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Ⅰ  緒　　　　　　　　　言

　近年、合板製造用として供される北海道産原木は、従来のいわゆる優良大径木から、漸次

形質の低下をきたしつつあり、直径 30 cm 以下の小径木もある程度利用の対象とすること

を余儀なくされる状況であって、将来は更にこれら小径木の占める割合が増加することを覚

悟しなければならない。合板用原木の直径の大小は、その製造方式からして、単板の生産能

率、収率及び品質に対して相当大きい影響を及ぼすものと考えられる。即ち生産能率では主

としてロータリーレースに於ける単位時間当りの単板切削能力の低下、収率では原木材積に

対する剥芯材積比率の増加による単板歩止りの低下、又品質の面では単位面積当りに現われ

る欠点の絶対数の増加が予想される。

　この試験は、径級を異にする原木から単板を生産する場合に於て、生産能率、収率品質に

どの程度の差異をもたらすかについて、大略的な傾向を把握する目的をもって行った。尚こ

の試験を行なうに当り、枝松木材部長、瀬戸合板試験工場長の御指導を受け、坪井金作氏は

じめ単板工場各位の御協力を得た。厚くお礼申し上げる。

Ⅱ　試　　験　　方　　法

  １．試験材の調製

　この試験では厚さ 4 mm、等厚、3 ply、91 cm × 182 cm size 合板用の単位を試作す

ることとして、シナ、ヤチダモ、マカバ、センの計 4 樹種、139 本、48.977 m3 の原木よ

り長さ 197 cm の玉切材を採り、その径級を末口 30 cm 未満、30 cm 以上、40 cm 以上

の 3 階級に分け、Table 1 に示す通りの試験材を得た。

Table 1．Numbers，diameter and volume of study logs．

　次に述べる各試験はすべてこの試験材により行つたものである。試験材の採取に当っては

各原木について節、曲り、木口割、偏平の度合等を考慮して、できるだけ欠点を避けるよう



につとめた。

　原木は予め　Table 2に示

す通りの前処理を行った。

　２．ロータリーレースによ

　る単板の切削能率

Table 2．Cooking conditions of logs

　各試験材について予めスピンドルセンターの位置を決定してロータリーレースにとりつけ

切削作業に要する時間を作業手順に従って次の 4 工程に区分し､試験材毎にストップウォッ

チで連続的に測定した。

　ⅰ  空転時間　（ロータリーレースの始動から切削開始まで）

　ⅱ  上剥時間　（切削開始から上剥終了まで）

　ⅲ  上剥単板運搬時間　（上剥終了から本剥開始まで）

　ⅳ  本剥時間　（本剥開始から本剥終了まで）

　上剥時間は単板が連続して剥き出され、コンベヤで巻取りが可能になる時をもって終了と

した。

  　使用機械：ウロコ製作所 8 ft ロータリーレース、スピンドルは 140 mm、110 mm を

　  　　　　　併用、ベンデイソグ防止装置１）使用

　　単板厚さ：すべて 1.4 mm

　　スピンドル回転数：上剥 22、本剥 33 r.ｐ.m.

　３．単板の歩止り

　玉切材から合板製品を得るまでの原料木材の量的変化は、各工程を経て次に示す通り区分

することができる。

　この試験では、2 の試験で切削した単板を裁断、乾燥して、上の区分によりそれぞれの材

積を実測及計算により求めた。

　単板の裁断寸法 ： 長さはロータリーレースで罫引間隔を 191 cm とし 、上剥では 95.5

　　　　　　　　　  cm の二つどりとした 。 幅は 103 cm 及び 87～9 cm の間を 3 cm

　　　　　　　　　  のぼりとした計 28 段階。

　裁　断　基　準 ： シナでは台板用の単板を目的とし、表裏板の区別をつけない。タモ、

　　　　　　　　　  カバ 、センでは表単板を目的とし 、巾 30 cm 以上の表板を優先的に

　　　　　　　　　  とった。

　廃　　材　  量 ： 試験材々積と剥芯、単板耳、生単板の和との差をもって廃材量と称す

　　　　　　　　　  ることにした。



　　乾燥による収縮量：各試験材より 5枚宛の単板をランダムにとり、ドライヤ通過後に各

　  　　　　　　　 　収縮率を出し､これより径級毎の平均値を算出して全体の収縮率とし

　　　　　　　　　 　収縮による減量を求めた。

　　合板耳及単板の延寸：生単板の 6 ％ とした。

　　仕　組　単　板：合板製品となったときの正味の単板お量をもって仕組単板と称するこ

　　　　　　　　　　とにした。

　　品 等 格 付 基 準：乾燥単板について日本農林規格に基いて品等格付を行った。但し木

　　口面より侵入したフケは欠点の対象から除外した。

　４．単板に現われた欠点の調査

　各試験材に於ける木口面で、スピンドルセンターの当る点を中心とした次に示す半径の同

心円周上の単板に現われた欠点の種類と個数を調査した。

　　測定位置：半径 5.5，7.5，10.0，12.5，15.0，17.5，20.0，22.5，25.O cm の各位置

Ⅲ　試　　験　　結　　果

  １．ロータリーレースによる単板の切削能率

　Table 3 は樹種別、径級別の単板切削所要時間と単位材積当りの所要時間及その指数を

示したものである。表中原木掛替時間は実測していないので試験材 1 本当り 60 secとして

計算した。

Table 3．Veneer production time required for study logs．（Actual measurement value）

