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|論文|

熱板処理によQスギ心持ち柱材の割れ抑制*

藤本登留**・川原聡***

抄録

スギ等の心持ち柱材は，横断面内の収縮具方性が原因となり乾燥段階で大きな表面割れ

を起こす.その防止法のーっとして，外層部の接線方向収縮を抑えることによる割れ防止

法が考えられる.本研究では乾燥前処理としての熱板処理をとりあげ，適正処理法開発の

ための基礎資料を得ることを目的に，各種熱板処理条件における処理面表層のドライング

セットを測定した.

熱板の圧締圧力0.5MPa，熱圧時間30minの一定条件下にして，熱圧温度を90，120， 

150， 180， 210"Cで比較したところ，高温ほどセットは大きい値を示した.表層の0~5m

m層における処理直後のセットは， 180"C， 210"Cで3%以上あった.また， 1ヶ月室内放

置後のセットでは表層の0~5mm層は5~10mm層の約2倍であった.熱板処理後の含水率

が表層のみで低下しており， 5~10mm層の位置では繊維飽和点まで乾いていないことか

ら熱板処理によるセットが形成されないものと考えられた.なお，表層の応力は処理直後

でいずれの温度においても圧縮応力を示すが，その後の乾燥段階では引張り応力を示した.

その結果，ほとんどの試験材で乾燥中において割れが発生したが，高温域での熱板処理

材で、割れが少ない傾向であった.また，処理時間が長いと処理段階で割れが発生した.今

後はさらに内層部までセットが形成される適正な処理条件を検討するとともに，その後の

乾燥割れ抑制効果を客観的に調べる必要があろう.

キーワード: スギ，心持ち柱材， ドライングセット，熱板処理，応力
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はじめに

心持ち柱材は乾燥段階で大きな表面割れを起こすことが多い.これは，乾燥初期におけ

る表面乾燥に伴う割れのみではなく，横断面内の収縮異方性が原因となる乾燥後期あるい

は乾燥後の割れ発生や割れの拡大が大きな特徴となっている.そのため発生する乾燥割れ

も一般に顕著で，それによって商品価値を落としてしまうことが多々ある.その防止法の

ーっとして高温低湿乾燥法(吉田ら， 2000)が開発され，カラマツやスギの心持ち材の乾

燥割れ抑制法として広く普及しつつある.これは，蒸気式乾燥の常識とされてきた表層の

乾燥に伴う乾燥初期の割れ防止のための高湿条件を，あえて低湿にすることで表層の引張

り応力を大きく発生させて引張りのドライングセットを大きく形成する手法で，心持ち材

特有の収縮異方性を抑えてその後の乾燥割れを防止する方法である.そして，乾燥初期の

低湿条件で割れないようにするために高温条件で乾燥する.このことが乾燥の高速化にも

つながっている.

本研究では，さらに短時間で表層の引張りドライングセットを形成させる高速割れ止め

処理として熱板処理を取り上げ，心持ち材の表層ドライングセットや表面応力について各

種熱板処理条件下で比較検討した.

2. 実験方法
2.1 供託材

九州大学農学部附属福岡演習林産33年生スギをllcm角心持ち柱材(長さ50cm)に木取

り，供試材とした.ここで髄が横断面内の中心になるように注意して製材を行った.なお，

木口面からの水分蒸発を防ぐため，木口面にはシリコンコーキング剤を塗布して熱板処理

を行った.処理条件別に比較した試験柱材は軸方向に連続したものを使った.

2.2 熱板処理

後述の各種測定用試験片を採取した残りの長さ40cmの柱材について， 2面熱板処理2回

(4面の熱板処理)を行った.熱板処理は圧締圧力0.5MPa一定で熱圧温度90，120， 150， 

180， 21OoC，熱圧時聞は2面熱板処理 1回当たり 30min，ただし1800Cのみ10min，30min，

60minの3条件で実施した.各組み合わせでそれぞれセットの測定は3回ずつ，応力の測

定は 2回ずつ行った.

2.3 表層ドラインクセット(以下，セット)の測定

長さ50cmの柱材の片方の木口から 8cmの位置で厚さ 2cmの横断面材を採取して，その

表面から O~5mmの部位(以下，表層①)と 5~lOmmの部位(以下，表層②)からセッ

ト測定用の基準(自由)収縮試験片を採取した.その試験片に含水率傾斜が生じないよう

に緩やかに含水率を下げながら幅方向の収縮率変化を測定した.一方，残りの柱材を熱板

処理して，直後 (2，3時間冷却後)およびその後の乾燥過程 (20"C65%RHの室内に放置

して1週間後および1ヶ月後)で，生材状態の柱の幅寸法を基準とした表層①，②の解放

後の収縮率を測定した.そして，閉じ含水率における基準収縮率との差をセットとした
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(図 1).なお，収縮率測定のための寸法測定はデジタルノギス(精度ljl00mm)で行い，

解放後の表層①，②の測定は曲がりを矯正した状態で行った.
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Fig.l Specimen for measuring surface set of timber. 

