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EBB ∴録

ターペンタインの活性炭窯並に硫葺添加蕎潜に就いて.井上膏之 '三谷四郎 (木材研究 6号 :

1.-6▲貢 昭26)

木材放蕩剤に鞠する研究 第3報 蛤損原油の社章虚魂と親藩作用について,第3報追補 ピ

ネンの酸化物と其の殺首作用 井上書之 ･西本孝一 ･越中清行 (木材研究 6号 :7-†
19貢 昭26)

木材接着に潟する研究 貸 1報 ウィスコ.･･ス横着剤に就ての2-.3の晋韓 舘 勇 ･木村

良次 ･山本昭夫 (木材研究 6号 :20-33貢 昭26

針葉横板蛋管第二次肢のミセル排列 (其の2)原田 浩 ･糞島恒夫 ･梶田 茂 く木材研究 6

号 :34一一42貢 昭26)

木材の熱伝導に鞠する研究 第3報 織経に直角な方向の勃伝導と含水率の鯛保 -簡久崇贋

(木材研究 6号 :43-50貢 昭26)

木材乾燥!=関する研究 第 1報 満久巣鷹 (木材研究 6号 :51-70京 昭26)

自動目立塊による苛題及歯型の形成について 杉墳彦- (木材研究 7号 ‥1-17頁 昭26)

褐色痔木パルプの研究 (其の 1)枠木パルプに関する研究 '第 9報 木村良次 (木材師究 7

号 :18-25貢 昭26)

褐色枠木,{ルプの研究 (其の2)砕木′{ルプに胸する研究 第10轟 木村良次 (木材研究 7

号 :26-32貢 昭26)＼

木材防音剤に関する研究 第5我 蛤韻原油及びその壇乗化合物の親藩カについて 井上書之

･西本孝一 ･越中清行 (木材研究 7号 :33-4年貢 一昭26)

木材抜海剤に関する研究 第6報 防蜜剤放蕩効果笥験の改良方法について 井上書之 ･西本

孝一 p(木材研究 7号 :45-53貢 昭26) t

低温タレtr-ル樹脂接着剤による硬化硬骨材の湧汝的物理的性質に閲Tる研究 後藤嘩弔･梶

甲 茂 (木材研究 7号 ‥54-69亘 昭26)

戦後における赫甜 党の進歩

JC･A･RISHELL:Postwardevelopmentsinfbrestproductsresearch,Mech･Eng･●
72･10:805,1950

木材は簡単に多くの目的に用いられるから,.従来は合理的刊岡のために高寛の技術的

,改良をする必要がIiかったO併し過去に於けるこの様な木材工業の強味は現在のように

種々の工業が発達してくると嵐点とIiつて来た･故に木材工業のために多くの応用研究

が行われている･ ところで基礎研究は実際q)本朝コ二華に放ては認識され加 ､がその研究

のためには多くの費用と長年月とを要する･ もし何等かの点で木材工業が基礎研究の財

準を用いるならばそれは素晴しい価値をもつことであらう.そして基礎研究は公共の研
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究機関や大学の研究室で行われ串はならず;研究所に於てもその研究からは虐掛 こ利準

のIiいようIi基礎研究に坪校的多くの研究費を-5える土とが望まい ､｡1

･電気的方法は現在のところ,木材工業には蟻る狭い範岡にしか用いられていILいが､

商周涯接着の他に乾燥加工処理等の利用にまだまだ研究の余地がある･筆意は木材の最

大欠点であ･る収縮,膨脹の蛎止は電気的方法に.よって解決されるので先いかと考える･･

我々の問題は木粛そのものの良否セILくて,それを良く利用するか否かである.木材

工業に於て破線 喝破を防止す云ちとより重要な仕事は血 ､セあらう･-

今後は次のような事項について研究すべきであらう.

1) wastewood の研究∴

2) 収縮,膨脹の防止のための基礎的.応用的研究.

3) リグニシの研死∴

4).素材での欠点材部除去の研究･･

5) 乾燥,press装置改良の研究.

6) 木材加工装置改良の研究 (原田 浩)

木材細胞族の性質

BRQWN,PANSHIN,良 FORSAITH･､The.natu穐 Ofthewallofaxylarycell･

Textb-kofWoodTeclmology･Vol･1‥85-95,1949

細胞膜は薄い舞一次膜と厚い第二次膜とからILり,各細胞間暦によって互に分けられ

る･細胞間暦は ligpinから光 り光学的に等方性であるが･琴一 ･二次膜は異方性を皇

する.第一次隈に関する研究が少兄いのはこの隈が極めて薄膜で｣方は中間膜と他方は

第二次膜と密に操しているか らである.

