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福岡県産スギ心持ち平角材の曲げ強度性能について1)

占部達也

Bending prope此iesof Sugi boxed-heart flat square timber in Fukuoka Prefecture 

Tatsuya URABE 

占部 達也:福岡県産スギ心持ち平角材の曲げ強度性能について福岡県森林研報 13:9 ........16， 2013 

資源が増加する県産スギ大径材の横架材としての需要拡大を図るため，県内各地から集めたスギ心持ち

平角材を対象に JASに基づく等級別の出現割合調査や曲げ強度試験を行い，品質や強度性能について

調べた。目視等級区分では全体の 87.5%が甲種2級以上で，機械等級区分では E70以上が77.5%であっ

た。強度試験の結果，曲げヤング係数，曲げ強さともに平均値は全国値とほぼ同等で，値のばらつきは

小さかった。また，横架材の設計に供する曲げ強度性能値として評価した結果， E90の曲げヤング係数

が法令等で定める値をやや下回ったものの，それ以外の等級では法令等の値を上回る，もしくは同等と

いうことを確認した。これらの結果を踏まえ設定した，材料区分毎の設計用強度性能値は，福岡県産材

利用推進協議会発行の「福岡県産スギ横架材スパン表」に活用された。

キーワード:福岡県産スギ，心持ち平角材，曲げヤング係数，曲げ強さ，目視等級区分，機械等級区分

1.背景と目的

福岡県内民有林におけるスギ人工林は，戦後の復

興，経済成長期の 1950年代から 1960年代を中心に

植林されたもので，その蓄積量は約 2，800万 m3に及

ぶ。このうち，10齢級以上が約 2，000万 m3と全体

の7割を占め，その多くが利用期を迎えている(平

成 23年福岡県林業統計要覧)。しかしながら，長引

く材価低迷等により，県内におけるスギの素材生産

量は， 1998年以降 10万 m
3前後で推移しており，今

後素材生産量が一定レベルで、増加すると仮定して

も，スギ人工林の高齢級化傾向は続くと予想される。

これらのスギ人工林から生産される大径材は，これ

までの柱材を主体とした利用では製材の歩留まりが

低いこと等により，中目材に比べ 1m3当たりの素材

価格は 1割程低く取引されている(福岡県森連浮羽

事業所出来値表)。材価向上のためにも，スギ大径

材の新たな用途開発等による需要拡大が課題となっ

ている。

スギ大径材の用途のーっとして，木造住宅等に使

用される梁や桁等の横架材が挙げられる。現在，木

造軸組構法住宅に使用される横架材は輸入材が大半

を占め，国産材は集成材を含めても 7%に留まり(日

本木造住宅産業協会， 2010) ，横架材への国産材利

用が期待できる(林野庁， 2011)。

横架材は，構造材の中でも強度，特に曲げ強度性

能に対する要求が高い部材である。また，横架材に

生じるたわみの制限値が法令(建設省， 2000) で規

定されており，住宅性能表示制度における構造の安

定に関するチェック項目のーっとなっている。これ

まであまり使われていないスギ横架材を普及するた

めには，県産スギ材の横架材としての性能を明らか

にするとともに，構造計算に供する強度データを整

備し，消費者が安心して使える環境をつくることが

重要で、ある。

特に，スギは，曲げヤング係数が広い範囲でばら

つきがあること(飯島， 1983;小松， 1988) ，また，

曲げヤング係数と曲げ強さとの相関に地域問で差違

があること(木構造振興， 2011)が報告されている。

県産スギ材の横架材としての強度性能を明らかに

し，法令等(日本建築学会， 2006;国土交通省， 2007) 

で示す値を満足するかを確認することが必要で、あ

る。

福岡県では，これまで柱適寸丸太の心持ち柱材利

用を主眼に県産スギ材の材質調査を実施してきた

(例えば，占部ら， 1995)。しかしながら，横架材

に関する材質データは少なく，県内スギ人工林から

供給される大径材の品質やその割合等資源の質的な

1 )本報告は，県単研究課題「スギ大径材の材質特性の把握と大径材を活かした製品開発J (平成21~23年度) ，林

野庁補助事業「地域における木のまち・木のいえ環境整備事業J (平成22年度)を活用し実施したものである。
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実態が把握されていない。

