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パーティクルボ榊ドの吸脱湿による両方向膨張収縮の発現機構＊
とくに，ボード構成層間に発生する相互的栄作用について
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市販の微小片幾層の三周構造パーティクルポ】ドを対象に，吸脱湿に伴う両方向膨張収
縮に対する構成層閣の相互拘束作用，およびボード端部固定状態での蘭方向に作用する膨
張応力の発現挙動について英数を行った結果，以下のことが明らかとなった．

（1）三周構造パーティクルボードの吸脱湿に伴う両方向寸法変化は，幾層と心層では大き
な差があるため，各層間に膨張収縮に対する相互拘束作用が鋭敏に発現し，その拘束の程
度は各層間の含水率の差に大きく左右される．
（2）吸湿に伴いボードの両方向に作用する膨張応力は，初期に急増し，含水率12〜14％
で最大値に達した後，徐々に綬和する挙動を示し，この応力発生には衆層が強く関与して
いる．

（3）ボード構成各層間の相互拘束作用が大きくなるようk設計することにより，含水率変
化に伴うボード全体としての寸法変化，および両聴聞定状態における吸湿によるボードの
膨張応力を抑制できる．

（4）ボードの層構造設計においては，相互拘束係数とボード全体の曲げ弾性係数との兼ね
合いにより，衆・心各層での弾性係数比，および層構成比に適性償が存在する．
キーワード：パーティクルボード，面方向膨張収縮，拘束係数，膨張応力

1． は じ め に
一般的に汎用されている平板法で製造されたパーティクルボードは，吸脱湿に伴う面方
向の膨張収縮率が，厚さ方向のそれに比べてかなり小さい．しかし，パーティクルボード
は，通常，画材として函方向の寸法をかなり大きくとって使用されるため，膨張収縮の絶
対盈は大きなものとなる．ところで，近年，パーティクルボードの用途が拡大し，温湿度
条件の変動が大きい苛酷な環境下で使われることが多くなり，面方向の膨張収縮に起因し
た障審が頻発するようになってきた．
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そこで，本研究では，広く普及している微小片表層の三層構造パーティクルボードにつ
いて，吸脱湿に伴う両方向膨張収縮に対する構成層間の相互拘束作用，およびボード端部
固定状態での面方向に作用する膨張応力の発現挙動を明らかにし，パーティクルボードの
含水率管理，施エや組立ての適正化およびボード製造における層構造設計などに関する基
礎資料を得ることを目的として，（1）ボードおよびその構成各層の含水率変化に伴う寸法
変化率および曲げ弾性係数の変化，（2）含水率変化に伴うボード構成各層間の相互拘束作
用，および（3）ボードの吸湿過程における膨張応力の発現挙動の3項目について実験を行
い，検討した．

2． 実 験 方 法
2．1．ボード構成各層の各含水率状態における寸法変化患および曲げ弾性係数の測定

供試材として，市販のUMFタイプ，厚さ20mmの微小片表層の三層構造パーティク
ルボードを用い，臓50mm，長さ600mmの試験体を，吸湿および脱湿の各温湿度条件下
で調湿し，ボード全体および構成各層の含水率レベルを変え，商および厚さ方向の寸法変
化率，および曲げ弾性係数の推移を測定した．褒層および心層のみの試験体については，
供試ボードを帯鋸盤により喪心各層に分離した後，自動一面地盤により厚さを褒層では約
2．5m，心層では約10mmと一様にして供試した．
調湿処理は，吸湿過程では水温400Cに保持した水槽を入れた密閉容器（温度320C，関
係湿度90％）内に放置し，脱湿過程では温度600Cの熱風乾燥器内に放置することにより
行った．
調湿過程において，一定時間毎に試験体の厚さおよび面方向の寸法変化盈をそれぞれマ
イクロメータおよびダイヤルゲージ（ともに精度1／100mm）を用いて測定し，厚さ方向
および両方向ともに，網湿前の寸法を基準として綱湿前の寸法に対する調湿により変化し
た寸法の百分率を寸法変化率として求めた．
曲げ弾性係数は，3点支持率央集中荷藍方式の曲むヂ試験により求めたが，ボード全体，
心層のみ，および衆層のみの試験体はそれぞれ厚さが異なるため，スパンをそれぞれ40，
20，および10cmとした．負荷速度はすべて2．5mm／minとした．
含水率は一定期間毎に試験体盈盛を測定し，試験終了後にそれぞれの試験体の全乾盈盈
を求め，これをもとに各時点における含水率を求めた．ここでいう含水率は，試験体があ
る温湿度環境下におかれ吸湿あるいは脱湿過程における試験体の平均の含水率である．
2．2．ボード構成各層間の相互拘束作用の解析と測定
まず，吸脱湿に伴い表層と心層間に生じる面方向膨張収縮に対する相互の拘束力の釣合
条件から，相互拘束作用の程度を示す指標としての拘束係数∬の理論計静式（後述）を
求めた．

