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2.2　乾燥技術

　乾燥に伴う木材の特徴の一つに，収縮による外形

の変化（狂い・割れ）が挙げられます。原木の径が比

較的小さなものを主体に利用されるカラマツにおい

て，常に問題視される欠点です。そのほか，ヤニが多

いことなどから扱いづらいと見られがちなカラマツ

ですが，最近では日常の身近な木製品として目にす

る機会も徐々に増えています。林齢が上がり比較的

良質な中大径材が増えてきたことや乾燥技術および

装置の普及が主な理由として考えられます。すなわ

ち，材質的な要因とそれに応じる適切な乾燥方法が

明らかになってきたことで，欠点の抑制が可能に

なったことによるものです。

◆カラマツの乾燥特性と解決方法
①ねじれ

　高温乾燥と圧締(おもりを載せるなど)，心去り木取

り(樹心からなるべく離した木取り)が有効です。

②割れ

　高温乾燥が有効(特に心持ち材)です。

　大径材は｢心割れ｣を有する場合があり，樹心付近の

材ほど割れが多くなります。心去り材は，従来どおり

の中温乾燥も可能です。

③曲がり，そり

　圧締することが有効です。

　曲がりやそりの程度は，アテ(幹の傾斜を修正する

ためにできる異常材部)などの材質に大きく左右され

ます。

④ヤニのしみ出し

　乾燥前の蒸煮処理(85～100℃)が有効です。

　高温乾燥を行うときには，ヤニのしみ出し防止処

理を同時に行うことができます。

⑤養生

　カラマツに限らず大断面材は水分が抜けにくいた

め，製品となった後にも乾燥が進んで，狂いや収縮

の起こることがあるので，乾燥後の養生が必要です。

◆ヤニについて
　カラマツなど多くの針葉樹材は，樹脂道が発達し

ているので，天然乾燥中にあまりヤニが出てこない

場合でも，かんながけして暖かい場所に置いておく

と，切断された樹脂道からヤニがしみ出てくる場合

があります(写真1)。

　ヤニは，液体の精油

成分（テルペン）に固

体のロジン(樹脂酸)

が溶けたものです。ヤ

ニの成分は，低い温度

では固まっています

が，高温になるにした

がって低粘度になり，

材面にしみ出てきま

す。精油成分を以下に

述べるとおり除去す

ることでヤニのしみ

出しを防止できます。

◆ヤニのしみ出し防止
　ヤニがしみ出してこないようにする方法には，

①炭酸ソーダ等のアルカリ溶液に浸し，加圧煮沸す

　ることにより，ロジンを抽出除去する薬剤抽出法

②圧力容器に材を入れて加圧蒸煮，減圧の操作を繰

　り返す加減圧法

③蒸気式乾燥装置を使い，蒸煮や高温乾燥を行うこ

　とによって，脱脂と乾燥を同時に行う脱脂乾燥法

などがあります。

　この中で最も一般的に使われているのが，③の脱

脂乾燥法です。ここでは，精油成分を取り除くことを

主眼としています。精油の沸点はおおよそ150～230℃

ですが，水が共存すると100℃以下に下がるので，効

率良く精油成分を蒸発除去することができ，材には

固形のロジンのみが残ります。

　脱脂乾燥を行う材は，高含水率ほど有効ですから，

できるだけ天然乾燥を避け，製材直後に行うように

します。ただし，北洋カラマツのようにヤニのしみ出

しは少ないが材面にしみとなって現れる材や，ベニ

マツのように蒸煮によって変色するような材に対し

ては，天然乾燥を適当な期間行ってから処理します。

　蒸煮をするときは，ダンパーを閉め，生蒸気で乾燥

室内を満たします。蒸煮を開始すると冷えた材に蒸

気が触れて凝着するとともに，生蒸気中に含まれて

いる飽和水が材面に付着します。温度が上がった後

も飽和水の付着は続き，材表面は熱水で覆われてい

写真 1　ヤニのしみ出し
(生材)

乾燥技術の向上によって，狂いやヤニなどカラマツの欠点を抑えることが

できるようになり，安定した材料として利用の幅が広がりました。
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ます。この熱水によって材面にしみ出してきた粘度