第二次膜の構浩は Celluloseが格子をなしその間を lighin,hemiCellulose及び其の他

の抽出物が鞄していると考えると便利であ云･､そして 申 1ムlose.は単位格子の長さ10.3

A,全長 4000-12000A の鎖状分子から光り.この鎖状分子が 100乃至それ以上集づ

て1つの fibriLlを構成すると考えられる. 1つめ fibrilの中で長い鎖状分子は或間隔

をもって互に長さの方向に平行先結晶領域 (crystallite)とこの平行帯の間に非結晶領域

(amorphous)がある･

この語を総状 ミセル語 (fringedmiCellartheory･)とい う･鎖状分子の平行部分は強い

水素結合か文は弱い VANDERWALL力持よって横方向に結合していると信じられて

いる.結晶部分の長さ400-600A.幅は50A,結晶間の幅は 10ノー100Aであ､る.Cellulose

の不連続光結晶領域が非結晶領域 と結びついているとい う事は確定した事実である.

BAILEY皮KERRは化学処理によって正常仮導管,繊維状仮導管及び木椋経の外層

及び内層の fibril排列を研零して外内層では r̀ibrilは細胞軸に垂直に排列しているか

又は緩い療斜であるが.中層では平行か又は急使斜である'_ 1

外層では fibri1 は孔敵 との境界部では同心円型の排列を表すが中暦では孔紋を囲む
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よう先排列や且関口は中層の fibrilの排列方向に平行である. (原田 浩)

健全材及び腐朽材雨侭導管族のセルローズ排列

J･SEN a K･BANERJEE:Ⅹ-r早yInvestigationonthechangeinorientation of

celluloseinsoundandinfectedtracheids.ofChir(Pinus.longifolia),声ciencel■11:

151,1950.

木材細胞膜,Dセルローズ排列た関するⅩ線的研究は興味ある分野を開いて鼠 ここ.

BAILEY皮 VESTALは木材細胞膜の隣朽孔がセルロ-オフイブ.)ルの長軸に拾って

進行しているが･ヒアキカイガチタケ(エ朗gilesslridla)によって院朽した Chir材の辺;
材部では閣朽孔 とヤ レローズの排列方向との間高ま関係が兄いと選べている･本研究で

は Chir材の健全財部とヒメキカイガラタケに与って開拓した材とLi-,Ⅹ線的に比較した･

その結果健全材では 101,10i画は分散し (Debye･Scherrering)の長孤を画き002回も

長荊であるが,隣朽材では孤は短い.即ちセル占-ズの仮導管長軸カ'､らの排列の乱れは

健全材の方が腐朽材よりも大であり,セルロ-7:'の排列は腐朽によって変えられると言｢†

える. (原田 浩)

針葉樹材における構造襲化の詑明

R/D.PRESTON :Aとommentaryonstr'ucturalvariationin.coniferwood.Science.

112:312,1950.

S.EN.筆 (上記)はⅩ線的研究によって閣朽菌による間朽仮導管隈のセルロ-ズフ ィブI
l)ル排列に変化を及ぼ千と報じたが,もし健全 ･院朽両材を正しく比較しようとする先

'らば筒じ試料を選ばねは光らぬ.即ち木材の微細構泡′ま樹幹の部分や年輪によっても異

る.聾者はベイマツ.(Pseudolsugataゆ Iia) の第11年輪の胞市部の蓉秋材を比較した

が明らか.に異るから,図uj差が院朽による差を示すと考えることは危険であや･即ちⅩ

練によって得られた図の価値については複雑である･ (坪田 浩)

An giospe.r.m の年輪内に於け各紙細長の聾化

Ⅰ･J･BISSET良H.E･DADSWFLL:Changesinfibre･length withinor,egrowth-rihg

ofcertainAhgiosperms,Nature165:348･1950
ち

-1Jっの樹木に於ける仮導管及び戯椎の畠さの変化の偵向は "Sanioの法則"t'してよく

知られている･併し1年輪内の繊維長の愛化に関し七は衆だ明かで先かつ真ので,針葉

樹潤葉樹についでその変化を調べた. ･

滴菓樹について言 うキ･明瞭TL年輪を示す樹種では秋材の繊維長は春材よV)も約60%

長かった･.ところが一定の.年輪をもた恥 ､ものにおいては数年輪古手亘って著しい変化が

Iiかった."叉環孔材の導管についても春材毎それは秋材のそれよりも径は大で長さは短

い.且不明瞭先生長蹄を示す熱樽地方の封建/.=数年間轄推長,jj変化が殆んどたかった.