Note ： Log length for cutting：1.97　m
　　　 Veneer thickness：1.4　mm
　　　 The r.p.m. of the spindle is 33 for cutting，but 22 for the surface cutting．
　　　 Time taken to exchange one log is 60 seconds．

　この結果によると　30 cm 未満（以下小径木という）は 40 cm 以上（以下大径木という）

の 1.7 ～ 2.0 倍程度の時間を要し、30 cm 以上（以下中経木という）で1.2 ～ 1.4 倍程



Table．4．Veneer production time required for study logs．（Converted value）

度の時間を要している。しかしながら

空転及上剥単板運搬時間は、その時の

作業の状態により相当の幅をもつもの

であるので、比較する場合には試験材

毎に一定とすべきである。又上剥及本

剥時のスピンドル回転数は通常 3 0及

60 r．P．m．程度である。そこで試験

結果をこの数値に換算し、空転時間を

15 sec 、運搬時間を 30 sec．として

比較すると Table 4 の通りである 。

またこの作業時間の内訳を時間比率で

示すと Fig 1 の通りとなる。

　正味切削時間はスピンドル回転数に

反比例して減小し､他の作業時間(空転

運搬､原木掛替の時間)は変らないので

原木掛替回数の多い小径木は益々比較

指数が大きくなって 2.04 ～ 2.29 倍

中径木でも 1.36 ～ 1.49 倍となった

また正味切削時間は  Fig 1 に示す通

り、小径木では 44.3 ～ 47.2 ％、中

径木では 49.7 ～ 56.0 ％、大径木で

は 59.3 ～ 62.7 ％ となった。
 Fig．1．Percntage of time required for each
 　　　　work to total time．



　２．単板歩止り

　Table 5 に単板、剥芯、単板耳、廃材の実績及これらの玉切材に対する材積比率を示し

た。 Fig 2 には単板歩止りを示した。

Table 5． Volume of veneer，Veneered core and waste and ratio of log

　単板の収率はシナの中径木

が大径木より高くなっている

のを除いて　40 cm 以上 ＞

30 cm 以上 ＞ 30 cm 未満の

傾向がはっきりと認められる

合板耳、乾燥減、単板耳の比

率は殆ど一定であり、剥芯は

単位材積当りの原木本数の多

い小径木程必然的に比率が高

くなっているが、タモを除い

てはその差がそのまま単板収

Table 6．Diameter of veneered core



率の差とはなっていない。こ

れは径級別毎に試験材の品質

に差があるためであろう。横

心部材質の脆心化或は、偏心

の度合、心割れ等が比較的多

い大径木は、小径木に比較し

て剥芯の平均直径が大きいか

ら､（Table 6．）実際の剥芯

比率は計算値より大分下回ることになる。センの大径木と中径木に差がないのは、大径木に

心割れの著しい材が多かったためである。

　３．単板に現われた欠点

　Table 7．は径級別に欠点の出現本数及個数を示したものである。欠点の調査はロータリ

ーレースにより剥出され、クリッピングを行う前の単仮について行った。節は直径 1 cm 以

上のものを節、1 cm 未満のものを小節とし、その他の欠点は大きさの別なく単に個数のみ

を調べた。心割れは樹心が現れて割れているものもって称することにした。

　欠点の主なものは、節、小節、入皮であり、殆ど全樹種、全径級にわったている。虫穴は

出現本数は比較的少いが群生しているのが目立つ。木口割れはシナに少く、硬材であるカバ

タモ、材質のもろいセンに多い。心割は偏心の度合の高い大径木に多く、髄心近くを切削す

ると殆ど割れを生じている｡人為的な欠点であるカン穴､トビ穴は、大径木では外周部、中径

木では中間部まででとどまっているが、小径木では殆ど剥芯の近くまで達していることが多

い。単板歩止りに大きく影響する欠点としては、節、木口割れ、めまわり等で、めまわりは

その後の切削が困難となるので作業能率も大いに低下させる。

Ⅳ　考　　　　　　　　察

  １．ロータリーレースによる単板切削能率は、径級によって著しい差があり、大径木（40

cm 以上）に比し小径木（30 cm 未満）では 2～2.3 倍、中径木（30 cm以上）で 1.4 倍

程度の時間を要する。このことは合板用材として小径木を利用する上に於て最も大きな障害

となるものと思われる。

　２．単板歩止りは、この試験では小径木は大径木に比較してシナ 4.1％ 、タモ 10.6 ％､

カバ 4.4 ％ 低下している。シナ、カバに於て剥芯比率で明瞭に現われている径級の差がそ

のまま単板歩止りに現われてこないのは、供試材が径級毎に材質が一様でなく、大径木にな

るにつれて形質が低下していたためと思われる。

　３．単板に現われる欠点は、全般的には節、入皮が多く、小径木ではカン穴、トビ穴、大

径木では樹心の偏心による心割れと木口割れが多い。

Fig．2． Relation of log diameter to yield of veneer．
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