県産スギ材の横架材としての利用を促進するた

め，本研究では，スギ心持ち平角材を対象に日本農

林規格協会 (2007)の構造用製材の規格(以下， JAS) 

に基づいて等級別の出現割合を把握するとともに，

実大材による曲げ試験を実施した。得られた県産ス

ギ横架材の曲げ強度性能をもとに，横架材の構造計

算に用いる設計用強度'性能評価を行った。

ll. 試験体と試験方法

1 .供試材

原木には，図-1に示す福岡県内 4つの地域(飯

塚、朝倉、筑後、行橋農林事務所管内)で生育した

スギ大径材(末口径 32"'""'36cm，直材)を各地域 50

本(行橋 49本)用いた。

これらの丸太を福岡県うきは市内の製材所で製材

し，高周波併用蒸気式乾燥機で7日間乾燥後，モノレ

ダー加工を行ったスギ心持ち平角材 (120mmX 

240mmX 4 m)計 199本を試験体に用いた(表-1)。

. 
4・

図 1. 原木の採取地域

福岡県を農林事務所管轄区域ごとに 6つに区分し、網掛

けの区域から採取した。

表-1.試験体の概要

樹種 材種 産地※ N

朝倉 50 

スギ 心持ち平角 飯塚 50 

‘ (120mm x 240mm x 4m) 筑後 50 

行橋 49 

合計 199 

※福岡県の農林事務所管内名

2. JASに基づく等級区分

これらのスギ平角材をJASの目視等級区分および
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機械等級区分構造用製材の規格に準じ，節径比や曲

がり，平均年輪幅等の材面の品質調査を実施した。

さらに FFTアナライザー(リオン社， SA-78) を用

いて縦振動法により動的ヤング係数を計測した。

これらの測定結果をもとに， JASの各等級区分に

おける格付を行い，等級別の出現割合や等級の決定

因子について調べた。

3. 曲げ試験方法

曲げ試験は， r構造用木材の強度試験法J (日本

住宅・木材技術センター， 2000) に準拠し，実大材

強度試験機(前川試験機， IP-100B-B2) を用いて，

支点間距離 3640mm，荷重点間距離 1214mmの3等

分4点荷重方式により実施した(図-2)。クロス

ヘッドの降下速度は 15mm/minに設定し，たわみ

はスパン中央の中立軸上で電気抵抗式変位計(東京

測器， DP・500C) を用いて計測した。計測した荷重

およびたわみをもとに，曲げヤング係数および曲げ

強さを算出した。

含水率は，曲げ試験実施直後に，試験体の両木口

から 80cm前後の健全部にて，厚さ約 2cmの試験片

を採取し全乾法により計測した。

。守
N

(単位 mm)

図-2. 曲げ試験方法

4. 強度性能値の標準試験条件への調整方法

試験で得られた各強度性能値は，上記試験法(日

本住宅・木材技術センター， 2000) において標準と

する断面寸法(梁せい:150mm)および荷重条件(支

点間距離:梁せいの 18倍)に調整した。

また，同試験法では試験時の標準含水率を 15%と

し，標準含水率への調整方法をいくつか例示してい

る。このうちの一つで，強度性能研究会 (2005) で

規定する ASTM(1985)の D2915に準じて調整を行

った。

なお，横架材は断面寸法が大きいため，柱材等に

比べ乾燥に非常に手聞がかかる。今回用いた試験材

は人工乾燥であるが，含水率 20%以下は全体の 6害IJ

にとどまる。このため，現状では含水率 20%以上の

材も流通するものと想定し，強度性能値の調整を行

った。具体的には，上記方法を基本とし，標準に比

べ低い材(含水率 15%以下)は含水率 15%時まで低



を図-4に示す。節径比で等級が下がるものが最も

多く，次いで曲がり，平均年輪幅となっている。ま

た，平均年輪幅では 3級および等級外は無く，腐朽

や貫通割れの欠点はほとんど見られなかった。その

他としては外傷等による入皮や変色等である。

JASの等級区分では，全品質項目のうち最も下位

のランクで決定される。特に横架材は，柱材に比べ

節径比の品質基準が厳しく，今回の結果もそれを反

映した結果となった。

等級外 (14本)の等級決定因子としては，曲がり

の基準値を超えたものが 11本と大半を占めた。曲が

りについては，モルダー工程の見直しゃ品質管理の

徹底により品質改善が可能と考えられる。一方，等

級外のうち，節径比の基準を超えたことで等級外に・

なったものは1.5%(3本)と極めて少なく，枝打ち

等の施業が徹底していたものと考えられた。今後も

このような手入れにより，生産される材の品質が維

持，継続されることを期待したい。
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減させ，高い材(同 22%以上)は 22%とみなし安全