次に，UMFタイプ，厚さ20mmのボードを用い，ボードを一定期間調湿し，ボード全
体の寸法変化蕊，含水率および曲げ弾性係数を測定するとともに，帯鋸盤により衆・心各
層に分離した後，各層の寸法変化塵，含水率および曲げ弾性係数を測定し，これらの測定
結果をもとに拘束係数を求めた．
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なお，試験体寸法，調湿方法および曲げ試験方法は前項の実験の場合と同様である．
2．3．ボードの膨張応力測定

本実験では，図1に示すように，門環ロードセル（4gage法ストレンゲージひずみ検
出）付きの枠固定塾応力測定掛こ，試験体（幅50mm，長さ380mm）を所定の固定カで
装督し，吸湿過程におけるボードの蘭方向膨張応力の経時変化を測定した．

・・・轟・一・；
．

Fig．1InstrumentformeasuringthesⅥ7ellingsとress．
Note：Loadcellisfourstrain・gageStype．
図1 膨脹応力測定鶉

ボード初期含水率，初期固定応力および表層厚さが応力発現におよぽす影執こついては，
UMFタイプ，厚さ20mmのボードを用いて検討した．ボードの初期含水率の影響につい
ては，気乾状態（含水率約9％）のもの，および温度錮OCの熱風乾燥機で一定期間乾燥
し，含水率約5％および全乾（約0％）に調湿した試験体を用いて実験を行った．初期固
定応力の影響については，固定応力調節ネジによる締付けの程度により，1．0，2ふ およ
び5瓜g〃cがの3段階に設定し，実験を行った．衆層厚さの影響については，試験体の
両表層を自動一面飽盤により表層厚さの1／3，2／3，および3／3（表層すべて）の3段階に
削除した試験体（初期含水率約9％）を用い，初凝慣定応力を1月k離／cm2と一定にして
実験を行った．

また，ボード厚さの影響については，UMFタイプおよびUFタイプのボードについて，
厚さ15，20，および30mmの試験体を用いて実験を行った．このとき，試験体の初期含
水率は約9％とし，初期固定応力は1．Okが／cm2と一定にした．
なお，試験体の含水率の経時変化は，試験体が固定枠に保持されており重畳測定が困難
であることから，供試試験体に隣接する部位からとったダミー試験体を用いて測定した．
2．4．ボード構成各層間の相互拘束作用
拘束係数に関しては，叉木ら（叉木ら，1978）がパーティクルボードの内部応力分布に
関する研究において，衆・心各層間の相対的な膨張収縮盈をもとに解析しているが，本研
究では，各層の吸脱湿に伴う両方向の膨張収縮率を考慮し解析を行った．
3層構造のパーティクルボードについて，衆・心各層に分離した場合の含水率による寸
法変化を考えると，層間には相互拘束はないので，衷・心各層の自由膨張（収縮）盈は，
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含水率変化前の長さをエ，襲・心各層の網湿処理前・後の含水率および各層の膨張収縮率
をそれぞれ㍑−0・祝日，〟。0・㍑。Ⅰおよびαi，α。とすると，
表層の自由膨張（収縮）は △ムニαrエ（〟＝一紬）

…・t…・

（1）

心層の自由膨張（収縮）は △エ。＝α。エ（〟。1岬㍑。。）

………

（2）

となる．

次に，各層が結合して一体となった3層ボードの場合，各層間に膨張（収縮）の拘束が
働くので褒層は心層から膨張（収縮）を拘束される．すなわち，圧縮（引張）応力れを
受ける．
したがって，この♂fのために生じる圧縮（引張）ひずみをgfとし，表層の弾性係数を

