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木材の塑性流動変形に及ぼす電子線照射の影響＊1
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Influence of Electron-beam Irradiation 
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　The purpose of this study was to confirm the influence of electron-beam （EB） irradiation on plastic 
flow deformation of bulk wood. Flat-sawn specimens of hinoki （Chamaecyparis obtusa） in the oven-dry 
condition were irradiated by EB at several levels of absorbed dose ranging from 0 to 263 kGy. Free 
compression tests were performed on the irradiated specimens at moist and heated conditions to 
obtain stress-strain curves. Young’s modulus, proportional limit stress, and flow starting stress obtained 
from the curves were decreased by increased dosage. It was shown that the EB irradiation caused a 
decrease in the stress required for flow deformation while smaller decrease for elastic deformation or 
densification deformation. The proportional limit strain, flow starting strain, and maximum strain in the 
curves indicated that the EB irradiation promoted the flow deformation, though it did not affect the 
elastic deformation and densification deformation. The change in shape of specimens during the 
compression test was also examined. The irradiation promoted the deformation along the tangential 
direction which was also observed for the non-irradiated specimens. The irradiation also caused 
deformation along the fiber direction which was not caused in the non-irradiated specimens, and the 
deformation increased with increased dosage. Observation of the specimen surface using the scanning 
electron microscope indicated that the deformation along the fiber direction was caused by fracture of 
the wood fiber due to the EB irradiation.

　Keywords :  electron beam irradiation, wood flow forming, plastic flow deformation, densification, 
elastic deformation.

　本研究の目的は，木材の塑性流動変形への電子線（EB）照射の影響を確かめることである。
全乾ヒノキの板目板に 0～263 kGy の吸収線量でEB照射し，湿潤・加熱状態で圧縮試験を行い，
応力－ひずみ曲線を得た。ヤング率，比例限度応力，及び流動開始応力はEB吸収線量の増加に
伴い減少し，EB照射は木材の弾性・圧密変形よりも流動変形に必要な応力を大きく低減させる
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1.　緒　　　言

　木材の流動成形は，金型を用いて木材を塑性流動
変形させて様々な３次元形状にプレス成形する新し
い技術である1）。金型内の木材に圧縮力を加えると，
細胞壁が変形しながら内腔体積が減少する圧密変形
が生じ，さらに圧縮力を加えると細胞どうしの剥離・
せん断すべりが生じて流動変形が起こる2）。
　流動変形は細胞間層を起点として生じると考えら
れているため，成形による形状付与を容易にするた
めには細胞間層が降伏しやすくなるような物理的あ
るいは化学的な処理が有効である。これらの処理の
例として，添加剤の含浸3），含水率制御2），化学修
飾4）などの組合せが試みられてきた。現在，実用上
の観点から成形物の大型化が求められており，木材
の成形性を向上させるためには構成成分を部分的に
分解あるいは溶解する処理など，より積極的な手段
を考える必要がある。それらの処理の例としてアル
カリ処理などの化学的方法があるが，木材内部への
薬品の残留対策など工程の複雑化が問題である。
　そこで本研究では，木材の成形性向上のための手
段として電子線（EB）に着目した。工業的に利用
される放射線は他にγ線や紫外線があるが，EBは
電気的に制御可能で線源として放射性元素を扱う必
要がなく，かつ実用レベルの透過性を有する点で優
位と考えた。EB照射は，高分子の架橋やグラフト
重合等を促進するための手段として用いられている
が，逆に分子間結合を切断する能力も有する5）。EB
照射のこの性質を利用して木材の構成成分の改質を
検討した研究として，酵素分解の前処理6, 7）や耐候
性向上処理8）についての事例が見られる。同様に，
EB照射によって木材構成成分の分子間結合を効率
よく切断できれば，成形性をより一層向上させられ
ると考えられる。
　本研究の目的は，バルク木材の塑性流動変形に及
ぼすEB照射の影響を確かめることである。そのた
め，数水準の吸収線量でEB照射した木材試験片に
ついて，流動性が発現する高温・湿潤状態としてか
ら圧縮試験を行った。試験で得られた応力－ひずみ
曲線，試験片の形状変化，及び表面観察より，流動
成形におけるバルク木材の成形性に対するEB照射

