の質量変化を，秋から冬にかけてのお日間測定した。

実験2での上層，中扇，下層ごとに平均した含水率変化と，

実験期間中の日降水量を図 4~I:] に黒塗りのマークで示し

ている。

全体的にみると，初期合水率は，上層，中層，下層の}I[~(

に118，120， 121 %，全体では 120%であった(表-2)。実

験 1のスギ供試木が7月伐採であったため平均初期合水率

が 146%であったのに対して，実験2は11丹伐採で成長

期間の終了に近かったため，樹体内の水分量が少なく合水

率が低くなっていた。実験期間中の最低合水率は上層，中

層，下層の}II真に 33，46， 74%，全体では 51%であった。
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図-3.実験1における含水率の変化とiRU定期
問中の日降水量

問中の誤主主榛l立校、準誤差を示す。
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実験期間中を通じての合水率の減少は上層，中層，下層の

]llftに84，75， 47 pptであり，全体では 69pptであった。

合水率変化と降雨との関係をみると，実験開始から 10

臼目までの 132.5mmの断続的な降雨の影響を受け枝条が

水分を吸収したため，合水率は初期合水率よりも高くなっ

た。 11日目から 25日日までの 15日間は 11.5mmしか降

雨がなく，上層，中層，下層のいずれも合水率は低下し

た。 26日目の 117.5mmの降雨後も含水率はほとんど変化

せず， 35日百まで低下を続けた。

3. ピニルシート被覆の効果(実験3)

実験3として，三つの堆積枝条それぞれの上国をビ、ニル

シートで被覆した校条パック(以下，シート被覆有とする)

の質量変化を，秋から冬にかけての 35日間測定した。図-

4に上層，中層，下層ごとに平均した合水率変化(白抜き

のマーク)と，実験期間中の日i海水量を示している。比較

対象であるどニルシートの被護がない場合(以下，シ}ト

被覆#!lごとする)の含水率変化(実験2) も示している。

シート被袈有の枝条パックの初期合水率はヒ層，中層，

下層の]11員に 107，114， 124%であり，全体で 115%となっ

ていた(表的。また 35日間の乾燥後の最終的な含水率は

17， 27， 64%となっており，全体では 35%まで低下して

いた。実験期間中を通じての含水率の減少は 89，87， 60 

pptであり，全体では79pptであった。実験期間中を通じて，

同じ層位で比較をすると，シート被覆無の堆積枝条の合水

率は，シ」ト被覆有の堆積校条より常に高かった。

実験開始後 2日呂と 3日日にら2mmの降雨があり，そ

の後 4日目に合水率が上昇していた。これは 3日日の降雨

時にビニルシートが]J見落してしまったためであり，直ちに

修復され乾燥実験が継続された。 26日目の 117.5mmの降

雨時にもど、ニルシートが再度脱落したため，含水率が一時

寺岡・合志
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35 

表 4.初期含水率に関する分散分析

因子 平方和]

笑験設定 5585.35 

誤差 2263.44 

自111皮 平均平方 F値

2 2792.67 29.61 

24 94.31 

26 
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村 :1%有tf:o

表-5.初期合水率の多重比較検定

!主i子 水w与 水準平均:tf~~iJ宇誤差 n 

実験設定 実験 147.57土4.68 9a 

笑験2 119.77:!: 1.58 9b 

災験 3 114.93:!: 2.66 9b 

表中のアルファベットはフイッシャーの最小有意差法をmいた。多重比較

の結来で，同じ記号の場合は有;な:差がないことを示す。

的に上昇した。 3日日と 26日日以外の降雨ではビニルシー

ト被覆が効果を発揮しており，例えば6日目や 10日自の

降雨後にシート被覆無で合水率の上昇がみられたのに対し

て，シート被覆有では下層を除いて含水率が低下あるいは

わずかの上昇であった。シート被覆有の下層で 7日自， 10 

日目に含水率が一時的に上昇していた。 26日目の降雨後

には，ピ、ニルシートが脱落したためシート被覆無と同じ条

件となったが，シート被覆有の方ではすべての層で含水率

は上昇していたのに対ーして，シート被覆無での含水率がほ

とんど変わらなかった。

4. 分散分析

まず，初期含水率の差に閲する分散分析結果を表-4に，

その多重比較の結果を表-5 に示している。実験 1~3 の初

期含水率に関して，実験2と3では有意差はなかったが，

実験 1はほかの二つの実験と有意差が認められた (p<
0.01)。

次に，最低合水率に関するこ元配置の分散分析に用いた

データは，含水率の減少傾向が続いた期間での最低合水率
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表-6.:!住積層伎と実験設定別での合水率に関する分散分析表