広一とすると，表層の膨張（収縮）愛は合一エ＝意エだ摘由膨張（収縮）の場合より
少なく膨張（収縮）することになり，
幾層の膨張（収縮）塵 5−＝αrエ（ぴ‖−〟−0）＋どfエ

＝αfい紬−〟川）＋意エ ………

（3〉

となる．

一方，心層は自由膨張（収縮）α。エ（裾−〟。0）のほかに，表層から受ける引張（圧縮）
応力♂。のため，引張（圧縮）ひずみg。を生じ，心層の弾性係数を盈とすると，ぞ。エす

紬ち一意エだけ紬膨張く収縮）の場合より膨張（収縮）が増加する・したがって，
心層の膨張（収縮）意 5。＝α。エ（祝。1−〝。0）＋￡。エ
＝αぐい〟c】一視co）＋エ ……‥・

（4）

となる．

そして，ぶfとS。は等しいので，式（3），（4）から
………
αfエ（裾−れro）＋意エ＝αcエ（裾一視eo〉ト景エ

（5）

となる．

ここで，衷層厚さをガI，心層厚さをガ。とすれば，幾層ほ衆寡2つあり，等しいもの
とみなせば，2つの幾層が受ける圧縮（引張）カの大きさは2勘だ−×幅，心層が受ける
引張（圧縮）カの大きさは恥吼×幅となり，これらがつり合っていることから，両層で
暗が等しいとすると，
−28●−〟†＝J。〃。

………

（6）

………

（7）

となる．
ここで，式（5）および（6）から
α晶［（裾−〟fOト莞（裾−〟c￠）〕
♂i＝ニ ー

1・

＝−〟4・r丘、r（勘1−〝付〉
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したがって，拘束の程度を示す指棟（拘束係数）gは
α。（机1−〃拍）
勘（〝†1−〃−0）

………

1＋

となる．ここで，∬＝±1の場合♂f＝岬α晶（勘1一捉f8）となり完全拘束状態となり，g
＞0の場合，Jrは圧縮応力，α。は引張応力となり，∬＜0の場合はその道となる．

3． 結果と考察
3．1．ボード構成各層の含水率変化に伴う寸法変化
パーティクルボードの含水率変化に伴う両方向の寸法変化の様子を図2に示す．含水率
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Fig．2 Relativechangeofdimensionintheplaneseparatedlyatfaceand
COrelayerforparticleboard（UMFtype．20rnmthick）．
Note：Moistur・eCOntentChangeofO％meansairdrycondition
（about9％inaverage）ofsamples．
O O

図2 パーティクルボード（UMFタイプ，厚さ20mm）を構成する
幾層と心層の個々の南方向膨脹収賄

変化塵は，気乾含水率（約9％）を基準として，鯛湿による含水率の変化盛を吸湿方向を
正にとって表している．寸法変化率は，吸湿による伸長方向を正にとっている．また，衆
1に調湿処理により変化した試験体の含水率1％当りの爾方向および厚さ方向の寸法変化
率を示す．これらの倦は，含水率変化±10％の範囲のデータを回帰分析し，その傾きによ
り求めた．
厚さ方向寸法変化率は，一般的に知られているとおり，両方向のそれに比べ非常に大き
なものであった．また，各層による寸法変化率の差異については，面方向および厚さ方向

（8）
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嚢1パーティクルボード（UMFタイプ，厚さ20mm）における含水率
変化1％当りの寸法変化率および曲げ弾憾係数の変化盈

Tablel RelativechangesofdimensionandMOEtoswe11ingperunit
n10isturccoIltentforparticIcboard（UMFt）Tpe，20111mthick）．
Face

Core

Wも0王e

Adsorption Desorption AdsorptiorlDesorption Adsorption Desorption
Dimensionirltheplane

0．036

0．071

0．027

0．038

0．033

0．053

1．070

0．354

0，648

0．265

0．620

0．439

（％）

Thickness
（％）

Modulus of elasticity

−1．322

−0．332

−0．942

（kgf／cm2）

Note：MinussignmeansthedecreaseofMOEwiththeincreaseof
moisttlreCOntentOfparticleboard．

ともに，表層が心層より平均して1．5倍程度大きかった．仙般的に，木材の含水率変化に
よる寸法変化は，比藍に左右されることから，比重の拓い襲層の方が大きな寸法変化を示
したものと考えられる．
面方向の寸法変化では，脱湿過程における方が吸湿過程に比べ，含水率変化1％当りの