側の調整を行った。実測含水率が 15~22%であれば

実測値とした。

5. 曲げ強度性能値の評価方法

標準試験条件に調整した試験データをもとに，

JASの各等級区分に対応させて》横架材の設計に供

するスギの曲げ強度性能値の算出を行った，評価に

当たっては，建設省建築指導課(1996) の「木材の

材料強度に関する評価基準」および日本建築学会

(2006) の基準弾性特性値の考え方に準じた。具体

的には，曲げヤング係数は，正規分布と仮定した場

合の信頼水準 75%の 50%下側許容限界値(以下，

50%下限値)を求めた。曲げ強さは，分布形の推定

と検定を行い，最も適合度の高い分布パラメータを

もとに信頼水準 75%の5%下側許容限界値(以下，

5%下限値)を算出した。なお，統計処理には，木

質構造研究所が開発した「強度データの解析シート

miniJ (堀江， 1997) を活用した。

-等級外臼3級相当ロ2級相当口1級相当

ι その他
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田
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川
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田
廊
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Q
阻
苓 曲がり※

m.結果と考察

100% 20% 40% 60% 80% 

全試験体に占める割合(%)

0% 

節径比

図-4.材面の品質項目別の各等級出現割合

※「曲がり」は 2級、 3級の基準が同じ。 rその他」は，

入皮や変色など。

2. 機械等級区分による格付

1)機械等級区分材の材面の品質調査

機械等級区分に基づき材面の品質調査を実施した

結果，節径比，曲がり，腐朽，貫通割れ等の品質基

準において全本数が合格した。これは，機械等級区

分では，曲げヤング係数の計測により一定の性能が

担保されていることから，材面の品質基準が目視等

級区分の乙種 3級レベル相当となり，節径比や曲が

りの基準が緩和されていることによる。

2)機械等級区分材の等級別出現割合

機械等級区分による等級別出現割合を図-5に示

す。 E70が 62.8%と最も多く，次いで E90が 19.1%，

(
ぎ
)
佃
軍
属
司

等級外

等級

目視等級区分材の等級別出現割合

(甲種構造用 II)

1 .目視等級区分による格付

1)目視等級区分材の等級別出現割合

目視等級区分(甲種構造用 II) の品質基準に基づ

く等級別の出現割合を図-3に示す。 2級が 50.8%

で最も多く， 1級の 36.7%と合わせて 2級以上が

87.5%を占めた。 3級は 5.5%，等級外が 7.0%とな

った。

100 

90 

80 
70 

60 

50 
40 

30 
20 

10 
0 

3級2級1級

図-3. 

2) 目視等級区分における等級決定因子

目視等級区分における各等級を決定した因子を見

るため，材面の品質項目別に見た各等級の出現割合
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N=199 

曲げヤング

係数

(kN/mm2) (N/mm2) 

曲げ強さ

曲げ試験結果(全試験体)

試験時

含水率

(%) 

出平均
気乾密度前

年輪幅

(mm) 国午m
3
)

0.404 

表-2. 

39.8 6.98 21.8 5.4 平均値

E50が 16.1%， E1I0が1.5%となった。等級外は 0.5%

( 199本中 1本)で、あった。

この結果から，例えば「スギ E70以上」の注文に

対し県産材で供給する場合，仕入れた材のうち

83.4%が供給可能ということになるvなお，全国か

ら集めたスギのデータ(強度性能研究会， 2005) で

はE70以上は 77.5%であり，全国レベル以上の割合

であった。
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曲げ強さの分布

3. 各強度性能値聞の関係

1 )動的ヤング係数と曲げヤング係数の関係

縦振動法による機械等級区分を実施する方法は比

較的簡易な方法であるが，動的ヤング係数と曲げヤ

ング係数との関係、が明確であることを前提としてい

る(全国木材検査・研究協会， 2010)。

12.1 

1 
孟20壬25~五 30 ~三 35 孟 40 ~三 45 豆 50 孟 55 ~三 60 孟 65

0.5 

曲げヤング係数の分布

曲げヤング係数(kN/mm2) 

三五8

図-7.