の効果について考察した。

2.　実　　　験

2.1　試料
　ヒノキ（Chamaecyparis obtusa）の移行材に近い
心材部から，200 mm（L）×20 mm（T）× 2 mm（R）
の板を R方向に連続して10枚切り出した。その板
から直径15 mm，厚さ 2 mmの円盤状の試験片を L
方向に連続して10枚切り出した。なお，試験片はR
方向にも連続するように位置を合せた。本実験では，
木表側から数えて奇数枚目の板から切り出した試験
片を用い，残りは予備の試験片とした。
2.2　EB照射処理
　試験片を送風乾燥器（105 ℃）で24時間乾燥させ
てから寸法と質量を測定し，さらに３時間乾燥させ
た。試験片を４つのグループに等分し，グループご
とにまとめてナイロンポリ袋（飛竜HNタイプ，旭
化成（株））に移し，試験片周囲の空気の入れ替わ
りがないよう加熱式シーラーで密封した。そのまま
EB照射まで乾燥シリカゲル入りデシケータ内で44
時間保管した。
　EB照射処理は，加速電圧が300 kV の電子線照射
装置（キュアトロン（EBC－300），（株）NHVコー
ポレーション）で行った。チタン製のEB出力窓と
試験片の間（73 mm）は窒素で充填されており，試
験片に入射直前の EBのエネルギーは約250 keV で
あった。袋に封入したままの試験片のうち３つのグ
ループは，デシケータから取り出した後，木表と木
裏からEB照射をそれぞれ１回ずつ，３回ずつ，ま
たは６回ずつ行い，１つのグループは非照射とした。
　それとは別に，積層したブルーセロファン（１枚
あたりの厚さ0.023 mm）に EB照射したときの層ご
との吸光度変化から厚さ方向の吸収線量の分布を計
測した結果により，木材とセロファンの単位密度あ
たりの各種元素含有量が同等として，試験片深さ方
向のEB吸収線量を求めた。ナイロンポリ袋を除く
試験片へのEBの吸収線量は厚さ方向に分布してお
り，表裏１回ずつの照射においては，分布曲線の重
ね合わせから最外面でほぼ最大値（52.2 kGy），中
央面で最小値（32.2 kGy）となり，試験片全体での
平均値は43.9 kGy だった。本研究の範囲では照射回

と示唆された。各変形に対応するひずみより，EB照射は木材の弾性・圧密変形量よりも流動変
形量を増加させると示唆された。試験前後の試験片の形状変化より，EB照射は非照射でもみら
れた接線方向への流動を促すことが分かった。またEB照射は，非照射ではみられなかった繊維
方向への流動を発現させ，その量は吸収線量の増加に伴い増大した。試験片表面の走査型電子顕
微鏡観察より，繊維方向への流動発現は，EB照射で繊維が破断しやすくなったためと推察された。
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数の増加による試験片の変質が少ないものと判断
し，表裏１回照射の吸収線量を照射回数で乗じた値
を総吸収線量として差し支えないものと考えた。す
なわち，表裏１回ずつ，３回ずつ，及び６回ずつの
EB 照射における試験片への吸収線量をそれぞれ
44，132，及び263 kGy とし，非照射を0 kGy とした。
なお，切り出した試験片の各吸収線量への割り当て
はTable 1 の通りである。
　EB照射後の試験片は，袋に封入したままデシケ
ータに戻し，3.5時間後に袋から取り出して送風乾
燥器（105 ℃）内に移して27時間放置した。非照射
（ 0 kGy）の試験片についても，熱履歴を揃えるた
め同様に処理した。その後，寸法と質量を測定し，
耐圧容器内で蒸留水を減圧注入させた後，新しい蒸
留水に移し替えて20～26時間放置した後に圧縮試験
に供した。なお，R方向の寸法はマイクロメーター
（CLM1－15QMX，（株）ミツトヨ）を用いて測定し，
L，T方向の寸法はイメージスキャナ（GT－S650，
セイコーエプソン（株））によるスキャン画像から
計測した。
2.3　圧縮試験
　木材の流動現象を評価しやすくするため，同じ板
から切り出した同じ EB 照射条件の試験片２枚
（Table 1）を R方向に重ね合わせて圧縮試験を行
った。なお，２枚の試験片は，木表と木裏が向かい
合い，かつ L方向が揃うように重ねた。
　圧縮試験にはデジタル万能試験機（Instron5582
型）及び円柱状の金属製パンチ２つを用いた。パン
チは，試験片と接する表面を最大高さRz＝0.4 µm
の表面粗さとなるように研磨後，CrN の物理蒸着
処理したものを用いた。処理後のパンチの直径はい
ずれも d＝15 mm だった。クロスヘッドに装着し
たロードセルに１つのパンチを固定し，試験機のベ
ースプレートにもう１つを固定した。２つのパンチ
の表面は，ヒーター付のコンテナを被せることで
120 ℃に予熱した。
　２枚重ねの試験片を予熱した２つのパンチの間に
挟み込んだ（Fig. 1a）。コンテナを被せて２分間加