寸法変化率が大きくなっているが，Kollmannら（Ko11manng〜αgリ1975）の行った数段
階の温湿度条件下で定常状態に達したときのパーティクルボードの南方向寸法変化の測定
結果では，ボードの含水率変化に伴い寸法変化率は対数的に増加し，気乾状態（含水率約
10％）を墳に変化の割合が興り，低含水率域に比べ，嵩含水率域では変化率が小さくなっ
ており，本実験結果は，これと同様の結果であった．
厚さ方向の含水率1％当りの寸法変化率は，南方向の場合とは遜に，脱湿過程に比べて
吸湿過程において大きな樋となったが，これも，Ko抽mannら（KoほmaⅣ＝げd．，1975）
の行った前述と同様の厚さ方向寸法変化の測定結果，すなわち，ボードの含水率変化に伴
う厚さ方向の寸法変化は気乾状態（含水率約10％）を墳に変化の割合が興り，低含水率
域に比べ，商含水率域では変イヒ率が大きくなるという結果と相応する結果であった．
なお，ボード全体の吸脱湿過程における商および厚さ方向の含水率1％当りの寸法変化
率は，4メーカーのパーティクルボードに関する同様の実験報告（藤田ら，1970）とほぼ
同様の結果であった．
3．2．ボード構成各層の含水率変化に伴う曲げ弾性係数の変化
ボードの含水率変化に伴う曲げ弾性係数の変化を図3に示す．本実験における含水率範
囲内では，ボードの含水率が高くなるにつれて，曲をデ弾性係数は直線的に低下する傾向を
示し，その変化は，寸法変化率の場合と同様に，衆層において大きく，含水率1％当りの
変化塵は，表層が心層の4倍程度と非常に大きなものであった．
なお，試験した含水率範囲内において，表層の曲げ弾性係数ほ心層のそれのほぼ2倍程
度であった．
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Fig．3 Changesofmodulusofelasticitywithchangeofmoisturecontentfor
Particleboard（UMFtype，20mmthick），itsfaceandcoreseparatedly．
図3 含水率変化に伴うパーティクルボード（UMFタイプ，厚さ20mm）

およびその幾層と心層の個々の曲げ弾性係数の変化

3．3．ボ桝ドの含水率変化に伴う拘束係数の変化
パーティクルボードの含水率変化に伴う拘束係数の変化を図4に示す．本来，比盛の大
きな表層の方が膨張収縮が大きく，表層の寸法変化が心層により拘束されるため，拘束係
数は正の値をとるものと考えられるが，本実験では，脱湿過程では正の値となるものの，
吸湿過程において負の健となった．つまり，吸湿過程においては，心層の寸法変化が表層
に比べ大きく，心層の寸法変化がより拘束されているという結果となった．
吸湿による心層の寸法変化が喪層に比べ大きかったことから，表層と心層とで含水率の
変化に差異があったものと考えられるので，ボード全体の含水率変化に伴う各層それぞれ
の含水率の推移を調べると，図5に示すように，とくに吸湿過程においては，心層の含水
率の方が衆層に比べて高くなっていることが認められた．このことについては，現在のと
ころ明確ではないが，本実験に供試した試験体が比較的幡の狭い，細長い形状であり，ま
た，ボード端面に防湿処理を施していなかったため，心層における端面からの吸湿の影響
が原因の1つと思われる．

そこで，前述の拘束係数を求める式に，前述の実験結果（衆1）を代入し，表・心各層
間で含水率に差が無い場合と，善がある場合について，試算した結果，図4に示すように
なった．計算において，幾層および心層の調湿前の含水率はともに9％とし，調湿後の含
水率は，多少強引ではあるが，図5のように各々のプロットをフリーハンドで実線で示す
ように補間し，その曲線上でボード全体の含水率変化0．5％動こ読み取った値を用いた．
面方向の寸法変化率は衆1に示す儀を削），厚さおよび曲げ弾性係数は，基準となる含水
率（9％）における億を，厚さについては衆層および心層において，それぞれ3および

49

藤元素安ら

2
﹂
0
0
〇
．1
0
0

lU￠で茫￠8苫届きS￠∝

ニ10 −8 −6 −4 −2 0 2 4 6 8 10
Moisturecon（8ntChangeforwholeboard（％）

Fig．4 Measuredandcalculatedrestraintcoefficientofparticleboardatboth
Stage＄Ofdesorptionandadsorption．
◎ ：Measuredvalue．