の低いヤニが流出すると同時に，熱水が蒸発すると

きにヤニの中の精油成分も一緒に蒸発します。この

とき，初期含水率に関係なく，材の含水率は3～6％

程度上昇しますので，高温域で割れやすい樹種につ

いても割れの心配がありません。

　蒸煮温度は，一般的に100℃に近いほど効果が高い

のですが，北洋カラマツのようにヤニがしみ込んで

いる材では，60～80℃の低温で行った方がよい場合

もあります。

　蒸煮に要する時間は，目標の蒸煮温度に達してか

ら①板厚50mm未満で2～4時間，②板厚50～105mmで

4～12時間程度を目安とします。蒸煮回数は，普通は

1回で十分ですが，北洋カラマツでは4回ほど繰り返

すことで，ヤニのしみが少なくなります。

　蒸煮後は，樹種ごとに推奨されている乾燥スケ

ジュールで乾燥します。表1に，カラマツ板材の脱脂

乾燥スケジュールの一例を示します。

◆圧締乾燥
　狂い(ねじれ，曲がり，縦ぞり，幅ぞり)を抑制する

ためには，桟積みの上におもりを載せる方法(載荷乾

燥)が一般的に用いられます(写真2)。

　おもりの重さは1～ 5tで，桟積み材の大きさ，材

厚に応じて載せます。過大なおもりを使うと桟木が

材にめり込むので，桟木の数を増やす必要があります。

　林産試験場では，特殊な治具と付属装置を使う方

法を圧締乾燥として検討してきました。これには，3

種類の方法があります。

①平面圧締乾燥

　この方法は，図 1のように桟積み材を圧締治具に

よって，そのままの形で平らに締め付けながら乾燥

する方法です。

　桟木にかかる単位面積当たりの荷重は，0.5～1.0MPa

（5～10kgf/㎝2）が適当です。

②旋回圧締乾燥

　カラマツのようにねじれる方向が決まっている材

表 1　カラマツ板材の脱脂乾燥
スケジュールの一例

注1：板厚36mm，板幅123mm

注2：初期含水率50％，目標仕上がり含水率10％

イコーライジング：製材間の含水率をそろえる。

コンディショニング：残留応力を除くとともに，

　　　　　　　　　　目標含水率に調整する。

イコーライジングとコンディショニングを併せて

調湿処理と呼ぶ。

写真 2　載荷乾燥時の桟積み

含水率

（％）

乾球温度

（℃）

乾湿球温度差

（℃）

初期蒸煮

（ヤニ抜き）
85 0

生～45 70 5

45～40 70 6

40～35 8

35～30 55 11

30～25 60 14

25～20 65 19

20～15 70 24

15～10 75 30

10～  75 30

イコーライジング 80 10

コンディショニング 80 5

図 1　圧締乾燥

溝形鋼

丸鋼

桟積材

コイル
スプリング

平面圧締 旋回圧締
正面図
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で平面圧締乾燥をすると，圧締している間は狂いを