熱してからコンテナを除去後，クロスヘッドを速度
0.05 mm/s で変位させることで試験片を圧縮した。
そのときの圧縮荷重Pとパンチ間隔hsを記録した。
さらに，試験片がない状態での圧縮荷重 Pとパン
チ間隔 hb を記録し，治具の変形を考慮したパンチ
間隔 h（P）を hs（P）+hb（P）と計算した。２枚の試験
片のR方向寸法の合計をh0として，公称ひずみε（=1
－h/h0）と公称応力σ（=P/（πd2/4））を計算し，応
力－ひずみ曲線を求めた。圧縮試験はσの値が
113 MPa になるまで行った。なお，湿潤状態の試
験片を加熱することによって発生する水蒸気の蒸気
圧が荷重に影響することも考えられるが，試験片の
寸法が小さいことから，その影響は無視できるもの
とした。
　試験後の試験片は，乾燥器（105 ℃）で39時間乾
燥してからイメージスキャナで LT面の寸法測定を
行った。

Fig. 1.  Deformation behavior and definit ion of 
parameters in free compression tests.

2.4　各種パラメータの計算
　圧縮ヤング率E，比例限度ひずみεp，及び比例限
度応力σp は，日本工業規格9）に準拠して応力－ひ
ずみ曲線より求めた。流動開始ひずみεf は，流動
変形が始まる領域と想定されるε<0.7範囲におい
て，応力のひずみによる微分 dσ/dεが極大値を示
すときのεの値とした。流動開始応力σf は，応力－
ひずみ曲線においてεがεf に等しくなるときのσの
値とした。最大ひずみεｍは，圧縮試験が終了した
時点におけるひずみの値とした。

Table 1.　Assignment of specimens for EB irradiation at each absorbed dose.

Number of board in order from 
edge of a rectangular block

Number of specimen in order from edge of a board
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1    0a）  44 132 263 Reserve   0  44 132 263 Reserve
3  44   0 263 132 Reserve  44   0 263 132 Reserve
5 132 263   0  44 Reserve 132 263   0  44 Reserve
7 263 132  44   0 Reserve 263 132  44   0 Reserve
9   0  44 132 263 Reserve   0  44 132 263 Reserve

Note : a） Unit of numbers of 0, 44, 132, and 263 is kGy.