関子 平方和自は1[[平均平方 Ffili P他 'I'IJ定
;if主総長引「一一一 942ゆ.04 2 4710.ω73.10 O.側 村

災験設定 3974.27 2 1987.14 30.84 0.000 

409.44 4 102.36 1.59 0.22日〕

談後 1159.77 18 64.43 

全体 14963.53 26 

会 *:1?占有怒。災験 1の 26日時点と実験2.3の23111時点での合水率を用い

たG

ql~ヨ

-nヨ
46.09士5.80

78.59:t 5.09 

9b 

9c 

実験設定 実験 42.71土6.87 9A 

災級 2 70.07:t 6.70 9B 

実験3 46.35土 7.79 9A 

手交中のアルフアベットはフイッシャーの故小有jJ.禁法をIHいた。多丞H:絞

の絡-llミで. r可じ記号の場合は手fJJ:iまがないことを示す。

を示した時点で、の各校条パックの合水率の値であり，実験

Iでは 26B日，実験 2，3では 23日自の値を用いた。表-

6に示す分散分析の結果から，よ住讃層f立問の有意差が 1%

水準で、認められた。また，表一7の多重比較の結果から，

上層と中層，中間と下層のそれぞれの層位開での有意義が

認められた (p<O.o1)。

IV.考 察

1. 野外乾操時期の影響

そもそも乾燥とは，大気の飽和水蒸気圧と平衡になる水

蒸気圧を持つ合水率まで水分が除去されることである(森

林総合研究所 2004)。平衡合水率は乾球温度と相対混度と

の関係で示される場合が多い。ある環境下の気温が高く相

対湿度が低いほど平衡合水率は低くなるため，その環境下

にある枝条の合水率は低下してゆく。合水率が低下する乾

燥の過枝は，位率乾燥と減率乾燥というこつの乾燥期間に

分けることができる。恨率乾燥とは，平均合水率が高く表

留がぬれているような状態の場合，最初は蒸発速度が一定

となる期間のことをいう o '1宜率乾燥は表面が繊維飽和点に

達するまでの自由水が蒸発している期間であり，比較的短

時間である。減率乾燥は，木材などの表面の合水率が繊維

飽和点以下になったときに起こる乾燥で，表面合水率が平

待合水率に近づくまでの過程(減率乾燥第一段)と，表面

全体の合水率がほぼ平衡含水率に達して内部から移動した

水分が蒸発する過程(減率乾燥第二段)とに区別される(森

林総合研究所 2004)。

野外での乾燥期間中に降雨があると，技条表聞に付着し

ている自由水が蒸発する恒率乾燥期開が継続するものと考

えられる。実験 1では乾燥実験開始当初 6B開の 47mm

の降雨により，合水率が一時的に上昇した。また，実験2

と3においても実験開始から 10日目までの 132.5mmの

断続的な降雨の影響を受け 合水率は初期含水率よりも高

くなった。これらの結果は，野外乾;燥実験当初に髄率乾燥

期間が降m次第で延長・継続することを示している。その

後の少南期間(実験 1での 7日日から 17日目，実験2と

3での 11日目以降)はいずれも含水率が大きく低下して