これによって見ると繊維長の変化は:'生長値件 上底産 に関係があると･考えられる.又多く

の澗某喝につtv.､ての芙際によって,1" 秋材J)llji導官長は春材よ･り若干長い ･(約ilo/o)結
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異を得た.

即ち1年輪内の変化が明瞭先針葉樹,澗英樹に放ては共に春材から秋材-の紡維長の

変化は同様な傾向を示す. (原田 一浩)

マツ材の曲げの捜城的性質 (2)高周波電場に放ける木材の横紙的紳

` FIKOLLMANFf;Uber･dasmechani主CheVerhaltenYonKifeinholzbeiBiegung

und Temperaturenzwischen200undlOOol2)･Mtteuung tラberTPeChanischePrd-

fungenanHolz-imhochfrequentenWeChselfeld,"Tr盈varuindustrien''7119511(全27

貢)

本研究はF.KOLLMANNがスェーデソの木材研究所に滞在中 1950年の2月から3

月に亘って行ったもので,水分飽和のマツの辺心材を 20-100oC で高周波加熱して,

加熱時聞及び温度に依る材の変形性特に辺心材の弾性及び勢睡変形並びに軟化速度わ相

異等を曲げ野性係数の測定から検討し,高周波加熱並びに軟化剤 '/グ1)セ 1)ンhの浸透

飽和に依る変形加工技術の可能性に就て論 じている.､実験装置は 4ton Amsler試験

機,高周波 (出力 2KW･周投数 18MC/S),電極 (Aluminium-foil試首加熱用･t桓 mc>

Couple(試片内温匿如定用).dial-gauge(17ioorrm 摸み融定用),1)-ドより成り,回路

を Hshield"及び 〃earth,.,して実験を可能光らしめている.

∫

高含水率 (120%以上)の材を高周準加熱すると試片は一様且急速に加熱され 同時

に含水率は繊維飽和点附近迄 (100oC加熱の場合は約60分にて到達)略直線的に下降す

る事を予備夷験で認め,常温-100oC間の加熱冷却の弾性擁数の測定に於いて,hysteresisI

の存在する事荷重-軽み曲線は約 700附近迄は ､HOOIK の法則に従う事及び 40-6OoC
間で弾性係数の急変する点即 ｡ritical.tgmperaturCと考え得る点が存在する.そして材

の弾性,■塑性変形は比の点が認 められた後の温変及び時間に依存するものと考え 40T

lOOoC間の弾性係数の時間的変化を測定して,水分飽和の心材は辺材よりも加熱初期に

於て,弾性係数は急激に低下し軟化速度は極めて大であるが比の相異は主 として心辺材

の副成分による.又軟化剤 〝g'11)セリン〃を辺材に渡透せしむる*.は心材と同様に軟化

速乾は埠加し且比の効果は永続する･即 〝グリセ.)ンU準透の適材は加熱に依 れb材と

同じ化学的変化をなすと云 う事を苛め,永分飽和の場合には高周波加熱は蒸煮よりも変

形性が埠加し,且塑性変形は単に鰯 乳 加圧に依る Iignin の流軌 加水分解に依るも

のと断じられILい等について論じている. (宿山万次郎)3

木材ゐ振動的購 (1) 資田栄二 商用物理 19,4 昭25

q 電磁コイルを用いて木材を強制振動せしめると言 う新しい方法で木材の対数減衰率及･

びヤ/グ率を,針葉樹18種,広零封10種について測定した結果を発表したものである.

振動周波数は 】00-5000.C/Sの範囲で紡推考向とこれに直角先方向とに長さを有する板

をとって厚み疾動せしめている.

