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短報

スギ丸太の応力波伝搬時間による製材品の曲げ性能の推定

桐林真人 ・西村臣博 ・川上敬介 ・森田 浩也 ・柴田 寛

Estimation of th巴bendingperformance of lumber by stress wave propagation time of SUGT logs 

Kiribayashi Masato， Nishimura Tamihiro. kawakami Keisuk巴， Morita Hiroya， Shibata Hiroshi 

はじめに

強度性能に優れたスギ品種の選抜は、高い構造性

能を有する製品の安定的生産を実現するための基礎

であり、将来の地域林業 ・木材産業を支えるための

霊要な取り組みといえる。強度性能の高い品種を選

抜しつつ母樹を確保するには、非破壊的な手法で数

多くの立木か ら選抜することが必要とな る。非破壊

的な調査と して応力波伝搬時間(以下、8PT)をm
いる手 法 (藤沢 ら2005，森ら 2009，大西 ら2004)

が知られており 、8PTの測定によりヤング係数の算

出が可能と されている (白木住宅木材・ 技術セン

タ- 2011)。

しか し筆者 らが笑|擦に8PTを計測してみ ると、同

じ個体の同じ浪IJ線でも8PTの{直に大きなノイラツキが

発生 し、選抜手法と して用い るに は計測精度の向上

が必要と考えられた。そこで筆者らはセンサーの打

畦の仕方や出Ij線の設定方法に着目し、 8PT値の再現

性が高い計測手法として、定力打撃装置を用いたセ

ンサ一間隔1.5mの斜め計測(以下、MM法〉を提

案 したとこ ろである (桐林ら 2011)。一方、8PTを

用いた木材強度の算定には、木材の密度が必要とな

るが、 立木の状態で非破壊的に木材密度を計測する

ことは困難である。そこで、立木での強度性能によ

る選別では、木材密度を用いない、 8PTのみによる

木材強度の判定法の確立が必要であると考えた。

本報では、密度や強度性能の把握が容易な丸太お

よびそれを製材して得 られた柱材を供試材料とし

て、木材密度を用いない8PTによ る強度性能の推定

の可能性について検討したので報告する。

2 材料と方法

2・1 供試材料

本研究には末口径200mm以上、L=4.000mm以上

の鳥取県東部で生産されたス ギ丸太20本(以下、 丸

太)を使用した。なお、詳細な産地や番玉、林齢は

不明である。

2・2 丸太の計測

2・2・1 丸太の寸法等の計測

丸太は材長 ・直径(元u・中央 ・米仁1)と質量を

計測 した。 質量はロー ドセル (5kN)を月刊、フ ォー

クリフトで吊下した状態で計測した。そしてFFT

スペク トラム アナ ライ ザー(以下、FFT)を用い

てタッピンクー法により固有振動周波数を計担IJし、縦

振動ヤン グ係数(以下、 丸太Efr)を求めた(図-

1)。

図 1 丸太のタッピングの状況

2 . 2・2 丸太のSPT計測

丸太の8PTの計測にはFAKOPP(ハンガリ 一国

アリ ナス社製〉を用~¥た。なお、 計調IJ手法の違いと

8PT値の再現性の関係については、MM法が最も再

現性が高い ことがわかっているが(桐林 ら 2011)、
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今回は異な る計i~rj手法に よ って得られた各SPTと曲 法や斜人などの斜線計測では、丸太の直径が大きく