。

図-5.機械等級区分材の等級別出現割合

3)曲げ試験結果

曲げ試験の結果を表-2に示す。各強度性能値は，

前述の標準試験条件に補正したものである。気乾密

度は平均 0.404g!cm3，平均年輪幅が 5.4mmである。

試験時の平均含水率は 21.8%で，試験時の標準とす

る含水率 (15%) と比べて高いものが多く含まれて

いた。

曲げヤング係数は，平均 6.98kN/mm
2(変動係数

16.2%) ，曲げ強さが同 39.8N/mm
2(同 16.8%) で

あった。これらを全国データ(強度性能研究会， 2005)

と比較すると，平均値では曲げヤング係数および曲

げ強さともに全国値の 98%となった。含水率による

調整を安全側で、行ったことも考慮すると，全国レベ

ルとほぼ同等の性能を有すると考えられる。

値のばらつきを表す変動係数は，曲げヤング係数，

曲げ強さの全国値がそれぞれ 23.9%，21.2%に対し，

福岡県産は 16.2%，16.8%で、あった。サンフ。ル数等

が異なり単純には比較できないが，産地を県内に限

定したことで材質のばらつきが抑えられたものと考

えられる。なお，図-6， 7に示すように曲げヤン

グ係数，曲げ強さともに相応のばらつきを持ってい

る。特に強度への要求が高い横架材利用においては，

機械等級区分の実施等により，性能が明確な製品を

供給することが必要となるとともに，性能に応じた

合理的な利用が望まれる。

重7z玉6豆5三五4

図-6.

三五3

50 

40 

ま30

4n 
荷 20

10 



福岡県森林研報 (14) 2013 

本結果では，両者との聞に高い相関 (p<O.OI)が

認められた(図-8)。心持ち平角材においても，

正角材(例えば占部ら， 1999;村上ら， 1999) と同

様に，縦振動法により高い精度で曲げヤング係数を

推測できることを確認した。

12 • 
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図-8.動的ヤング係数と曲げヤング係数の関係

2)曲げヤング係数と曲げ強さの関係

曲げ試験で実測した曲げヤング係数と曲げ強さと

の関係を図-9に示す。全体としては，曲げヤング

係数が高いほど曲げ強さが大きくなり，両者の聞に

高い相関が見られた (p<O.OI)。一方，含水率 20%

を境に含水率の高いグ、ループと低いグループとに分

けると，両グループ聞で曲げヤング係数と曲げ強さ

の相関の強さが異なった。含水率が高いグループ。が，

低いグ、ループに比べ，両強度性能値が低い方にシフ

トしている。その要因は明らかにしていないが，含

水率が高い試験体で，加力面側に圧縮破壊を先行し

て生じるものが多く見られた。この場合，荷重は伸

びずに変形のみが増大し，圧縮破壊が進行し破壊に

至るケースが多く，圧縮側で含水率の影響が大きく

現れたものと推察された。
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4. 各等級区分における曲げ強度性能