其の結果 として,ヤ/グ率は損動周便数に略無関係であるが対数減衰率は周澱数によ
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って変化しそれに3つ-の型がある.針葉樹は唯 1つカラマツを除き凡七同一型Aをなし,

広葉樹はB及びCliるAと異なる2つの型を有する. カラマツはカ-チ,ブナ,カノ㍉

タブ等 と~同じC型である.頼経に直角方向の場合はヤンノダ率は掛維方向の場合の約 ylO

であり.対数減衰率は約3倍とIiつている. (杉原彦-)

牽連のメカ土ズム 曾田範宗 科学 21,6 昭26

摩擦 と言 うことがレオナル守 ･ダ･ダィrチによって考えられたことから説き起し,

couLOMB ゐ摩擦法則を始めとして最近に至るまでの摩損につ い ての研究見解を種々

詮明している.

先づ Coulombの3つの摩擦法則について批判が加えられ,鼓触の機構の説明に放て

は冥廃の接触面積は見掛けの鼓触面積の数千分の 1乃至数万分の 1程皮であることを述

べている.∫

摩擦の起る原因に凹凸語と凝着詮との2つが対立論争して来たが現在は大体凝着詮に

落ちつきつ あゝるとして両者の論争を紹介説明している.

更に表面層 と摩擦 との関係については3つの表面層,即ち a)気体及び液体の吸着暦

b)金属薄膜 C)争属酸イヒ隈があることを嘩べ之等と摩擦 とが如何光る関係にあるかをI
記して摩擦両の温度は ミクロ的には 500-1000oC には容易に達することを,_琴転位温

度についても言及してある.

次には圧力による摩擦境界層の降伏については境界層たる分子暦の数によって如何に

変るかを説明し最後にトレーサーの応用 とプラスチックの摩擦性質 と軸受-の応用を-

べつして論述を終っている.掛 ずられた文献は1951年までの54ケにおよんでいる. (移

原彦-)

カッタ-ヘッドの蓮揮

'K.W.DUFF:Selection ar)d appriCationofcutterheadforwood.Mechanical

Engineerlr.g,71ll,1949

木材を塑削りす.るために用 うる敷物とその取付軸とを如何に選び如何 に用 うべきかを■

説いたものでありその内容は次の如 くである.

ナイ●フゐ匁先角度を如何にとるべきか･切削速度と逸り速度とは如何Tiる関係にある

べきか･切匁跡ト璃口何にして如何先考軽質のものが生じるか･

jointir)gを行 う理由とその効果 .

工作品質の低下の原因

カッタ･1-ッドの芯合せ とその保持方法

カッター-ッドの型式とその設計について

匁の鳥質 と各々の特質について. (杉原章一)

捗 着 の 原 理
､

G･M･KLINEaF･W･REINHART:Thefundamentalofadhesior',PaperTrade

57



… 1- 日- 木 材 研 究 資 料 -1lLJJ!"J""m日日Lmm""MH日日"..……"..."…."..……l…..…‖……日日……‖…日日日日州1…日日",".".""

Jourr).alDもC.29.1949.:29-33

接着に於いて最 も富重な因子は adherend と adhes享ve間に作用する分子引力である

が,Iadherendと adhesiveの暮触緊密庭, adherendの表両校の状態,接着の際応力状

態が初期に形成されるか或は外部荷重下に於て形成されるかの何れかに:.:る応力状態の

影響等の物理的因子もある･文 adhesiveと乳質面 との間の結合力の1つとしてadhesive

の '/足Aの作用,即ち機械的因子もあるが,比の作用は僅少である.化学的結合の型は

比接着 (specificadhesion)に包含されるが,その因子は次の14つの型に分類し得る.

A.PrimaryValenceBond･,(1)ElectrostaticBondsbrpolarBoFlds,-(2)Co_Valent

B.onds (3)MetallicBonds.
(

B.SecondaryValenceBond;(4)ファン･デル ･ワールス引力による撰肖結合引力

軍表面の化学的性質は接着機構を理解するた'め隼必要である･即ち間藤表面の化学的性

質は内部構造とは全 く異るもめである.叉表面を磨 く或はツヤを出す等によって表面性

質の効果は非常に異る･adherendと adhesive間の扱者カに及ぼす物理的田子としては

3つの因子がある.即ち (1)接触緊密皮,(2)接着表面積,(3)･応力状態であって.