−−−：Calculatedvalue（assumedmoisturecontentoffacelayeris
equaltocorelayer）．
N：Calculatedvalue（assumedmoisturecontentoffacelayeris
noteqtlaltocorelayer）．
Note：MoisturecontentchangeofO％rneansairdrycondition
（about9％inaver∈唱e）ofsamples．
園4 パーティクルボードの吸脱湿過礫における拘束係数の実測値および計膵値

14mmとし，弾性係数については，それぞれ34．568および14．169tonf／cm2として，表1
に示す含水率1％当りの変化率により各含水率変化における億を計算して用いた．
幾層と心層との含水率が等しいとした場合（図4申，一点鎖線）は，含水率変化による
拘束係数の変動は小さく，この変動もほとんどが弾性係数の変数によるもので，厚さの変
動による差はほとんど見られなかった．ところが，衆・心各層間で含水率に澄があるとし
た場合（図4申，実線）は，とくに含水率変化が少ない領域にお．いて，含水率が等しいと
した場合に比べかなりの遵が生じた，すなわち，拘束係数は各層間での含水率分布に大き
く影響を受けており，実験結果はこれに相応する傾向を示し，層間の拘束作用の発現が明
らかに認められた．

また，実測値と計算値にかなりの澄が認められるが，これは，測定申に湿潤状態や乾燥
状態から平常環境へ移行しており，この期問においても，ボード内の褒・心各層間の膨張
収縮に関する拘束作用が発現しているためではないかと思われる．
なお，拘束係数の試算において，含水率の変化による襲・心各層の厚さおよび弾性係数
の変化は拘束係数にほとんど鬱啓を与えず，拘束係数の変化には，含水率変化による面方
向寸法変化の差が支配的であることが認められた．

パーティクルボードの吸脱湿による両方向膨脹収縮の発現機構
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Fig．5 Differenceofchangeinmoisturecontentbetweenface
andcorelayerofpart主cieboard．
Notes：MoisturecontentchangeofO％meansairdryconditioIl
（about9ヲ inaverage）ofsamp】es．
Solidlinesindicatetheinterpolationofmoisturecontent
Changeforeachlayerbyfree・handmethod．
図5 パーティクルボードの褒層と心層での含水率変化の遼興

3．4．吸湿による膨張応力の発現
この実験では，パーティクルボードの実用場面での施エにおける釘やボルトでの固定状
態のシミュレーションとして，ボード面方向の両端を固定した状態において，吸湿に伴う
膨張応力の発現とその推移を検討した．
3．4．1．初期含水率および初期固定応力のおよぼす影響

初期固定応力を1．Okg〃cm2とし，ボードの初期含水率を0，5，および9％の3段階
に設定した場合の，吸湿に伴う膨張応力の推移について，その実験結果を図6に示す．ま
た，初期固定応力を2．5および5．Okが／cm2とした場合の結果を図7および図8に示す．い
ずれの場合においても，まず初期に急増し，そして漸増期間を経て，ボード含水率12〜
14％で最大応力に達し，その後は弾性係数の低下が支配的となって徐々に低減する傾向を
示した．
それぞれの条件における膨張応力の最大値についてみると，図9に示すように，ボード
の初期含水率が低いほど応力発現が著しく，その癖大倦も商レベルに達した．さらに，固
定応力が大きくなるほど，発生応力は低レベルになることが認められた．
3．4．2．表層厚さのおよぽす影響
全層，表層を1／3，2／3削除，および全てを削除して心層のみにした場合の，膨張応力
発生の様子を図10に示す．初期固定応力は1．Okg〃cm2で，ボードの初期含水率は気乾状
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㌃E義温ss苫S嘗筍易
MoisてureCOntent（％）

Fig．6 Developmentsofswe11ingstresswithincreasingmoisturecontent
forparticleboards触edwithinitialfixingstressofl・Okが／cm2，
havi喝initialmoisturecontentsof31evels・
図6 膨脹応力発生経過曲線（固定応力1．Okgf／cm2）