いる期間であり，減率乾燥期間で、あったと考えられる。実

験 1では減率乾燥段階後の 18日自から 20日自の 3日陪に

60mm ほどの降雨があり，合水率が上昇したが，数日で

再び低下した。これは枝条表面に付着した水分によりみか

け上含水率が上がったが髄率乾燥により再び低下したも

のと考えられた。しかし， 29 B百以降の 950mm近い降

雨は，枝条の表面を乾燥させる時間を与えず，合水率が高

いまま推移したものと考えられた。

一方，実験2と3では 11日百以降，合水率は低下を続

けた。 26日目に 117.5mmの比較的多い降雨があったが，

I日のみの梓雨であったため，表面付着した水分を速やか

に蒸発させられたのかも知れない。

実験 1と2の結果を比較することにより，乾燥を行う季

節の違いの影響を検討することができる。分散分析および

多重比較の結果は，台風による大雨の影響を受ける前 (26

日目)までの合水率の減少は野外乾燥の時期により異なっ

ていることを支持していた。一方，実験Iの期間の平均気

温が22.ttであったのに対して，実験2では l1.1
O

Cであっ

た。平衡合水率は気温と相対湿度による雰囲気の状態と対

象物の物性によって決まるが，大雨の前までは相対湿度が

低かったと考えられ，気温の違いにより乾燥速度が異なっ

たものと考えられた。

表-7の多重比較の結果から，実験1の26日目の含水率

と実験2の23日目の乾燥実験後の合水率との間には有意

差が認められた(戸<0.01)。表るから実験 lの初期合水率

が有意に高かったにもかかわらず乾燥実験後では実験 1の

合水率が低いので，実験2の秋季によヒベて実験 1の夏季の

方が乾燥が進行しやすい傾向があるといえた。

また，t住職枝条の層位制でも合水率の低い方から，上層，

中層，下層の]11震となっていた。実験期間中の堆積枝条全体

を平均した最低合水率は，実験 1で40%，実験2で51%

であったが，実験 1の上層では， 17日目までで含水率が

20%まで低下していたことから，気象と設置の条件により

校条の合水率を，比較的短期間に低下させることが可能で

あった。上層は空気面に接しており，また日射により校条

の温度も上昇する可能性も高いことから，上層においては，

降雨によって枝条の表面に付着した水分が速やかに蒸発す

るためと考えられた。これらのことは末木枝条の合水率低

下(乾燥の促進)のために，あまり積み上げすぎないこと

や，比較的大きな枝条や丸太で瞭潤を作るなどの設置方法

の工夫が有効で、ある可能性を示唆している。

実験2では上層でも含水率が33%までしか低下してお

らず，実験2が乾燥の途中段階でイ:冬了してしまった可能性

がある。今後の課題として，さらに乾燥期間を長くする実

験を行う必要があると考えられた。

2. ピニルシート被覆の効果

実験3の途中で2度にわたりビニルシート被覆が脱落し
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てしまうという，実験上のアクシデントがあったため，こ