図 1 表面セット測定用試験片

2.4 横断面内の吉水率および表面応力の測定

長さ50cm生材状態の柱材について，木口から 8cmの位置で厚さ 2cmの横断面材を採取

し，全乾法で横断面25等分割による含水率分布を測定した.残り 40cm柱材の切断木口面

にシリコンコーキング剤を塗布して上記の熱板処理を行った.そして熱圧直後，および乾

球温度80"C，湿球温度700Cの恒温恒湿槽で1週間放置して表面応力測定を実施した.応力

測定は，まず表面にひずみゲージを幅方向に貼り付け，その表層 5皿を切り取った時の解

放ひずみ (ε) をハイブリッドレコーダーで測定した.その後，切り取った小片の曲げヤ

ング率 (E) を求めて表層応力 (EX E) を算出した.

3. 結果および考察

3.1. 表層セット

図2に180
0

C・30minの熱板処理における自由収縮率曲線と，処理直後， 1週間後， 1ヶ

月後の表層①，②における解放収縮率を例示する.このように同じ含水率でも，熱板処理

やその後の乾燥により自由収縮率とは異なる収縮率を示す.繊維飽和点以下の含水率で乾
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燥する際に乾燥応力がはたらくことにより収縮量が変化するためで，この差がセット(プ

ラスが伸びセット)である.表層①は熱板処理で急激に乾燥するものの，その後に含水率

が上昇するものも見られた.一方表層②は今回の短時間の熱板処理では含水率が繊維飽和

点まで下がらず，柱材の乾燥とともに含水率の低下が見られる.

このようにして求められた熱板処理直後のセットについて，熱板処理温度別に比較した

結果を図 3に示す.熱圧温度が下がるほど，処理直後の表面含水率は高く，その分セット

の形成も小さい.表層①においては180.210tでの処理直後の表面含水率は20%以下で，

セットも 3%以上と大きい値を示した.これは高温処理ほど収縮を抑えた状態で，しかも

高温下で含水率を低下させているためである(藤本.2001).一方，表層②においてはセッ

トが非常に小さい.これは，処理により含水率が繊維飽和点以下まで、下がっていないため

であると考えられる.ここで，表層から内層20m.mにわたる細かな含水率分布を調べた一

例を図4に示す. 180t30min処理直後の柱材を順次プレーナ加工した切り屑の含水率を

全乾法で調べたものである.表層から2~3mm程度しか繊維飽和点以下まで乾燥していな

いことがわかる.熱板では急激な温度上昇は可能で、あるが，水分の放散面を塞いで、いるた

め，ごく表層でしか低含水率まで乾燥しないものと考えられる.さらに内層までドライン

グセットを形成するためには，内層まで短時間で含水率を低下させる手法の開発が必要で

あると思われる.なお，表層②でも高温ほど高い伸びのセットを示すのは，乾燥はしてい

ないものの高温の熱板処理により幅方向に押し広げられた結果によると思われる.

処理1週間後のセットの傾向は処理1ヶ月後のセットと類似していたため，図 5には処

理1ヶ月後のみの表層①，②のセットを示す.表層①では. 180. 2100Cにおいて低温処理

よりも高い値となっているが，図 2に示す処理直後の値よりも低くなっている.これは，

表層①の含水率が処理直後よりも上昇し，圧縮応力下で縮みのセットが重ね合わされた結

果であると考えられる.一方，低温処理では逆に伸びセットが増加している.処理ではそ

れほど低下しなかった含水率が，処理後の乾燥過程に引張り応力下で低下する事で，伸び

のセットが次第に形成されてきたものと考えられる.しかし. 20tでの乾燥であることか

ら高温熱板処理中に含水率が下がるような大きなセットは見られなかった.表層②におい

ては含水率が表層①と同程度まで乾燥しており，伸びセットが増加してはいるものの，い

ずれの熱板処理温度も表層①の約半分のセットとなっている.このように表層①でセット

が大きい高温処理条件で表層②もセットが大きいのは，収縮が少ない表層①の影響を受け

表層②が乾燥収縮する際に引張り応力が強くはたらくためであると考えられる.

