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新潟県産スギ@広葉樹による複合合板の製造

小柳正彦

婆~:新潟県笈広葉樹材(ナラ・ホオノキ)をき受・褒板に，新潟県産スギ材を心核およびそえ心板に使用し

た5緩構成の構造用合板を試作し，その曲げ性能等を調査した。ナラ・スギ複合会板およびホオノキ・スギ

複合合板の曲げヤング係数i立平均値， f言綴皮75%の5%下限伎ともに日本燦林規格で定める構造用合板2級の

基準を満足した。しかし， 日本産量林規格の天然木化粧合板の基準に遜合する表面の品質を有するものは，ナ

ラ・スギ複合合板では0%であり，ホオノキ・スギ複合合板では約20%であった。

I は じ め に

関内における針葉樹構造用合板の生産は，ロシア産カ

ラマツをさ三原料として1980年代中咲から始まったが，現

夜でl玄関内で生産される構造用合板の大半を占めるよう

になっている(自利木材新開社 2007)。さらに近年は

盟内森林資源の充実化を背景に，国産材を合板原料とす

る動きが顕著であり， 2009年には合板原材の自給率は

24.2%に透している(林野庁 2011)。新潟県内でも

2005年から県産スギ材を原料とした合板の生産が始ま

っており，全層スギの構造用合板や南洋材との複合会板

などが生産されている。 2010年には14千がの県藤スギ材

が利用され(新潟県 2011a)，県産スギ材の重要な活用

先となっている。

一方で，新潟県は冬期における豪多繁などの厳しい自

然環境のため，民有林面積の71.0%にあたる広葉樹林が

存在しており(新潟県 2011b) ，広葉樹資源に恵まれて

いる累であると言える。このようなことから，原産材の

よりー患の利用拡大を図るため，スギ材と広葉樹材をB衣

料とする合板の試作を行った。また，広葉樹材を表部に

貼ることは化粧性や強度の面で付加価値が高まることも

期待できる。

なお，本調査では材費や目標とする利用状況を考慮し

て構造用合板の2級を想、定して試作した。

本調査の実施にあたり，原木の供給では有限会社遠山

木材様に，合板の製造および性能試験では新潟合板振興

株式会社様にお世話になった。記して厚くお礼申し上げ

る。

E 合板の製議と試験方法

1 広葉樹原木丸太

入手のしやすさを考慮し，新潟県産のナラ(コナラも

しくはミズナラ)およびホオノキを原木とした。広葉樹

原木丸太の概要を表1，表2に示す。なお米口径および元

口径は潟図長÷円周率とした。また材積は平均直径法に

よった。

2 主義板橋成

構造用合板は厚さ 1.8mmの広葉樹単板を表板および裏

板として，厚さ 3mmのスギ単板を心板およびそえ心板と

し積層接着した5層構成の複合合板とした。スギ挙板は

製品化されている県産スギ合板に使用される単板を使用

した。単板構成を図1に示す。以下，ナラとスギの複合

合板をナラ・スギ合板と，ホオノキとスギの複合合板を

ホオ・スギ合板と記す。

接着した合板をベルトサンダで仕上げて，仕上がり厚

さを12mmとした。表板の主繊維方向と平行の有効断簡係

数比は0.59，直角の有効断関係数比は0.54である。

3 製造工稜

広葉樹原木はあらかじめ蒸煮処壊を行い，ロ}タリ}

レースにより単板を切削した。 ~J芯径は約6c泊である。
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出げヤング係数を中心にして性能評価を行った。あわ

せて含水率，密度および接着カの試験も行った。また内

性能試験4 
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なお本の原木中でも欠点の有無により単板の品質に