･.(1) ゐ因子に就ては adherendと adhesive間は十分に強 く分子引力が働 く様に緊熱 こ

接触しておらILければIiらない.これがためには adherendの表面はキレイでそして無

キヅで7封すれば光らない･〔2) の因子に就ては接着表面積を噂加せしめると (sandpape-

ri確 率は acid-etching-の物理的東は化学的方掛 こよって)接着力は哲夫する･(3) の

掲子に就ては即ち adhcrendと adhesiveの応カー歪性質,adhesive硬化に於ける･容積

変化 ､実施状態に於ける容積変化 (温匿及び温監変化,揮発成分及び溶解成分,D慕私

化学反応等に寒 く容践変化)に就ての問題である.其の他接着機構に関係する問題とし

ては分子量の大小,分子量の分布状態,可塑剤の使用,粘着温鑑,吸引した物質,有孔

甑 PrimeCoat撃の問題がある･ (後藤輝男)

化学的に襲質 した木材
∫
J.F.T.BERLINER:Chemicallytransmutedwood(DimethylolureaProcess)Ammonia

Pept･,EI,duFontdeNemours&Co/Developments.andTrendsinAmericaIndtlStries

WoodandTimber〔hdustriesandConstruction〕April17,1944･

(A) 方啓一木棚 ま Methylolurea を木材中に注入せLやて木材中に含有する酸･或

は乾燥炉によって不浄牲樹脂にせしめるのである.,I.(常温に於いても十分に不静性樹脂

にILる).注入方法及び装蘭は硯私 .木材にクレオソ-ト注入等に用いられている Full

,cellorvacuumpressurelmpregnatioq､pro〔essを用いるのが最も効果的で烹済的である･

注入せしめんとする木材は少くとも,F.'S.P.以下に琴燥せしめる必要がある･与16'/厚ヽ
み以下のベニヤに対しては常圧以上の圧力を用いる事は不要ゼある･即ちMethylolurea

は水溶性で容易に木材組織中に浸潤する.

(B) 注入剤-,一発縮合 Methylolureaを用いる,即ち Ureaの1-2paTtS,及び Dime-
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thylolureaの6partsを水の 20-24partsに溶かすのが最 も満足なる繕鼎を得る･･此の溶

･液は･スチーヰコイル及び茂拝辞を装置したタンクにて調製する. 倍其の時 130-150oF

に加熱する･著し木材を注入処理によって色付けしようとする光らば中性或は徴 アルカ

･り性の水溶性染料を注入薬剤中に添加すれば良い.

(C) 木材の性質一木材の最大の敏点である膨脹,収縮.反 り等は非常に減少し,戻

度並びに強度は大とIiる.(但し衝撃強風 ま滅少する).耐水性,耐火粗 耐菌性,耐撒

性がある.有機浴剤にもう要されない.倍注入処理によって素材の自然色は変化し兄いし

樹脂の勾,毒性は生じ恥 ､.反対に適当克染料を使用する事によって木材を染色する事

が出藻る･例えば Li啓htcored-pine或は poplarを Cherry,Rosswood,Mahogar･y の

色に染める事が出来る.儒本材では高度にツ雪を出し得ると同時に工作は容易である.

(D) 本材の用途一本材は現在, 木如 ､ら生萱せられる殆ど全ての物に応用し得る･/
特に家具,,ドーア,棺体,骨組材料等に用いて甚だ効果的である.倍,前述せし如く低

級材を注入染色処理する事によって高級材の代用 となし得る. (後藤輝男)

タンニンホルマL)ン樹脂接着剤

L KIDALTON;Tannin-formaldehyderesins年苧adhesivesforwood,Australian

Jour.appl.Sci･,1･I:53-70,1950

オーストラ')ヤに恵する多くの樹木にはタンニンを相当含有する･ 例 えば Callilris

glauc占,C.calcaralaの皮部には 10-250/Oのタ/ニンを含有する.而してタンニンノには

polyhydricphenolがあり,比の成分は丁度 Resorcinolの様に反応する.散に Acacia

mollissima(これより抽出せられたタン=Lン′はMimosaタン=/と呼ばれる),C･cql,araia.

C･glauca,.Euヂalyptusredunca,E･cmsidenianaから朝田したタン.エソを Formaldehyde

と反応せしめて樹脂を調製した･この両者の縮合連動 ま "gelitiontime,,を測定して検

定した.而して樹脂より凝着剤を作 り,その凝着強度を試験した.比の結果を他の合成

樹脂産着剤の産着強度 と比較すると Table1,Table台の如し

即ち A.molliss車ma,C･calcayata,C･glauca,E･crebyaからのダy-ン抽出物で似て製

造した接着剤は中位温乾にて硬化し耐水性耐菌性のある凝着剤を与える.樽に A二mol-

issima,C.calcbrataからの接着剤は室温にて硬化L Resorcinol接着剤に比して蒙着張

度は僅か乍ら劣るも,耐水性は.Urea産着剤に比して違に優っている事は注 目に値するY.