　62 ［木材学会誌　Vol. 66, No. 2杉野秀明　他

　圧縮試験前後での試験片のTと L方向の変形率
δT とδL は，それぞれ100（t－t0）/t0［％］と100（l－ 
l0）/l0［％］とした。ここで，t0と l0はそれぞれ圧縮
試験前（EB照射後）の Tと L方向の全乾寸法，t
と l はそれぞれ圧縮試験後のTと L方向の全乾寸
法である。
2.5　SEMによる試験片表面の観察
　圧縮試験後の試験片 LT面に金蒸着したのち，そ
の中央部付近を SEM（JSM－IT500，日本電子（株））
を用いて撮像した。撮像は，高真空モード，加速電
圧 5 kV，焦点深度12 mmで行った。

3.　結果と考察

3.1　圧縮試験に用いた EB照射試験片の特性
　本研究に供した試験片について，圧縮試験で用い
た２枚を１組として計算したEB照射前後の特性値
をTable 2 に示す。EB照射前の全乾密度から，照
射条件ごとの試験片の偏りがなく振り分けられてい
ることがわかる。EB照射前後の全乾質量，全乾体積，
及び全乾密度の変化を見ると，吸収線量が大きいほ
ど全乾質量の変化率の絶対値が大きい傾向は見られ
たが，いずれも約0.6％以下と小さく，吸収線量ご
との目立った差異はなかった。圧縮試験直前の試験
片についても，水の空隙充填率及び R方向の積層
厚さは，吸収線量による影響はほとんど見られなか
った。以上から，圧縮試験の結果については，EB
照射による試験片の寸法，密度，含水率の変化を無
視して議論することとした。
3.2　応力－ひずみ曲線に及ぼす EB照射の影響
　圧縮試験で得た応力－ひずみ曲線のうち，各 EB
照射条件で代表的なものをFig. 2 に示す。全ての照
射条件について，応力σはひずみε＝ 0～0.02で直
線的に増加したのち，ε＝0.02～0.4でほぼ一定とな
り，ε＝0.4～0.6付近で再び増加するがε＝0.6～0.7
付近でその増加率が減少し，ε＝0.7以上で増加率が
上昇した。これは，高温の湿潤木材に関する既往の
圧縮試験で得られた傾向2）と同様だった。従って，
Fig. 2 の結果は，試験片が弾性変形（ε＝ 0～0.02），

圧密変形（ε＝0.02～0.6）を経てから流動変形（ε
＝0.6以上）したことを示している。また，EB照射
した試験片（吸収線量44～263 kGy）は，非照射の
もの（0 kGy）と比べてほぼ全範囲のεでσが小さか
った。さらに，吸収線量が高いほどσが小さくなる
傾向が見られた。このことは，EBを多く照射され
た木材ほど，高温湿潤状態において，より小さい応
力で変形したことを示している。

Fig. 2.  Representative strain-stress curves of EB 
irradiated samples in free compression tests.

3.3　 弾性・圧密・流動変形に及ぼす EB照射の影響
　圧縮ヤング率E，比例限度応力σp と EB 吸収線
量の関係を Figs. 3a, b に示す。Eとσp の値は，い
ずれも吸収線量の増加に伴い44 kGyまでは減少し，
その後はほぼ一定だった。圧縮ヤング率と比例限度
応力はそれぞれ弾性変形と圧密変形に必要な応力の
指標となる。従って，本研究の吸収線量範囲におい
ては，EB照射は44 kGy までは弾性・圧密変形に必
要な応力を低下させたが，それ以上の吸収線量では
低下させなかったと言える。これはEB照射による
細胞壁の剛性低下が，ある一定の吸収線量までは起

Table 2.　Properties of samples piled in the R direction at each experimental step.

Absorbed 
dose
［kGy］

Before EB irradiation Rate of change during EB irradiation ［%］ Just before compression test
Oven-dry density
［g/cm3］

Oven-dry
mass

Oven-dry
volume

Oven-dry
density

Cavity filling rate
by water ［%」

Thickness in
R direction ［mm］

0 0.462a） ± 0.013b） －0.1 ± 0.2 　0.2 ± 0.2 －0.3 ± 0.3 92 ± 4 4.26 ± 0.08
44 0.457 ± 0.018 －0.4 ± 0.3 －0.3 ± 0.3 －0.1 ± 0.4 92 ± 4 4.26 ± 0.09
132 0.464 ± 0.017 －0.4 ± 0.2 －0.1 ± 0.2 －0.3 ± 0.2 90 ± 7 4.25 ± 0.08
263 0.461 ± 0.016 －0.6 ± 0.3 －0.2 ± 0.2 －0.4 ± 0.4 89 ± 11 4.25 ± 0.08