こでの考察は限定的な内容に留まらざるを得ない。以下，

実験3と2の結果を比較して，ピニルシート被覆が枝条の

乾燥過程への効果について考察する。

まず，表一7の多重比較の結果から，実験2(シート被覆

無)の 23日目の含水率は，シート被覆有の実験3の23日

目の含水率よりも有意に高かった (p<O.Ol)。初期含水率

は実験2と3で同じであったことから，ビニルシート被覆

が末木枝条の乾燥に効果があるといえる。また，実験1と

実験3との乾燥実験後の含水率には有意な差は認められな

かったが，初期含水率は実験 1の方が高かったため乾燥効

果は実験 lの方が実験3よりも高いと考えられた。

次に，シートを回復させた 4日日以降の上層と中層で

は，含水率が低下し始めており，速やかに減率乾燥期間に

移行したものと考えられたが，シート被覆無では減率乾燥

期間に移行したのは 11日日以降であった。シート被覆は

降雨により枝条がj詣れることを防ぐ効果を期待したもので

あり，枝条に付着する水分が少なかったため，恒率乾燥の

蒸発期間が短かったためと考えられた。一方，シート被覆

有のj易合でも下層では 10日日までは合水率が高く，減率

乾燥に入ったのはシ)ト被覆無と同様 11日目以降である

と考えられた。 10日目までは降雨が続いており，地面に

接する下層の枝条パックは，接地面からの水分供給が影響

したものと考えられた。

シート被覆有の初期合水率は，シート被覆無よりもと層

で 10ppt，中層で 7ppt低くなっていたが， 35日潤の最終

的な上層の含水率は 17%であり，シート被寵無の 33%よ

りも 16ppt 低くなっていた。また中層でもシート被覆4!~

よりも 19ppt 低くなっており，初期合水率の違いという

よりは，シート被覆の有無が含水率低下に寄与したものと

考えられた。下層においては，初期含水率がシート被覆有

の方が高かったにもかかわらず， 35日白には 64%となり，

シート被袈無よりも含水率が 10ppt低かった。多重比較

の結果から実験2と3における，すなわち，シートによる

堆積枝条の被袈の有無による含水率に有意な差が認められ

た。海外の事例におけるヤナギのチップの野外乾燥に関す

る実験 (Gigleret al. 2004)でも，ピニルシート被覆が無

い場合，堆積した層位下部で、の合水率が高くなったとして

おり，シ}ト被覆の効果は堆積した枝条の層位下部でより

効果が高いことが期待される。

以上のことより，シート被覆は枝条含水率をより低下さ

せる乾燥効果が高いものと考えられた。今回は測定してい

ないが，ピニルシート被覆により堆積校条の表面や内部の

温度が上昇していた可能性もあり，降雨の直接の遮断だけ

ではなく，温度の違いにより乾燥が促進された可能性もあ

る。

26日目の降雨後に，シート被覆ありの方ではすべての

層で含水率が上昇していたのに対して，シ}ト被覆無での

含水率がほとんど変わらなかった。このときには，風雨に

よりシートが脱落していたため条件としては同じであった

にもかかわらず，このような結果となった理由は不明であ

る。チップを対象としてシートによる被覆の効果を検証し

た報告(多田野 2006)では 乾燥による合水率の低下に

一定の効果を認めつつもチップを設置した地面からの吸水

が多かったとしている。シート被覆有とシート被覆無の堆

積枝条は，隣接して配置しであったが，排水がたまりやす

い小さな窪地など設置した地表面の影響があったのかも知

れない。

3. 野外乾操による含水率の低下と低位発熱量の向上

木質バイオマスは含水率が高いため，実際に利用可能な

低位発熱量が低いことも弱点の一つである。この克服のた

めには，乾燥させ含水率を下げることが必要である。

野外乾燥実験の結果，夏から秋の 66日間に行った実験

1では，堆積枝条の含水率は 146%から 40%に低下した。

秋から冬の 35日間に行った実験2では， 120%から 51%

に低下した。実験2と同期間でシート被覆をした場合の実

験 3では，合水率が 115%から 35%に低下した。

特に木質バイオマス燃料は含水率が高く燃焼させる際に

含まれる水分が蒸発し気化熱分が利用できないため，みか

け上の発熱量(低位発熱量)は燃料そのものが持つ発熱量

(高位発熱量)よりも低くなってしまう(筒本 1996)。本

研究での枝条の合水率の低下を，低位発熱量の変化に換算

して評価してみる。なお，スギの高位発熱量を 19.0MJ/ 

kgとして計算した。実験 1では 5.7MJ/kgが 11.8MJ/kg 

へと低位発熱量が 107%増加した。実験2では 6.6MJ/kg 

から 10.8MJ/kgへと 66%向上した。また，シート被覆

有の実験3では 6.8MJ/kgであったのが 12.4MJ/kgへと

82%向上した。このように，野外で・の枝条の乾燥により，

燃料としての利用可能な発熱量の向上が明らかであるο 実

験 1の当初の低位発熱量が低かったのは，春から夏にかけ

ての樹木の成長期は，樹体内の水分量が多い時期で、あった

ためである。したがって，含水率の高い時期に得られた木

質バイオマスほど，乾燥により含水率を低下させる効果が

あるともいえる O

木質バイオマス燃料として期待の高まる林地残材である

が， 1民存量などの量的な調査研究のみならず，合水率や腐

朽の程度なども含めた質的な情報はエネルギー利用のため

に重要であり，気誌や降水量といった気象データを活用し

た含水率予測モデルの構築が課題となる。

本研究の現地調査に支援をいただいた鹿児島大学高限i資資林のl成長
各位に感謝申し上げます。この研究は(独)日本学術振興会科研費恭

盤研究 (C)(乎成 16年度.課題番号 16580275)の一部として行われ

ました。また，的確な指摘を下さった査読者の方へ併せて感謝申し上

げます。
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