然し本樹脂接着剤の "pot-1ife''は比較的短い･ (後藤輝男)
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Table1.Tar)Z]inandCommeicialCold_PressAdhesives

〔註〕 Wet;煮沸水中に3時間浸清後

試験片 ;樹種-Motmt左inash.

(E･regnans)

形状｣simpleoverlapping

SPeClmen

勢断面積-1in2 ー

含水率-lo艶

Table 2. ■comparativeTestUsingofPreparatiof.OfMimpsaAdhesives

(註),Wet;煮沸水中に3時問責漬後,試験片 ;樹種-Coach-wood(C･apetalum)

形状⊥Plywoodshearspecime?
含水率-10% L

●
窯白質物質で増量 した石炭葡樹脂接着剤

G･E･BABCOCKa SMITH :Extendingphenolicresinplywoodglueswith prote-

irlaCeOuSmaterial,Ind･Eng･chem :851947

商業的石炭酸樹脂接着剤と大豆粉末 (Soybeanmeal)を単に機械的に混合し,増量し

ただけでは接着力は非常に悪い･然し低分子量の石茨酸樹脂瑛着剤に水溶性部今を除去

した大豆籾兼を増量剤として用いた合板接着力は U.S.-A.陸海軍航塞規格に合格する

寮潜力を示した･因みに蛋白 (Protein)は非常に良い謬帝材料であってその茨水化物は

walnut-shellfourの代用充填剤 として十分に役目を果す｡Com 宕lu.ten,Soybeanmeal,

Linseedmeal,Cottonseedmeal,Peahutmeal,何れも植物性蛋白質物質であって価格

は安い.然し蛋白含有量が高 く,永遠性成分の低いものが石漠酸樹脂墳墓剤として適当

である･これよりして試験には Corngluter),.Soybeanmealを用いた･筒塗布性質を良

好にするために Linseedmealの少量を用いた.試験に用いた凍漕剤の調製割合,及び

その試験結果の 1例を示す と Table1,Table2の如し. ､
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Table.1.幕藩剤調製割合

LiquidResin※ (53% Solids)--････-.･500gr (読)※･Reslin1‥フユノール1ⅠムO埠
ホ■ルムアルデヒド
1.5mol,触媒とし
てフェノールlmol
に苛性嘗蓮6gr･を
用いで作った樹脂

Com gluten (570/0.protein)･････････110

LinseedMeal･.･･････ ･･･;･･.･･････.･･･.･.･･･.･23

Table2･Corngluten で以て増量した石茨酸即 旨裳常軌ときるカバ合披接着力許

鹸結果 (3時間煮沸水中に孟要潰後)

'Resi完思 ten Isprea'da'l(The/芸'Zb,'lwbodF(aoi2号ie

(註)
(a)Singl9glueline1000ft丑

に対する乾燥甚着剤の重畳

産着剤は0penassemblyに
て21hr乾燥せしめた.

(b)5箇試験片の平均値

試験片-3-ply.]/i6〝ベニ
ヤ使宵300oF,2001b/in､'iに

て5分間崖締

即ち此の結果は何れも航塞規格に合格する.倍庇の様に 50-100%墳墓する事によっ

て産着剤価路は低廉と光 り,本樹脂接着剤は耐菌性があり,強度の老化試験でも剥離は

示さ先からた. (後藤輝男)

合成樹脂接着剤使用含我の強度に及ぼす硬化剤並びに pH の影響

G･M･KLINE,F･W･REINHART,RIC･RINKER皮N･J･DELOLLIS.:Effect

ofcatalystsandpH onstrengthofresin-bondedplyw00d,U･S･Dept･ofCo血 IerCe

NationalBureau<ofStand?rdsResearchPaper,RP1748,57,1946.