Note : a) Average value， b) Standard deviation （n = 5）.
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こるが，それ以上の吸収線量ではほとんど起こらな
いことを示している。
　流動開始応力σf と EB 吸収線量の関係を Fig. 3 c
に示す。σf の値は吸収線量の増加に伴い，44 kGy
までは大きく減少し，それ以上の吸収線量でも単調
に減少する傾向を示した。また，EB照射によるσf
の減少比率はEやσp と比べて高くなる傾向であっ
た。流動開始応力は流動変形に必要な応力の指標と
なる。従って，EB照射は，流動変形に必要な応力
を低下させ，その効果は弾性変形・圧密変形と比べ
て大きかったと言える。高温の湿潤木材にみられる
流動現象は，主に木材の細胞間層付近の熱軟化に起
因すると考えられている2）。そのためこれらの結果
は，EB照射が細胞壁の剛性の低下よりも，細胞間
層の軟化に大きく影響したことを示唆している。
　圧縮試験における各変形でのひずみとEB吸収線
量の関係を Fig. 4 に示す。比例限度ひずみεp 及び

流動開始ひずみεf は EB吸収線量に影響されなかっ
た。一方，最大ひずみεｍは EB 吸収線量の増加に
伴い増加した。木材の弾性，圧密，流動による変形
量はそれぞれεp，εf－εp，εｍ－εp で代表される。
従ってEB照射は，高温の湿潤木材の弾性と圧密に
よる変形量にはほとんど影響しないが，流動による
変形量には影響したと言える。
　試験片 LT面の圧縮試験前後のイメージスキャナ
画像のうち，各 EB 照射条件で代表的なものを

Fig. 3.  Relation of （a） Young’s modulus, （b） proportional 
limit stress, and （c） flow starting stress to 
absorbed dose.

Note :  Error bars represent standard deviations （n = 5）.

Fig. 4.  Relation of strain at each stage in free 
compression test to absorbed dose.

Note :  Error bars represent standard deviations （n = 5）.

Fig. 5.  Representative change in shapes of samples 
during free compression test for each absorbed 
dose.
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Fig. 5 に示す。EB吸収線量の増加に伴い，試験片
のT方向への変形は明らかに増加した。Fig. 4 に示
した EB 吸収線量と圧縮ひずみの関係において，
EB照射は主にε＝0.6以上の流動変形に影響したと
みられたが，これは EB照射によって T方向の流
動変形が促されたことが一因であると思われる。
3.4　流動変形の異方性に及ぼす EB照射の影響
　EB照射の流動変形の異方性への影響について調
べるため，Fig. 5 に代表されるイメージスキャナ画
像を用いて試験片のTと L方向への変形率δTとδL
を評価し，吸収線量との関係を Fig. 6 に示した。
EB吸収線量の増加に伴いδT とδL はともに増加し
たが，増加率の傾向は異なった。δT の増加率は吸
収線量が高いほど減少し，δL の増加率はほぼ一定
だった。また，δTは非照射（0 kGy）の試験片につ
いても80％と比較的大きかったのに対し，δL では
非照射の試験片ではほぼ０だった。

　EB非照射試験片（0 kGy）と照射試験片（263 kGy）
に関する圧縮試験後の LT表面中央部付近の SEM
画像を Fig. 7 に示す。非照射試験片（Fig. 7a）では
表面の亀裂は L方向にほぼ平行に生じていた。こ
の結果は，試験片のT方向への変形が細胞間層付
近のすべり現象であることと矛盾せず，少なくとも
木材繊維の破断がほとんど生じなかったことを示唆
している。一方，照射試験片（Fig. 7b）では亀裂が
L方向だけでなくT方向にも平行に生じていた。
この亀裂の生じている組織を確かめるため，亀裂部
付近を拡大した SEM画像（Fig. 7c）を見ると，木

Fig. 6.  Relation of deformation rates in L and T 
directions to absorbed dose.