げ性能との関係を確認するため、改めてMM法とそ なると樹幹に対する浪IJ線の角度(以下、測線角度)が

の他の手法による計測を実施することとした。 大きくなる。このことにより繊維に対する応力波伝

センサー の打ち込み間隔 は1.5mとした。セン 搬経路の角度が大きくな り、SPT値にバラツキが生

サーの打撃は、ハンマーによる人力て‘の打撃と、パ じる可能性があった。そこで樹幹に対する浪IJ線角度

ネの力を利用した機械的な定力打撃の 2種とした。 を算出し、 i~IJ線角度が出力結果の再現性に与える影

測線は樹幹に対 し平行および斜めとし、丸太一本当 響についての検証を試みた。

たり対面もしくは対向する 2本を設定した(図一

2 )。なお計測手法の組み合わせについては表- 1 

に示す。

厘木

ー・圃・・・ MM法，斜人の測線 ーーーー垂定，垂人の測線

図-2 測線の配置平面図

表-1 SPT計測の種類と略称

測線の取り方 入力の方法 略称

①樹幹に対し平行(垂線) 人力ハンマー 垂人

②樹幹に対し平行(垂線) 定力打撃装置 垂定

③樹幹に対し斜め(斜線) 人力ハンマー 斜人

④樹幹に対し斜め(斜線) 定力打撃装置 MM法 |

図-3 定規を使った測線の設定

2 • 3 製材の曲げ性能の計測と丸太SPTによる曲

げ性能の推定

2・1で用いた試験体は計測終了後、135mmx

135mm X4，000mmに製材し た。寸法や質量を計 測

し、縦振動ヤング係数(以下、製材生Efr)を求

めた。試験体は人工乾燥後、モルダーで120mmX

120mm X 3，000mmに仕上げ加工した。 その後、各

部の寸法と質量を計測し、縦J辰動ヤ ング係数(以

下、仕上げEfr)を求めた。さらに試験体は実大強

言|担IJでは丸太の両端部をクッション付きの厘木で 度試験機を用いて曲げ試験を行った。 曲げ試験は構

支え、接地によるSPTへの影響が小さ くな るよう配 造用木材の強度試験マニュ アノレに基っ き、 支点間距

慮、した。 離2160mm、荷重点間距離720mmの 3等分点 4点

センサーの設置に際しては特に作製した定規を用 荷重方式で行い、得られた値から曲げヤング係数

い、 センサーの間隔が一定になるよう考慮 した(図 MOEと曲げ強度MORを算出した。

-3)。さらにFAKOPPはセンサー先端間での8PT 上記試験により得られた曲げ性能と、丸太の8PT

を計測するため、測線を設定する度にセンサーの差 値との関係を調べ、 8PTによる曲げ性能の推定の可

込深さを計測し、 センサーの設置間隔から控除して 能性について検討した。

計算に用いた。

SPTの計測は、 1損IJ線あたり 6回繰り返して打撃

を実施した。これを丸太20本分、合計40測線につい

3 結果と考察

3・1 供試材料の性質について

て行った。 試験に供したスギ丸太の計測結果を表-2に示

なお、センサ一間隔が統一されているため、 MM す。各部寸法、重量等で特異的なものは認めなれ
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なかったが、 一般的な県産スギの数値(鳥取県農

林総合研究所林業試験場 2011)では、丸太Efrは

7.35kN/mni、丸太密度は0.67g/cmとなっており、こ

れと比べると、 Efrは弱く、密度は高めであった。

なお、丸太の密度と年輪数の関係を図 4に示

す。ここでは丸太の年輪数は元口と末日の平均値と

したが、両者に相関は認められなかった (r=0.12

P>0.05)。元日で確認された年輪数は最大49、最小

29、平均32.9であった。

表 2 供試材料の性質・曲げ性能

直径
長さ 質量

丸太
区分

フE口 中央 末口 密度
(単位)

(mm) (mm) (kg) (g/cm3
) 

平均値 272.2 246.4 217.9 4144 151.4 0.77 

標準偏差 15.95 13.84 16.66 31.3 16.87 0.05 

|均げ性能
区分

丸太E仕 製材生:E仕 イ上上げ巳fr MOE MOR 
Uiiイ立)

(kN/mm
2
) (N/mm2

) 

平均値 6.04 5.42 5.73 5.79 32.71 

標準偏差 0.64 0.81 0.85 0.86 3.88 

本 45

X × 
40 ト-- y=13.25x+22.7 --X~' X一一一一一一

r = -0.09 n=20 、

35 

一て二二一;XJ辺7焚タ…モX取一x-一一E一-一

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

密度 kg/m' 