㌻∈竜温ssむ嚢晋竜虎
Moisturecontent（％）

Fig．7 Developrnentsofswellingstresswithincreasingmoistureconterlt
forpar血1eboardsfixedwithinitialfixingstressof2ぷくgf／cm2，
havinginitialmoisturecontentsof31evel＄・
図7 膨脹応力発生経過曲線（固定応力2．5kg打cm2）

パーティクルボードの吸脱線による面方向膨脹収縮の発現機構
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Fig．8 Deve10pmentSOfswe11ingstresswithincreaslngrnOisturecontent
forparticleboardsfixedwith坤tialfixingstressof5．Okgf／cm2，
havillginitialmoisturecontentsof31evels．
図8 膨脹応力発生経過曲線憫定応力5．Okg〃cm2）

㌃∈豊里∽簑嶺嘗二等の∈コ2層冨

Fig．9 Effectsofinitialmoisturecontentarldinitialfixing−

StreSSOnthemaximumsweliingstress．
図9 殿大膨脹応力におよぼす初期含水率および初期固定応力の影響
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︵へEO＼哲︶ss貿Sぞこ讐S

Fig．10 Effectoffacelayeronthegenerationofswellingstress・
Note：Fixedatinitialstressl．引くgf／cm2．
図10 膨脹応力発生におよぽす衆層の影響憫定応力11嗜f／cm2）

態（約9％）である．気乾状態から含水率変化2％程度までは，いずれの場合もほぼ同様
に膨張応力が発生するが，それ以上の含水率変化では，衆層の割合が小さなものは，応力
の増加が綬やかとなった．ピークにおける応力は，衆層を削除しない場合から，幾層全て
を削除し心層のみとする場合にかけて，それぞれ，8．8，臥5，6．6および6．6kgf／cm2と襲
層の割合が減少するにつれて減少した．襲層は心層に比べ含水率変化による面方向寸法変
化が大きく，また，弾性係数も大きいことから，ボードを構成する衆層の割合がボードの
膨張応力発生に大きく左右していることが認められた．

3．4．3．ボード厚さのおよばす影響
膨張応力発生におよぼすボード厚さの影響について，UMFおよびUFタイプの結果を
図11に示す．初期固定応力ほ1．Okgf／cnヂとし，ボードの初期含水率は無掛犬態（約9％）
である．UFタイプの厚さ30mmの試験体を除いては，ボードが厚いものほど，ピークに
おける応力が減少した．ボードが厚くなるにつれ，表層の層構成比が小さくなっているこ
とから，前項での結果と同様に，ボードを構成する衆層が，この膨張応力の大きさに密接
に関与しているのものと思われる．

なお，UFタイプはUMFタイプに比べ，低レベルの応力が発生する傾向が認められた．
UFタイプは，一般的に，UMFタイプに比べ耐湿性に劣ると貰われ，吸湿による弾性係
数および比例限強度の低減が著しく，膨張応力の最大値が低レベルであったものと考えら
れる．

パーティク／レポードの吸脱湿による蘭方向膨脹収縮の発現機構
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Fig．11Effectofboardthicknessonthegenerationofswellingstress
forUMFandUFtypeparticleboards．
図11ボード厚さが膨脹応力発生におよぼす影響

3．5．拘束係数と実用上の問題点

3．5．1．拘束係数と寸法変化および膨張応力
含水率変化によるボード全体としての南方向寸法変化岱ーあるいはS。）は，式（3）およ
び（7）より

5−（＝5。）＝αrエ（勘1−〟r￠）（1−∬）

………

（9）

で愛される．拘束係数の値が大きいと，ボード全体としての寸法変化が抑制されることか
ら，寸法安定性の点から貰うと，拘束係数は大きい方が有効である．
また，ボード全体としての含水率変化による寸法変化が小さいということは，ボード両
端固定状態において，吸湿による膨張応力の発現が小さくなるものと考えられる．式（8〉
において，他の条件が一定であるとすると，2好一／ガ。，すなわち，衆層の厚さ構成比が小

56

勝元爵安ら

さいと拘束係数は大きくなることから，前述のボード両端固定状態における膨張応力測定
において，喪層の層構成比が小さなものほど膨張応力が小さくなっていることの一因とし
て，拘束係数増大の膨張応力抑制への寄与が考えられる．
なお，拘束係数が大きいと，幾層と心層の膨張収縮に伴う爾腰間の内部応力差が大きく
なり，爾層の界面に働くせん断カが大きくなると思われるが，合板などのように層間の界
面が−平面上に連続して存在する場合は，このせん断カの影響は非常に重要となるものの，
パーティクルボードでは層間の界面が不規則であるため，それほど盈要な問題とはならな
いと考えられる．