尿素及び石炭取樹脂で接着した合板の擾み,衝撃,勢断各強度は合板の pHによって

明らかに影響せられる･即ち酸性範囲に於て合板の pH が低 く7iる程, 合板の強度,

agir)g に対する抵抗性は小さくなる･而して合板最適強変を得る事の出東兄い,そして

agir)gによる悪化を評価し得る処の酸性限界 pH値は,尿素溝那旨使用の合板に於いては

略々pH値 4･0であり,石崇敬樹脂使用の場合に於いては的 pH3.5で.:ぁる.又強アル
t■

カ1)を硬化剤 として用いた石炭酸樹脂使用の合板に於いては pH値の増加 と共に強度は

淑少する･そのケルカリ性限界 pH値は略々8.0附近に存在する様である.剥離試験に●

於ては尿素樹脂を以て産着したカバ合板に於ては,p甲 値が低い時は曝盃中剥離したが

一方石浜酸樹脂を以て凝着したカバ合板に於ては剥離はしなかったが pH_早.1以下の場

合に於てほ摸性試験に於て pH3･6以上の場合に比Llて脆かった･レプルシノ-ル樹脂

に於てほ低きpH値による悪化作用は僅少であづた.多くのポ銅旨接着剤を以て製造した

カバ合板のpH値は80oCで40時間加熱,及び飽湿りCycletest,或は1年間戸外曝露等

を行っても著るしき変化はし克かった･ 倍pH2.0及び 2.5の歯車硫額の様な強酸で以

てカバ材の pH値を低 くした時は Hypophosphorouslacid･Nitranilicacidの様硝 酸

でpH値を考えた場合よらも悪化の影塾が大であ?た･又 Tetraethanolammonith hy-
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droxideの様なアルカリで.pH値を8･8以上に増加せしめた時はか 潮 の強敵ま著るし

く滅少した.･ '

く註) 合板酸度決定方法一合板を WIu;Y海相幾で粉砕して40メツ'yユの覇東にし,

その粉末 1gr･を 5ml･の蒸溜水中に懸濁せしめて.r測定した･測定器はガラ

ス電極を用いた. (後藤輝男)

防ヰ欝曹剤使用による合棟の穿孔虫嘩蝕抑制

N･TAMBLYN &GoRDON:Controloftx'rerattackipplywoodbyuseof

pr号SaVati.ve§.intheglue,C･S･Ⅰ･Rl0･,ForestProductsNewsLetter180,1950･

.本方法は穿孔虫に対する合板防間方法 として常温硬化接着剤に毒性のある化学薬品を

'番加混合した凝着剤を用いて合板を製作する方淡であって,現在U)処,設備,費用の点

に於いて最も良いとされている｡実験は以上の方法によって製作した合板から試験片を一

採取し,昆虫ガゴに入れ,而して Lyctus("powderpost"borer)を1946年の12月に凍

種し,最初の2年間は室温に置き,其後約 80oFの恒温塩梅帽に入れた･そして 1948,

1949両年の12月に於いて Lyctusによる侵蝕程度を試験した･その結果は Tableに示

す如し

Table.･実 験 結 果 ､

化 学 撃 晶
JLヽノヽ′VJLL･FY､･-
対して用い
た化学薬品
の孟量(1b)

Lyctus侵蝕の程度 註 ･化学菜品は90

1948 1 1949

BenzeneheXachloride ･カゼイシ .0..22 歯 無 皆 無
及び ･0.44 ′′ f′

尿素樹脂 0.88 ′′ l′

D.D.T. カゼイン 10.20 非常に僅少非常に僅少友び 0.40 .皆 無. 皆 無

尿素樹脂 一0.80 f′ f′

BoraX(1)addBoricacid(2) (1)カゼーイ㌔ (1)9.52■ (2)0.34 僅 少 僅 少
(2)尿素 _I.07 0.67 ′′ I′

樹脂 1.08 1.34 皆 無 l′

Sc)dium pentachlor-(3) (3)カゼイン (3) (4)0.52 0.48 甚 大 甚 大
phenateandPentA-:4)尿素樹脂 1.04 0.96 f′ ′′

chlorophenol(4) ･2.08 1.92 I′ l′

Microfinestllphur カゼイン及び尿素樹脂 2.08 中程度 甚 大 ▲
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即ちこれ迄の夷験結果では化学薬品 として D.D.T.並びに Benzenehekachlorideを

用いた場合が最も良い.然し本繋晶は期間の経過と共に毒性が漸次淑退する慣 れ が あ

●る･ (後藤輝男)

重縁木材の疲辞強度

AIDOSOUDIL:DiuerfesdgkeitdervFrdichtenH61zer,VDLZeit･91･46‥85-88

Feb.1949.