図-4 丸太の密度と年輪数の関係

3・2 斜線計測における測線角度の影響

出iJ線が斜めに設定されている斜人やMM法につい

て、損IJ線毎の8PT値の変動係数と測線角度の関係を

区1-5， 6 Iこ示す。今回の調査における担IJ線角度は

7度から 10度であったが、この結果、どちらの計測

手法でも測線角度と変動係数には有意な相関は認め

られなかった (P>0.05)。
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% 1.8 1 
1.6 ム

測線角度

図-5 斜人の変動係数と浪IJ線角度
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図-6 MM式の変動係数と測線角度

3 • 3 丸太における SPTとEfrとの関係

表-2の 4種の計担IJ手法で得ーられた丸太の8PT値

を表-3に示す。丸太の8PT伯は、計測した8PTの

うち中央値から最も速い値を除いた 51QIを採用し、

2担iJ線分の計10回の平均値とした。この結果、同じ

丸太でも垂人・斜人・ MM法・垂定の111買lこ8PT値が

大きくなる傾向が確認された。 これは応力波の伝搬

経路と繊維との角度や、打撃力の大きさの違いが影

響しているのではないかと推測されるが、この現象

の原因を特定するには至っていない。

表 3 計測手法別のSPT(μsec/m) 

さらに、この各計測手法による8PT値と、丸太の

タッピングで得られたEfrとの関係を図- 7 ~10 に

示す。なお、垂定以外の計担IJ手法で 1%危険率で負

の相闘が認められたが、L[コでもMM-8PTと丸太Efr

で最も高い負の相関関係 (r=-0.73)であった。

このことから、 MM法によって得られた8PT値



丸太のSPTと製材の曲げ性能の関係3 • 4 で、丸太Efrをある程度推定することが出来ること

丸太のMM-8PTと製材の曲げ性能との関係を図がわかった。

なお、従来の計測手法に近い垂人-11~141こ示す。

8PTについても、丸太Efrと二番目に高い相闘が認

められたので各曲げ性能と の関係を併せて示した。

kN/mm' 
8 -ーー一一一一一一『ー

いずれの組その結果、 MM-8PTと垂人8PTは、

sjF竺事妥当官:

み合わせにおいても危険率 1%あるいは 5%で有意
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な相関関係を示した。その中でもMM-SPTの方が 森康浩・大川雅史(2009). 平成幻年度福岡県森林

高い相関関係を示すことがわかった。 林業技術センタ一年報，18.

これらのことから、 MM-SPTは製材の曲げ強度 日本住宅木材.技術セン夕一(2011).
， 

性能をより高い精度で反映している可能性があるこ の強度試験マニユアル"

とがわかった。 小関孝美・皆川|後一・大西祐二(2004). 宮城県林業

以上のように、 SPTの計測手法においてMM- 試験場成果報告第37号.

SPTが各Efrや破壊試験結果と最も相関が高いこと 鳥取県農林総合研究所林業試験場(2011). “鳥取県

が示された。 産材の強度性能データベース"

この結果の活用としては次のようなことが想定で

きる。たとえは、土場などでの丸太の選抜に際し、仕

卜.がり時の曲げヤング係数が9.0kN/mn¥以上となる

製材を得ることを目標に想定すると、期待される

SPT値を図 13の回帰式を利用して次式のように算

出できる。

式・・・ヤング係数(9.0)=一0.045x BN-SPT+21.93 
MM-SPT今 287μsec/m

287μsec/m X (1.5m一α)今 417(μsec)
ただし、日センサー打ち込み深さ(ここでは0.0何 mとする)

この結果、現場ではこの値よりも小さな計測値を

有するスギ丸太を選別すれば、かなりの確率で高い

強度の素材を確保できることになる。ただし、同程

度のSPT領域でも、図-13のように実際のヤング係

数に差が生 じる可能性があり、この解決は今後の課

題である。

なお、今回の試験体の性質・性能の範囲であれ

ば、 MM-SPTにより従来法よりも精度良く製材の

曲げ性能を推定可能であることがわかったが、この

成果を一般化するためにはさらなる試験本数の増や

立木状態での調査結果が必要である。引き続き調査

を実施して精度の向上と優良品種の確認につなげた

L、。
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