3．5．2．拘束係数とボード設計上の問題
ボードの両方向寸法安定性および両端慨定状態における膨張応力抑制の観点からは，相
互拘束係数が大きくなるようにボードの設計を行うことが有利であるが，拘束係数を大き
くするには，式（8）より明らかなように，両層の吸脱湿に伴う寸法変化を小さくし，とく
に，心層の含水率変化による寸法変化の表層のそれに対する比を小さくするか，あるいは，
幾層の心層に対する弾性係数比および厚さ構成比を小さくなるようにすれば良い．
3．5．2．1．吸脱湿に伴う寸法変化の低減
幾層の寸法変化は，前項に述べたような事から，実用的には，できるだけ小さくするよ
うにしなければならないので，衆層に比べ，心層の寸法変化が極力小さくなるように設計
する必要がある．含水率による寸法変化を押さえるには，各層の含水率1％当りの寸法変
化率を小さくするか，あるいは，各層における含水率変化を少なくするようにすればよい．
含水率1％当りの寸法変化率は比蕊と高い相関があることから，寸法変化率を小さくす
るには比盈を小さくするということが考えられるが，比藍を小さくすると弾性係数も小さ
くなるので，とくに，表層においてはがードの強度性能上好ましくない．3層構造のパー
ティクルボードでは，表層の弾性係数を大きくし，その構成割合をある程度大きくすれば，
心層の弾性係数はボード全体の曲げ弾性係数にそれほど影響しないので，内層の比藍をあ
る程度小さくすることは可能である．ボードの構造的には，とくに両方向のうち1方向に
ついて性能を伸ばすには，衆層のパーティクルを長さ方向に配向させることにより，大き
な弾性係数が得られ，かつ，面方向の寸法変化率を低減させることができるものと思われ
る．

各層，とくに心層における含水率変化を抑制するには，小片の吸湿性を低減させるため
に耐水剤としてパラフィン等を接着剤に添加するか，俊声那寺に大きな湿度変化環境下に曝
さないようにすればよい．また，パーティクルボードは端衝からの吸脱湿が大きいので，
使用環境に応じ適切な端面処理を施すことが重要である．
3．5．2．2．各層における弾性係数比と厚さ構成比
拘束係数を大きくするには，ボード衆層の弾性係数の心層のそれに対する比丘i／g。，お
よび，表層の厚さ方向の構成比2鮪膚。を小さくすればよい．一方，ボード全体の曲げ弾
性係数については，寮層の弾性係数を心層に比べ大きくし，また，褒層の厚さ構成比を大
きくすることにより，曲げ弾性係数を大きく設計することができる．このように，gf／ガ。

パーティクルボードの吸脱湿による南方向膨脹収縮の発現機構
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と2払／銑の設定により，拘束係数と弾性係数は相反する結果となり，両者間のバランス
を考えボードの設計を行う必要がある．
そこで，3層構造パーティクルボードにおける層構造設計一例として，簡単な計算を試
みた．衆・心各層での含水率変化による南方向寸法変化の比Åエ。／Åエーを0．5とし，Ef／g。
および2ガf／払を変化させた場合の，拘束係数およびボード全体の曲げ弾性係数について
の計算例を図12および図13に示す．通常，grはg。より大きく，2ガーはガ。より小さく

するので，gf躍。は1〜10，2ガf／銑は0〜1の範囲で試欝した．また，曲げ弾性係数に
ついては，心層の弾性係数を基準とし，表層の弾性係数および厚さ構成比を増加させた場
合の弾性係数増加の割合gl躍。で示し，次式を用いて試算した．
3 1 、‥

g瓜＝計十（

′

）〉＋（

1

）3

………

（10）

1＋

1＋

さらに，拘束係数と曲げ弾性係数との相乗効果を検討するために，最も単純な場合を考
え，両者の礫を縦軸にとり図14に示す．この場合，g−／E。をなるべく大きくとった方が
効果的であり，また，2好一粛。は動／g。の値に応じ，0，10〜0．15の間にとるのが療適であ
ると思われる．ただし，ここでは，単純に両者の礫をとっており，両者間での重みについ
ては検討を行っていないので，拘束係数と曲げ弾性係数とでどちらを藍要祝するかによっ
て適性倦も異なるものと考えられる．また，ここでほ，寸法変化の割合を0，2と一定とし
て計算を行っているが，実際には，弾性係数が大きなものでは吸脱湿による寸法変化率
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Fig．12 Exa∫npleofcalculatedrestraiIltCOefficienと．