180tの熱圧温度において処理時聞を変えた際のセットを図6に示す.処理時聞が短い

とセットが十分形成されないことがわかる.これは，表層 0-5凹における繊維飽和点以

下の含水率低下が進んでいないためであると考えられる.一方，処理時間60minで、あって

も30minと大きな差は見られない.すなわち，ある処理時間以上熱板処理を行ってもセッ

トが増加しないことが推察される.なお，処理時聞が長いと処理終了時にへアークラック

の発生が見られた.
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図 3 熱板処理直後における表層セット
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図4 熱板処理 (180"C， 30min)材の表層含水率分布
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図5 熱板処理1ヶ月後における表層セット
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図6 熱板処理時聞が表層セットに及ぼす影響

3.2. 表層応力

熱風乾燥では，表層が乾燥して含水率傾斜のできる乾燥初期の現象を反映して，乾燥初

期の表層応力はほぼ全て引張応力である(藤本， 1994). 今回の結果では，熱板処理直後

はほとんど圧縮応力で、あった.表層のみから乾燥したにもかかわらず，表層内でも表面に

近い位置ではほとんど収縮することなく乾燥しているのに対し，その内層では伸びのセッ

ト形成が少なく乾燥によって収縮しようとする応力がはたらき，相対的に表面で圧縮応力

が生じるものと考えられる.熱板処理1週間後の結果では，引張応力に移行する傾向を示

す.これは表層の極端に大きなセットも次第に小さくなり，水分傾斜が著しいことと対応

して表層で収縮に伴う応力がはたらいているものと考えられた.ここで熱板処理柱材の含

水率と応力の関係(図 7)を見ると，水分傾斜が大きい乾燥過程で引張応力は増大し，さら

に乾燥が進んで，水分傾斜が小さくなる低含水率域では引張応力が低下している.これは，

セットの形成(表層の引張りセットと内層の圧縮セット)に伴う応力の転換と同様の挙動
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であると考えられ，セットによる乾燥後の割れ抑制効果が示唆された.心持ち柱材でもこ

のような無背割り材は乾燥後期も応力の逆転は見られず，乾燥後期あるいは乾燥後も割れ

の危険性が高いことが知られている(藤本， 1994). これは従来の乾燥法におけるセット

形成の大きさが，心持ち材の横断面内収縮異方性をカバーするほどの大きさではなかった

ためである.しかし，今回の熱板処理法では乾燥後期に表層応力が引張りから圧縮応力に

転換しようとする傾向が見られることから，心持ち材の割れ抑制に効果的なセットが形成

されているものと推察された.しかし，実際には全く割れが無くなることはなく，さらな

る熱板処理法の改良が必要である.

なお，処理温度条件による応力の違いは今回見られなかった.応力測定は割れが無い面

で行ったが，他面で割れが生じているものもあり，これらの割れの状態が応力値に影響し

ているものと考えられ，割れを考慮した検討が今後必要であろう.
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図7 熱板処理材の乾燥過程における表面応力

4. おわりに

スギ心持ち柱材の割れ抑制乾燥法として，表層に大きな伸びのドライングセットを形成

させる高温熱風乾燥法が普及しつつあるが，今回はさらに短時間処理を追求した熱板処理

について検討した.その結果， 30minの熱板処理では1800Cあるいは2100Cの高温域での処

理で大きなセットが形成されていたものの，少し内層側の表層②では熱板処理では繊維飽

和点まで含水率が下がらず，セットの形成ができないことが示された.今後は十分な表面

割れ防止効果を示すように，さらに内層までセットを形成させることができる熱板処理法

の開発が必要であろう.
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熱板処理によるスギ心持ち柱材の割れ抑制

Summary 

9 

Hot press treatment to prevent the surface checks during drying was applied to 

sugi (Cryptomeria jlα:ponicαD. Don) boxed heart timbers. In this study， drying set on 

the surface layer， which might influence surface check， was measured under hot 

press temperature of 900C to 21O"C. 

Large values (over 3 % ) of set were indicated under the condition of a 

comparatively high ぬmperatureof 1800C and 210"C at the surface layer ① of 0-5mm. 

At the surface layer ② ofら10mm，the set was hardly formed， as the moisture 

content did not fall on the fiber saturation point by the hot press treatment. 

To take more effect of the check prevention， it would be necessary to develop the 

hot pressing method for drying more inner layer and forming of the set. 

Key words: sugi， boxed heart timber， drying set， hot pressing， stress 
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