各等級区分における曲げ強度性能を比較するた

め，等級別の曲げヤング係数および曲げ強さについ

てそれぞれ図一 10，IIに示す。

目視等級区分では，等級が上がるにつれ曲げヤン

グ係数の平均値はわずかに高くなるものの，等級間

での差は明確でなく，等級内での値のばらつきも無

等級材とあまり変わらなかった。また，曲げ強さに

ついても，同様に等級聞における差は小さく，いず

れの等級も無等級材とほぼ同様な値であった

一方，機械等級区分では，曲げヤング係数で格付

するため，等級間で曲げヤング係数の平均値の差が

明確 (p<0.05) となり，各等級内でのばらつきも小

さかった。また，曲げ強さも同様に等級間で平均値

に差が見られた (P<0.05)。

横架材は構造の安定に関わる重要な部材であるこ

とを考えると，性能が明確な機械等級区分材として

横架材を供給していくことが，消費者の安心につな

がると言える。
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5. 設計用強度性能値の算出

設計に用いるスギの曲げ強度性能値は法令等で定

められ，具体的には，曲げヤング係数は日本建築学

会 (2006) が「基準弾性係数Jとして， 目視等級区

分材は 50%下限値および 5%下限値，機械等級区分

では各等級の中間値および等級下限値としている。

一方，曲げ強さについては，国土交通省 (2007) で

「曲げの基準強度」としてそれぞれ JASの等級区分

毎に示されている。これらと同様な評価方法で目視

等級区分および機械等級区分ごとに算出した結果を

それぞれ表-3， 4に示す。

目視等級区分材の曲げヤング係数は， 50%下限値

では 1級および2級で基準弾性係数とほぼ同等とな

ったが， 3級についてはやや下回った。 5%下限値

はいずれの等級も上回った。また，曲げ強さの 5%

下限値は，いずれの等級も基準強度を上回った。等

級区分しなかった場合，つまり 199本全体(以下，

無等級材)では，曲げヤング係数の 50%下限値は基

準弾性係数とほぼ同等で， 5%下限値は基準強度を

3害IJほど上回る結果となった。

表-3. 目視等級区分材の曲げ強度性能値

曲11ヤング係数 (kN/mm
2
) 曲げ強さ (N/mm

2
)

区分 N 
(本)

建築学舎の
鼠験結果 制 賦験結果 "'-= 

基準弾性係数制 信

一一一一一一一一一一一曲げの

平岡値 50助制 5切駒 田崎制 5軸制 平均値 5助制基準強度
下限値庶 1 下限値引下隈値烈 l 下限値肘 下限値制

1級 73 7.2 7.1 5.5 7.0 4.5 40.3 31.1 27.0 

2級 101 7.0 6.9 4.9 7.0 4.5 40.1 28.7 25.8 

3級 11 6.7 6.5 5.3 7.0 4.5 37.3 26.0 22.2 

等級外 14 6.1 5.9 4.3 37.0 25.0 

全体
(無等級) 199 7.0 6.9 5.0 39.8 29.4 22.2 

*1 正規分布と里なした信頼水準75帖の下側50帖許容限界値

※2信頼水準75怖の下側5軸許容限界値

米3木質構造殴計基準・問解説I日本建築学会1∞6

※4平成19年国土交通省告示曹1524号(スギ甲種)

機械等級区分材については， E50および E70では，

曲げヤング係数 (50%下限値， 5%下限値)が基準

弾性係数(等級中間値)と同等か，やや上回った。

しかしながら， E90については両下限値が基準弾性

係数をやや下回る結果となった。これは，曲げヤン

グ係数の分布が図 6に示したように，等級内の中

間値より低いものの割合が多かったためと考える。

一方，曲げ強さについては，いずれの等級も 5%下

限値が法例で、示す基準強度の値を上回った。今回，

曲げ強さの 5%下限値において，無等級材や目視3

Bull.Fukuok Pref.For.Res.Ctr. (14) 2013 

級， E50の下位等級で法令の値を大きく上回った。

これは，産地が県内に限定されたことによるものと

推察され，地域内で強度データを整備することで，

より信頼性の高い構造材としての利用が可能になる

ことを示唆する結果で、あった。

表-4.機械等級区分材の曲げ強度性能値

曲げヤング係数 (kN!mm
2
) 曲げ強さ (N/mm

2
)

区分 N 鼠験結果
建費学会の

鼠験結果 a巳zョ;jニ、諜4
基準弾性係数制

平均憧 下5限0値帖制引 下限5帖値抑制 中等間級値 下等眼級値

曲げの

平均値 下限5'値色担制 基準強度

E50 32 5.4 5.3 4.7 4.9 3.9 34.1 24.5 24.0 

E70 125 6.9 6.9 6.0 6.9 5.9 38.9 31.1 29.4 

E90 38 8.4 8.4 7.6 8.8 7.8 46.3 37.6 34.8 

E110 3 10.4 9.8 9.8 57.8 

等級外

全体 199 7.0 6.9 5.0 - 39.8 29.4 22.2 

米1正規分布と見なした恒頼水準75怖の下側50崎許容限界値

来2憎頼水準75怖の下側5拍許容限界値

※3'"置構造段計基準・同解説。日本建築学会2006
※4平成19年国土交通省告示揮1524号(スギ甲種)