ブナ材からリグ′ストーン法によっセ製返した圧縮材(preβ-Vollholz),積層材(Preβ-

schichtholz),及び圧縮合板 (Preβ-Sperrholz)の2種,以上4種類の材料について.Wb-

HLER法による純粋引張 ･圧縮強度を研究した｡試験片は金属用旋盤を用いて磨き2ton

の衝撃引張 ･圧縮試験機 (2t-Zug-Druck-Pulser)を用いて行った･而して得た実験値か

ら WbHLER 税を画き疲労強度を出した∴倍試験片掴み部の円形部分について欝的庄

縮強度試験 (荷重方向は長軸に･V)を行った.試験した材料の構造及び標準的呼称並び

に試験結果を示す と̀TabelleI,TabellC2の如しノ

Tabelle1. 試験材,i)構造及び名称

Tebelle2.試 験 結 果

即ち BFu/i,,BFl坊 種の材料は関係値が低い.'上れは直角に頗たわる木材部分によ

るものである.筒 BFl妨 種に於いて特(=関係値が低いのは以上の理由に加 うるに宴菅

団が多いためである.BN 及び BFちら 種の材料に放ては金属に対して用いられている
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規則 毎 W :軸 1 ‥ OdB-1:2:3が適合する様である･ この規則によると.BN 及び

BF',Jb種に放ては 軸 -(∑ug-Schwellfestigkeit)はそれぞれ 840kg/cm2,820kg/cm2の

倍 と光る. (後藤輝男)

木材昏約合板

W.Mi5LLER:Holzei叩 are･ndeSperrholzplatten,VDLZeit.91.2･..し36.Jan.ユ949.

ドイッむ.=於ては国内森林が眠匿に伐採されたので家具工業に於ける十分な需要を充た

し得畑 ､ため最近,高度に節約した木材加工方法を考究して こヽる.例えば机 ･･卓用合板

は厚みの厚い中板 (core)(15mm位の厚さ)として木材が用いられているが,これを他

の材料及び他の方法によって代える事を考究しているo即ち次の様な方法を取っている.

1. 車板を 1枚の板 として使用するのではな く小さ克ブロックの板を 2,3min～2,3cmの

-間隔に離して並べてその両面に単板を接着する方法

2. Torrplat血 (産陥せられた白泥漠)を単板 として使用する方法

3. Schaumh?lz(破砕せられた木材を産着剤並に化学的先方法に よって防着せしめた

木材)を車板 として使用する方法

4. Faserplatten(繊惟板)を車板 として使用する方法

5. 比の問題に対する根本的郁 寸策 として Gitterholz(格子状木材)を車板 として使用

する方法を研究している.即ちこれは基洞単板構造であって薄い平たい単板を練

直角方向に波型釘型機によるプ レスによって波状にしたものを機械的部分蒙着法に

よってブロックに互に積層し,そして車板 として所要の惇こきに鏑断したものである.

1これを車板 として使用する時は木材の節約のみならず,単板惨着に要する産着剤も

大いに節約し得る. (後藤輝男)

廃材からテックス製造

Ottawa､Lab.,For･Prod･一Lab･,Dept･ofResourcesandI)evelopment,ForestryBran-

chCanada,:Themanufactureofwallboardfrom woodwaste,'Mimeograph0-156,

1950

鮭材利用の見地から硯者最も広く用いられているチッ.クスの製造工程をi

l･ Binder-boaid即ち urea-formaidehyderesin,phen-bュeresil一等で固めたアックス

2. F̀ibreboard 即ち繊確の相互附着力によって成型を顛する所謂繊膳板で,襟度の

差によって硬質板 (hardboard)と絶縁阪 (insulatingboard)の別がある･

に分けて概説し,この方両を目途する人々にと?て適切な諸因子 (製造原理,設備,そ

の経費等)を明らかにしたものである.

この場合基準として採 られている最小規模の工琴は,binder-boardでキミ生壷高 1日10

-15tor).原料棒材にして 25γ35tonであり,fibreboardでは 1日 20-25ton即ち

1,rf+/厚の絶縁坂 6_万 ft2を作るのに廃材 50-60ton(内 25-300/Oは鋸暦)を消費す

-8_ (茸島恒夫)-
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