Notes：Theassumedratioofrelativechangeinlengthoffacelayer
tocorelayerisO．5．
Etノ修cistheMOEratiooffacelayertocorelayer．
2Hf〟才cistheratioofthicknessoffacelayertocorelayer．
図12 相互拘束係数の計界例
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Fig．13 ExampleofMOEcalculationof＼＼rholeboard，basedonval−ious

ratiosofMOEsandthicknessesoffacelayertocorelayer．
Notes：SeeFig．12．
Et／gcistheMOEratioofwholeboardtocorelayer．
図13 ボード全体の曲げ弾性係数の計算例
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Fig．14 Exampleofcalculatedmultiplicationeffectofrestraint
COefficientby〟Og．

Note：SeeFig．12．and13．
図14 拘束係数と曲げ神性係数との相乗効果の計算例
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（α）もそれに応じて大きくなることも考えられるため，さらに，弾性係数と比藍との関
係，および寸法変化率と比重との関係について明かにし，検討を行う必要がある．

4． お わ り に
汎用されている微小片褒層の三層構造パーティクルボードについて，その適正利用およ
び製造における層構造設計等に関する基礎資料を得ることを目的として，とくに，含水率
変化に伴うボード構成各層間の相互拘束作用および吸湿によるボードの膨張応力発現挙動
について検討した結果，以下のような若干の知見を得た．
（1）三層構造パーティクルボードの吸脱湿に伴う面方向寸法変化率および曲げ弾性係数の
変動は，表層と心層では大きな差があり，環境の温湿度条件の変化によって，各層間に膨
張収縮に対する相互拘束作用が鋭敏に発現し，その拘束の程度は各層間の含水率の差に大
きく左右される．
（2）吸湿に伴いボードの面方向に作用する膨張応力は，初期に急増し，含水率12〜14％
で澱大備に達した後，徐々に緩和する挙動を示し，この応力発生には幾層が強く関与して
いる．また，ボードの初期含水率が低いほど膨張応力は高レベルになる．
（3）ボード構成各層間の相互拘束作用が大きくなるように設計することにより，含水率変
化に伴うボード全体としての寸法変化，および両端固定状態における吸湿によるボードの
膨張応力を抑制できる．
（4）ボードの層構造設計においては，相互拘束係数とボード全体の曲げ弾性係数との兼ね
合いにより，褒・心各層での弾性係数比，および層構成比に適性傾が存在する．
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Summary
The dimensional change in the plane of the flat-pressed particleboard is very small compared
with that in the thickness. However, the boards are generally used as a large member in plane, so the
amount of dimensional change in the plane occurs to a great extent. Recently, the particleboards
have been widely used while exposed to the severe air condition, so the serious problems due to the
dimensional change in the plane have often arisen.
This paper is concerned with the fundamental mechanism of the hygroscopic swelling and
shrinkage in the plane of the flat-pressed three-layer particleboards. The results were summarized
as follows ;
1) Both changes of dimension and MOE parallel to the plane of board increased more in the face
than the core. Therefore, the interactive restraint between both faces and core in board generated
sensitively with the change of humidity condition, and furthermore it depended remarkably on the
difference of moisture content between face and core.
2) During exposure to humid air, the swelling stress parallel to the plane increased rapidly in the
early stage, and after becoming the maximum, it decreased with the increase of moisture content of
board in latter stage. Especially, this behavior of swelling stress generation was affected by the
thickness ratio of face to core.
3) By designing the layer construction of board so as to increase the interactive restraint between
both faces and core, the development of the dimensional change and swelling stress parallel to the
plane of board can be effectively controlled.
4) In designing the layer construction of board, both the optimum ratios of MOE and thickness of
face to core should be applicable not only to the increase of MOE, but to the dimensional
stabilization of the whole board.
Key words : particleboard ; linear expansion ; restraint coefficient ; swelling stress.