差が生じるため，表板および裏板に利用できる部位から

は厚さ1.8mmの単板を切削し， それ以外の部{立からはそ

装や床にそのまま利用する際には化粧性が必要であるたえ心板として利用できる摩さ 3.0mmの単板を切削した。

め，表面の品質について調査を行った。試験項目および3. Ommの広葉樹単板については今回の製造試験では使用

試験体数を表4に示す。しなかった。切削後の単板はドライヤにより乾燥した。

試験方法は合板の日本農林規格を参考にして以下のと

おりとした。

接着l土接着剤塗布後，コールドプレスにより仮援者し，

その後，多段式ホットプレスで熱圧した。使用した接着

剤の稜類および条件を表3に示す。接着済みの合板はベ (1)含水率

各試料合板から任意の大きさの試験片を2片ずつ作成

し，全乾法により含水率を求めた。

(2)密度

ノレトサンダにより表面仕上げをし，所定の厚さとした。

仕上がり寸法は1820mmX910mmX12mmで、ある。

各試料合板5枚から任意の大きさの試験片を8枚作成

し，合板の密度を求めた。また比較のため， 県選スギを

全層に使った構造用合板も同様に計測した。

(3)接着の程度(煮沸繰り返し試験)

長さ 75mm，縞25mmの試験片を作成した。試験片には25

剛間痛で2本の切り込みを入れた。切り込みの深さは閲2

に示すように2条件とし，芯板の護審IJれ方向と荷重方向

別にさらに2条件の計4条件とした。これにより，すべて

の接着躍について試験をすることができる。

平均(範間)

1.99 (l .94~2.05) 

31.9 (26.7~40.5) 

39 

5.33 

51 

5.8 

12.4 

59 

2.7 

ナラ原木丸太の概要表1

長さ (m)

宋口径 (cm)

本数合計

材積合計 (m
3
)

来日年総数

年翰綴 (rnrn)

縦援動ヤング係数 (kN/rnrn
2
)

含水率(%)

矢高 (crn)

自項

(36~64) 

(3.0~8. 1) 

(9.9~17 .4) 

(42~69) 

(O.0~6.5) 

ホオノキ原木丸太の概要表2

性能試験の項目と試験体数

トぉ斗ドぉペト 25斗

![||仁」

4 

ナラ・スギホオ・スギ金濁スギ

3 3 

5 5 

3 3 

49 50 

167 210 

← 椅E霊方向 → 

:包刊μaE弓
土と二二コ

トぉ斗ト 25斗トぉ斗

!D 

合水率

比筆

談務の程度(煮沸繰り返し試験)

曲げヤング係数(長さ方向)

板箇品質

沼

表4

項

平均(範囲)

2.03 (l .96~2.08) 

29.2 (23.5~37.7) 

28 

3.72 

48 

6.1 

9.1 

69 

2.1 

(36~57) 

(4.6~8.3) 

(6. 7~10.8) 

(64~75) 

(O.0~4.0) 

長さ (m)

米口径 (crn)

本数合計

材穣合計 (m
3
)

末口年輪数

年輪婿 (mm)

縦振動ヤング係数 (kN/mm
2
)

含水率(%)

矢高 (cm)

目項

塁塁叡れ方向

← お璽方向 → 

lヲZE
ドぉイト 25斗ト 25斗

!I 
芯叡の慈劉れ方拘と務愛方向が
逆の場合

← 荷愛方向 → 
す l E二コ

ム丘三三ヨヒニ二にぷ二;
トぉ斗ト 25斗いお斗

!I 
(単佼:mm) 構造用合板の単板構成図1

芯板の霊童翻れ方向と務璽方向が
緩の犠合

煮沸繰り返し試験の試験体函2
咽
町
、
リ
向
。

矧

ω一n

接着の条件

F長庄渠存一一一一一 熱EE条件

圧力 時間 圧力 温度

(g/ m2
) (kgf/ cm2) 分) (主gf/cm2) ("C) 

MUF 403 10 20 8 120 

※MUFはメラミン・ユジア共綴合樹脂接着剤I

表3

塗布盤接着剤

種類
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試草食片の数はl試験体・ 1条件あたり 2片とした。試験