6.スパン表における材料区分および曲げ強度性能

値の設定について

「福岡県産スギ横架材スパン表J (福岡県産材利

用推進協議会， 2011) において，本試験結果をもと

に県産スギ材の曲げヤング係数および曲げの基準強

度が決定された。材料区分や曲げ強度性能値の設定

にあたり協議会で検討した内容，考え方を以下に示

す。

1)材料区分の設定

機械等級区分材は，本調査で、出現頻度が高かった

等級を対象とし，含水率 20%以下のものをそれぞれ

IE50 (020) J IE70. (020) J IE90 (020) Jと

設定した。

目視等級区分材は，曲げヤング係数と各等級との

聞に明確な関係が認められず， 50%下限値では基準

弾性係数を下回る等級もあり，曲げヤング係数が未

知であることは横架材としての信頼性が低いと判断

した。このため，曲げヤング係数は実験値の 5%下

限値を基準として考え，値が E50中間値相当である

こと，曲げ強さは告示(国土交通省， 2007) の値を

十分上回ることから，含水率 20%以下の目視等級区

分材を一括して機械等級区分の IE50(020) Jと設

定した。一方，含水率 20%を上回る目視等級区分材

は，未乾燥時においても曲げヤング係数の 5%下限

値が E50中間値相当であること，また，曲げ強さは

含水率 20%以下のものに比べ低くなるため， IE50 
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(G) Jとした。無等級材は，曲げヤング係数の 5%

下限値では E50中間値相当であったが，目視等級に

比べ信頼性が低いと判断し，含水率に関わらず IE50

(G) Jとした。

これらの検討結果をもとに， JASの品質等級を整

理し，表-5に示す材料区分を設定した。

表-5.福岡県産スギ横架材スパン表における

材料区分

各区分における品質
区分名

JAS区分 等級 含水率

無等級
E50 (G) 

目視等級 甲種1~3級 20%< 

目視等級 甲種1~3級
E50 (020) 

機械等級 E50 
豆20%

E70 (020) 機械等級 E70 

E90 (020) 機械等級 E90 

2)各材料区分における曲げ強度性能値の設定

スパン表で設定した各材料区分における曲げヤン

グ係数および曲げの基準強度を表---，-6に示す。前述

の材料区分の検討結果を踏まえ，曲げヤング係数は，

E50および E70表示の区分については日本建築学会

が示す各等級中間値とした。なお， 50%下限値が等

級中間値に満たなかった E90(D20) は，試験デー

タをもとにした 50%下限値を採用した。

曲げの基準強度については，試験で得た 5%下限

値が，各区分に対応する告示(国土交通省， 2007) 

の基準強度を上回ることを確認した上で，告示の値

を採用し，告示の値で構造計算が求められるケース

にも対応できるものとした。 E50(G) の基準強度

は，同様に試験結果をもとに無等級材相当とした。

表-6.各材料区分の曲げヤング係数および曲げ

の基準強度

曲げヤング係数 曲げの基準強度

区分名 (kN/mm2
) (N/mm

2
) 

設定値 根拠 設定値 根拠

E50 (G) 
E50の中間値

22.2 4.9 
(キ試験5%下限値制)

E50 (020) 4.9 E50の中間値

(キ試験50%下限値制)
24.0 

告示1524号制

E70(D20) 69 E70の中間値

(ヰ試験50%下限値※2)
29目4

(く試験5%下限値制)

E90 (020) 8.4 ヰ試験50%下限値制 34.8 

※1信頼水準75%の下側5%許容限界値

※2 正規分布と見なI.，.t=信頼水準75%の下側50%許容限界値

※3 平成19年国土交通省告示第1524号
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lV.今後の課題

横架材は，断面積が大きく乾燥に手聞がかかり，

県内では生産量が限られているのが現状である。今

回用いた試験体も含水率が高いものが見られた。ま

た，前述した横架材の含水率が曲げ性能に与える影

響が予想以上に大きい可能性があり得る。こうした

状況を考慮し，本報告では強度性能値の標準試験条

件への調整には厳しい方法を採用した。

現在，スギ横架材の生産拡大を図るため，効率的

な生産技術に関する研究やクリープ性能に関するデ

ータ整備を進めている。こうした生産技術の進歩や

供給の状況を見ながら，実状にあったデータの集積

に取り組んで、いく予定である。

今後，スギ横架材の生産技術の進展や機械等級区

分材が普及することにより，品質の確かな製品の供

給が拡大し，スギが横架材として当たり前のように

使われる時期が早く訪れることを切望する。
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