抑えていますが，圧締治具を取り去ると，ある程度ま

で戻ってしまいます。この戻り量を少なくするため

に，図1のように平面圧締乾燥と同じ治具を使い，材

が乾燥によって狂おうとする方向と逆の方向にね

じったり，曲げたりしながら乾燥します。乾燥終了後

に狂いがなくなるように，加える力を調整しながら

行います。この方法の場合，逆方向に与える変位量

は，平面圧締乾燥による戻り量より10％程度多くし

ます。

③旋回圧締処理

　旋回圧締処理は，旋回圧締乾燥と同じ操作を行い

ますが，生材を圧締するのではなく，乾燥材を圧締し

て狂いを矯正します。乾燥後に狂いの大きく出た材

の狂い方向をそろえて桟積みし，その方向と逆方向

に旋回圧締をしながら，調湿処理を行います。

◆高温乾燥
　高温乾燥は，乾燥温度を100℃以上に高めた乾燥法

で，主に心持ち材を有効利用するために開発されま

した。これまで心持ち材は，100℃以下の温度域で乾

燥する中温および中高温乾燥では表面割れが大きく

生じるため，あまり利用されていませんでした。しか

し，高温乾燥技術の進歩とともに，心持ち材の表面割

れを防ぐ乾燥スケジュールが提示され，近年急速に

普及してきました。

　カラマツ材の高温乾燥には，次のようなメリット

があります。

①ヤニのしみ出し防止処理が同時にできる

②表面割れの発生を少なくできる

③乾燥時間が短い

　一方，次のようなデメリットが挙げられます。

①高温の処理時間によっては，強度が低下する

②材色が変化(褐色化)する

　これまで提案されてきた乾燥スケジュールにおい

ては，乾燥初期の上限温度は120℃くらいとして，表

面割れの発生を防止した後，乾燥途中からは乾燥温

度を次第に105℃くらいまで下げていく方法が一般的

です。内部割れの発生を防ぐには乾燥後半の温度を

さらに下げる必要がありますが，乾燥時間が長くな

ることから，内部割れの発生と乾燥時間のバランス

を考慮した乾燥条件が採用されています。表2に，カ

ラマツ心持ち正角材の乾燥スケジュール例を示します。

◆養生
はり

　断面が大きい柱や梁の場合，乾燥が終了した後も材

の中心部には水分が残ります。この水分が材内部で

拡散し，含水率が低下するときにねじれや曲がりが

起こります。したがって乾燥が終わった後の材は，1

か月以上風通しが良く雨が当たらない場所に桟積み

して，養生することが重要です（図2）。養生後に修正
び

挽きすることで，狂いのない乾燥材になります。

◆仕上がり含水率について
　木材は，用途や使用する場所に応じた適切な含水

率に乾燥させ，その含水率のまま保管しておく必要

があります。木材は，周囲の温度と湿度に応じた含水

乾球温度 温度差 時間 工程

（℃） （℃） （h）

95 0 14 初期蒸煮

120 30 7 乾燥

110 30 20 乾燥

90 30 94 乾燥

－ － 36 降温

171合計

表2　カラマツ心持ち正角材の乾燥スケジュール例

注1：乾燥前製材寸法＝厚115×幅115×長3,650mm

注2：初期含水率：約50％

注3：目標仕上がり含水率：17％

図 2　養生中の含水率低下とねじれの関係

梁せい300mmの場合。

ねじれ角度1°は，ねじれ矢高約5mmに相当する。

y=0.2197x
ね
じ
れ
角
度

(°/3.65m)

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0         2    　   4         6         8        10

含水率低下量(％)

圧締あり

圧締なし
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位置 部材と測定位置 1階 2階

 柱：天井から10cm下 11.6(エゾ) 11.6(トド)

     床から150cm上 11.8(〃) 11.7(〃)

     床から10cm上 10.9(〃) 11.1(〃)

 床下地 14.2(トド) 10.9(〃)

 大引き 21.0(エゾ)  －

 柱：天井から10cm下 16.7(エゾ) 13.3(トド)

     床から150cm上 16.7(〃) 12.4(〃)

     床から10cm上 16.3(〃) 12.2(〃)

 床下地 15.3(トド) 11.6(〃)

 土台 18.6(〃)  －

南

東

面

北

東

面

率(平衡含水率)になるので，もし，使用場所の温湿度

に対する平衡含水率と乾燥後の含水率に大きく差が

あるときは，木材の含水率が変化し，これに伴って寸

法変化や狂いを生じるからです。

　表3に，長期間使用した住宅の部位別平衡含水率を

示します。この住宅ではエゾマツ，トドマツが使われ

ていますが，カラマツでも同様に扱うことができます。

　北海道においては，土台・床下回り用材は含水率14

～20％程度，これ以外については，理想的には12％

まで乾燥した材を使うのが良いと思われます。

　次に，表4に使用場所による木製品の含水率と乾燥

室での仕上がり含水率について示します。表には参

考として，調湿処理の最終工程であるコンディショ

ニング時の目標含水率も示してあります。

　表に示されているとおり，製品が使用される条件

使用場所および

用途

使用中の木製

品含水率

乾燥終了時の

試験材平均含

水率の目安

コンディショニ

ング終了時の含

水率の範囲

完全冷暖房された

室内家具
7～9 6 6～8

昼間のみ冷暖房

された室内家具
8～12 7 7～10

一般の家具 9～14 8 8～12

倉庫等の内張り板 11～15 10 8～14

雨のかからない

屋外材料
13～17 12 9～17

室外運動具 11～15 11 10～15

表3　長期間使用した住宅の部位別平衡含水率(％)
(旭川市，建築後 35年)

表 4　使用場所による木製品の含水率と
乾燥室での仕上がり含水率(％)

注：表中のエゾはエゾマツ，トドはトドマツである。

を十分考慮し，それに応じた乾燥をすることが必要

です。その製品としての精度にもよりますが，人工乾

燥末期の調湿処理によって，所定の含水率まで十分

に平衡にしておくことが必要と思われます。

　北海道においては，造作用材は含水率15％以下，理

想的には仕上がり後に含水率8～12％まで乾燥して

使うのがよいと思われます。

◆含水率計
　含水率は，水分を含まない木材の重量に対する，木

材に含まれる水分の重量の比で表わされます。

　したがって，正確に含水率を求めるには，重量を測

定した後，105℃の乾燥器で十分乾燥して水分を取り

除いてから重量を測定するという手順が必要です。

この方法を全乾法と呼んでいます。人工乾燥中にサ

ンプル材の重量を測って，含水率を推定するのは，こ

の方法の応用です。

　これに対し，木材中の水分量が変わると木材の電

気抵抗や電気容量が変わることを利用して，含水率

を測る機械が含水率計です。含水率計は簡便な方法

ではありますが，材の密度，温度，水分傾斜などの影

響を受けるため，おおよその含水率と考えた方がよ

いと思われます(写真3)。

(製材乾燥科)

写真 3　含水率計の例(左)と測定方法(右)
(高周波木材水分計)

(乾燥前の重量－全乾重量)
含水率(％)＝

全乾重量
×100