片を沸騰水中に4時間浸せきした後， 60土 3"Cで20時間乾

燥処理(恒温乾燥器に入れ，器中lこ湿気がこもらないよ

うに乾燥する)し，更に沸騰水中に4時間浸せきし，こ

れを案混の水中にさめるまで浸せきし，ぬれたままの状

態で引張試験を行い，最大荷重と木部破勝率を測定した。

最大荷重を接着面積 (25mmX 25mm= 625mm') で徐しでせ

ん断強さを求めた。

(4)曲げヤング係数

実大合板の表面をよ箇とし汲IJ定を行った。 2つの支持

台の上に外径48.6mmの鋼管を霞き，その上に試験合板を

置いた。長さ方向のヤング係数の測定であるため，スパ

ンを1210mmとし，スパン中央に度交して荷重様(木製50

mmX 70mm) を載せ，その上に19.6Nもしくは39.2Nきざみ

で，ナラ・スギ合板は235.2Nまで，ホオ・スギ合板は

196. 1Nまで，分銅を載せて，スパン中央の下においたダ

イヤルゲージによりたわみ盆を測定した。ナラ・スギ合

板は39.2Nおよび235.2Nの荷重時のたわみ盤から，ホオ

・スギ合板は39.2Nおよび196.1Nの荷重時のたわみ最か

ら，式(1)により曲げヤング係数を算出した。

曲げヤング係数d.PL3
/ (4bh3d.y) 式(1)

ここで， Lはスノfン (mm)

bは試験合板の幡(捌)

hは試験合板の厚さ (mm)

d.Pは荷重上限と下限の差で，

ナラ・スギ合板では， 235.2 -39.2 = 196.0 (N) 

ホオ・スギ合板では， 196.1 -39.2 = 156.9 (N) 

d.yはd.PIこ対応するスパン中央のたわみ盤 (mm) の差で

ある。

(5)表面の品質調査

合板表面の虫穴，死節穴，苦手lれの有無について調査し，

天然木化粧合板の表面の品震に適合するか検討した。

班結果と考察

1 製造数量と歩留り

得られた単板の枚数および歩留りを表5に示す。1.8mm 

厚の単板は表・裏板として利用可能なもので， 3.0mm厚

の単板は心板やそえ心板として利用する単板である。歩

留りは原木の筏級・形状・材費および最小雪印j芯径によっ

て異なるため一律には述べられないが，今自の調査では

ナラ材では50%稜度であり，表・裏板として利用できる

単板はその中の60%程度であった。ホオノキ材では65%

程度であり，表・褒板として利用できる単板はその中の

70%程度であった。

表5 単板枚数と歩留り

品目 原木材務

ナラ

ホオ

2 性能試験

(1)含水率

(m3) 

5.33 

3.72 

単板

空手さ (mm) 枚数 材務 (m3)

1.8 508 1.62 

3.0 212 1.11 

計 2.73 

1.8 528 1.68 

3.0 139 0.73 

音十 2.41 

歩留り

(%) 

51.2 

64.7 

含水率の測定結果を表61こ示す。いずれも合板の日本

農林規格で定められた基準値(14見)以下で，基準を満

足した。

(2)密度

密度の測定結果を表71こ示す。ナラ・スギ合板は全層

スギの構造用合板に比べ3叡ほど大きい値であった。ホ

オ・スギ合板はスギ合板とほぼ同じ値であった。

(3) 接着の稜度(煮沸繰り返し試験)