Note :  Error bars represent standard deviations （n = 5）.

材細胞１個の構成要素よりも小さい数ミクロンオー
ダーの繊維が確認できた。
　これらの結果から，流動変形の異方性とEB照射
による木材構成成分の変化の関係について推察し
た。高温の湿潤木材における繊維直交方向への変形
は，主に細胞間層付近でのすべり現象に起因すると

Fig. 7.  SEM image of LT-plane surface around the 
center for irradiated （263 kGy） and non-
irradiated （0 kGy） samples.

Note :  Area surrounded by dotted line in （b） is 
magnified in the image （c）.
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考えられている2, 10）。従って，試験片のT方向の変
形は同様のメカニズムで生じたと推測され，EBが
リグニン含有比率の高い細胞間層11）に作用した結
果と考えることができる。Fig. 6 の変形率δT の増
加率が高い吸収線量のときほど減少した理由とし
て，δTの絶対値が大きいほど流動が進んだ際のパ
ンチ直下の木材実質量が少なくなることが考えられ
る。別の要因として，EBのリグニンに対する作用
は結合反応と分解反応が同時に起こり得ると考えら
れており12），δT が増大した低吸収線量では結合反
応よりも分解反応が主体的に起こったとも考えられ
る。また，EBが細胞間層に作用した要因として，
空気中の酸素に作用して発生したオゾンが木材中の
リグニンやヘミセルロースの分解13）を促した可能
性も考えられる。一方，試験片のL方向の変形では，
細胞間層付近での繊維方向へのすべり抵抗は極めて
大きいと考えられるため10），EB 照射による変形促
進の主な要因は，木材繊維の破断によるものと推察
される。EB照射はセルロースの重合度を低下させ
ることが報告されており14），Fig. 7c の亀裂の発生
はEB照射によって細胞が破断しやすくなったため
と考えられる。Fig. 6 の変形率δL の変化は EB吸収
線量の増加とともに増加していたため，本研究の吸
収線量の範囲ではセルロースは結合反応よりも分解
反応が主体的に進行していくと考えられた。

4.　結　　　言

　バルク木材の流動成形において，EB照射が流動
変形へ及ぼす影響を確認したところ，以下のことが
確認された。
　圧縮試験で得られた応力－ひずみ曲線では，ほぼ
全てのひずみ領域においてEB吸収線量の増加に伴
い応力が減少した。圧縮ヤング率，比例限度応力，
及び流動開始応力に及ぼす EB 吸収線量の影響か
ら，EB照射は，木材の弾性・圧密変形に必要な応
力よりも，塑性変形に必要な応力を大きく低減させ
ることがわかった。また，比例限度ひずみ，流動開
始ひずみ，最大ひずみに及ぼすEB吸収線量の影響
から，EB照射は木材の弾性・圧密による変形量に
はほとんど影響しないが，流動による変形量には影
響することがわかった。
　また，圧縮試験前後の試験片の形状変化より，
EB照射は非照射でもみられたT方向への変形をさ
らに促進することがわかった。またEB照射は，非
照射ではみられなかった L方向への変形を発現さ
せ，それは吸収線量の増加に伴い大きくなった。
SEM画像の観察より，L方向への変形の発現は，

EB照射によって繊維が破断しやすくなったためで
あると考えられた。
　以上より，EB照射は木材の流動成形における変
形量を増大させ，成形性の向上に寄与することが期
待される。今後は，EB照射が木材に及ぼす影響に
ついて木材構成要素の微細構造，化学構造，及び組
織構造の観点から解明することが課題である。特に，
木材へのEB照射によるセルロースの結晶化度・結
晶寸法の影響等について力学的性質との関係を明ら
かにする必要がある。
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