煮沸繰り返し試験の結果を表81こ示す。合板の日本農

林規格では針葉樹と広葉樹の複合合板の場合，せん断強

さがO.7MPa以上であれば，平均木部破断率l玄関われない

が，それ以下では平均木部破断率およびせん斯強さの基

準を満たすことが必要とされる。ナラ・スギ合板では各

試験片とも a本農林規格l類の規格を満たした。ホオ・

スギ合板では，試験体No.2，3で平均木部破断率およびせ

ん断強さの基準安満たさない試験片があったため，日本

農林規格1類の規絡を満たさなかった。ホオ・スギ合板

については接着条件の改良が必要と考えられる。

(4)曲げヤング係数

曲げヤング係数の測定結果を表9に示す。構造計算時

に基準強度として使うことができる 5%下限値および新

潟県産スギ材を用いた全層スギ構造用合板の試作時の結

果(岩崎・管涼 2005) についてもあわせて示す。

合板の日本農林規格では構造用合板2級の基準値は，

摩 d12. 0間以上24.0mm未満が4.0GPaとなっている。今回

の計測ではナラ・スギ合板，ホオ・スギ合板ともに曲げ

ヤング係数の日本農林規格の基準を上まわっておりかっ

5%下限値についてもこれを上まわっていた。ナラ・ス

ギ合板は全!醤スギ合板に比べ，曲げヤング係数が大きく，

ホオ・スギ合板では平均値は全濁スギ合板と大きくは違

わないものの，バラツキが小さいため5%下限伎は全層

スギ合板に比べ大きい値となった。



42 新潟県森林研究所研究報告 No.53(2012) 

表6 含水率の測定結果

品回 試験体 試験 平均含水率(覧)
N"， 片室主
l 2 6.5 

ナラ・スギ 2 2 7.0 
3 2 5.0 
~均 6.2 
1 2 5.0 

ホオ・スギ 2 2 5.0 
3 2 6.5 

ま虫 5.5 

表7 密度の測定結果

品目 試験 平均密度密度測定時平均

片数 (kg/m3) 合水率的

ナラ・スギ 40 558 9.6 

ホオ・スギ 40 447 9.4 

全麗スギ B 429 10.7 

表8 煮沸繰り返し試験の測定結果

品医 試験体試験せん断強さ (MPa) 木部破断喜界(百)
No. 片室主 平均値 賞受小{笹 平均値 最ノj、{度

l 8 0.81 0.6 71 30 

ナラ・スギ
2 8 0.95 0.7 48 30 
3 8 0.78 0.5 70 30 

~均 0.85 0.6 63 30 
1 8 0.83 0.6 54 30 

ホオ・スギ
2 8 0.84 0.5 38 。
3 8 0.71 0.5 38 10 

主主2 0.79 0.5 43 13 

表9 曲げヤング係数の測定結果

(単位:GPa) 

品隠 試験 方向 平均値 標準 5也

体数 {馬楚 下限値
ナラ・スギ 49 長さ方向 8.8 0.9 7.2 

ホオ・スギ 50 長さ方向 6.0 0.5 5.2 

主liスギ 50 長さ方向 5.8 1.0 4.3 

(5) 表面の品質調査

表面の品質調査結果を盟3に示す。ナラ・スギ合板で

は直径1mm程度の虫穴が多く見られた。近年のナラ枯れ

被害の原因であるカシノナガキクイムシによる穿孔跡と

考えられた。また，死節による穴も多く見られた。さら

に，ナラ材は乾燥による単板のあばれが大きく，割れの

発生も多かった。これらにより，天然水化粧合板の表面

の品質の基準を満たす合板は製作できなかった。ホオ・

スギ合板ではナラ・スギ合板に比べ欠点は少なかったも

のの，死節による穴が多くあり，表面の品質の基準を満

たすものは2割程度であった。

100 

京 60ト
40 
leii 40 

20 

。
ナラ・スギ ホオ・スギ

図3 表商の品質調査結果

w おわりに

l~ 死節穴 l

i糊 jれ i
ig他 i
型竺j

新潟県藤の広葉樹材を表・裏板に，スギ材を心板およ

びそえ心板にして製造した合板の性能について調査した

結果，ナラ・スギ合板は日本農林規格の構造用合板2級

の基準を満足した。ホオ・スギ合板では接務の程度で基

準を満たさなかったものの，その他の項目では基準を満

たしていた。また，県産広葉樹との複合合板は既存の全

層スギ合板よりも高い強度性能を有していた。しかし，

表霞の美観に優れた単板を得ることは困難であり，歩留

り良く化粧性に優れた合板を作ることは困難であった。

今後はそれぞれの材の特徴をし、かした利用法について

検討を加える必要があると思われる。
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