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第 1章序 論

凍裂(とうれつ，霜割れ，霜裂，寒裂)， Frostrisse (Frostspalten， Kalterisse， Frost-

klufte， Eisklufte， Eisborsten; Frost cracks， Frost splits; gelivure; Frostsprikor)の定義

とも云うべきものは，多くの学者によって，いろいろの形で与えられている。たとえば，

CASPARY (1855)聞 は，

• • • • ， durch den Frost der Lange nach oft bis aufs Mark gespalten 

werden， • • • • 

と，凍裂は樹幹上lと寒さによって生ずる縦長い放射方向の割れであることを述べている。

Lかるに HEss-BECK(1935)28)によれば，

Frostrisse sind durch Winterfrost meist unter Mitwirkung von-Wind ver-

ursachte Langrisse an Stammen. Sie gehen von der Rinde aus und setzen sich 

in radialer Richtung mehr oder weniger tief in. den Holzkorper hinein fort. 

と，その主なる発生原因として，寒さの外に風の機械的作用の共存を挙げ，さらに GAYER・

F ABRICIUS (1935)19) によれば，

Frostrisse， Eisklufte sind Strahlenrisse， welche am stehenden Baum. bei sehr 

grosser Winterkalte unter Mitwirkung des Windes stets zwischen zwei Wurzel-

ansatzen auftreten. 

と，凍裂の最も多く発生する位置をつけ加えている。また， Forestry terminology (1950)叫

は， Frost crack について

A longitudinal radial split in the wood of a tree， generally near the b8.!'e of 

the bole， from internal stresses set upby .low temperatures. 

と述べている。

乙れらを二，三の実例とする多くの文献における凍裂の定義の共通点を求めると，

1) 凍裂は樹幹の外周部から内方に向う縦長い割れ目であること，

2) これが寒さによって発生するものである ζ と，

の2点である。著者によって定義ないし定義的な記述がちがっているのは，との基本の形

l乙発生機構l乙対する見解その他の説明的要素が附加されているからである。i

凍裂の発生機構をテ F マとする筆者の研究においては，その対象となる凍裂の定義を

明確にしておかなければならない。上に見たように，凍裂の定義的記述の中には，すでに
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その発生機構lと対する解釈を含むものが多いが，ことではそのような解釈そのものが問題

iどなるのであるから，斯かる要素はできるだけ排除しなければならない。したがって， ζ

とでは“凍裂"を，樹幹外周部から内方iζ向う，冬の低温時lζ発生する縦長い割れ目と定

義しておく。なおi便宜的l乙，爾後の記述において，“凍裂"なる語を上l乙定義したような

割れ目を発生する現象すなわち凍裂現象の意味に用いることがあり，また，時lこ“凍裂す

る"の如く，動詞的lと用いる場合もある。

凍裂の現象は，かなり古ぐから，世界の寒冷各地の林業者の聞に知られており，これ

に関する林業上の調査研究が多く行なわれている。すなわち，凍裂の発生と樹種，立地，

作業法などとの関係，利用上の欠点としての観点からの凍裂樹幹の形態的特性に関する調

査などが乙れである。

一方，凍裂の発生機構についても古来，多くの人達によって研究，考察がお乙なわれ

た結果，多くの説が提出されている。しかし，今日なお，統一的な定説というものがなく，

部分的には明らかな不合理を含み，また互に矛盾する幾つかの説が，それぞれ，多くの研

究者によって支持され，引用されている状態である。思うに，とれは，凍裂現象の原因，

機構が，林学上の多くの問題と同様に決して単純なものではなしそれに関与する要因が

甚だしく多い乙とに基因するものと云うべきであろう。したがって，この問題の一般的な

真の解明は，林学領域における多くの学問，とくに森林環境学，林木生理学，低温におけ

る樹幹の物理学などの協力によってはじめて達成され，林木撫育上の適切な手段を以てこ

れが防止を図る ζ とが可能になるものと考えられる。

北海道iのトドマツにはしばしば凍裂が発生してその利用価値を低下しており 32)，附タう

また，北海道産の有用広葉樹種も，多かれすくなかれ，そのほとんどが凍裂の害を受けて

いる。林木を凍裂の害から保護すべき林業上の手段については，経験的に多くのことが教

えられているが蹄 それらの保護手段は現象の本質の理解の上に立っておこなわるべきも

のであるととは論を倹わない。とのために乙そ，従来も多くの西欧の研究者によって発生

機構についての論議が行なわれて来たのである。しかし，本邦においては，かなり凍裂の

発生がみられるにもかかわらず，その発生機構についての系統的な研究は全くお乙なわれ

、ていない。その完全な解明の困難なことは上述のとおりであるが，関係部門の研究者の，

それぞれの立場からの研究成果を積み上げて行くことによって，その解明に一歩一歩近づ

くζ とができるのである。その意味では，筆者の，北海道産トドマツの凍裂に関する研究

は，主として樹幹の形態学，木材理学の立場からの一つの努力に過ぎないものであって，

さらに他の部門からの積極的な研究の行なわれることが望まれる。

しかしながら，北海道のトドマツについての筆者の研究によれば，従来，凍裂の原因

としてはほとんど考慮、されていなかった，その樹幹内部の水喰材の存在が，その凍裂の主
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因をなすものと判断される。乙の条件の考慮なしには， トドマツの凍裂の発生機構は明ら

かにされないであろう。従来の諸説によれば，凍裂がなぜ一部の個体にしか発生せず，議

はなぜ樹幹の限られた一部にしか発生しないかを，多くの努力がなされたにもかかわらず

明確にするととができなかった。 トドマツの水喰材は，凍裂とは無関係に，全く個体的な

原因によって発生するものであるから水喰材が凍裂の主因であるとするならば，上述の疑

問点はトドマツl乙関する限りは，ほとんど解明されるものと信じて差支えない。

乙の論文は，北海道産トドマツの凍裂の発生機構を，主としてその内部的特性，すな

わち水喰材との関連において考究したものである。この論文のはじめに，西欧諸国，とく

にドイツの文献によって，今日までの凍裂の発生機構に対する研究の歴史について述べ，

ついで北海道における凍裂，とくにトドマツの凍裂の発生状況を概観する。次に論文の本

論において，まず， トドマツの凍裂の発生l乙関与する主なる因子として，その樹幹の内部

的特性すなわち水喰材の存在を挙げなければならないこと， しかも，乙れが凍裂個体を決

定する個体的条件である ζ とについて述べ，次にトドマツの樹幹に外部から作用して，そ

の凍裂の発生に関与すると考えられる主なる条件，すなわち低気温，とくに急激な気温陣

下の意義について述べる。最後に，これらの内部的，外部的条件が如何に関連して凍裂が

発生するものであるかについて考察をお ζなう。

この研究におけるいろいろの調査，観察・測定，一部の実験は何れも厳冬期の野外で

おこなわれたもので，実施上の多くの障害にもとづく不備の点がすくなくなかったように

思われる。乙の意味では今後さらに完備した条件の下での精しい観察実験をおとなうこと

が望ましい。

本研究は，終始現北大名誉教授大沢正之博士の御指導の下に進められた。こむに厚く

御礼を申述べる。また多くの現地調査，現場における観察・測定などに便宜を与えられた

北海道道有林，道内国有林関係の方々，またいろいろと御協力をいただいた北大演習林，

なかんづく雨竜派出所，天一派出所の方々に深甚の謝意を表したい。

第2章研究史

凍裂の発生機構に対する最も素朴な一つの解釈は，古くから西欧に伝えられていると

云われる Marchenの中にみることができる。 1885年， Forstwissenschaftliches Central. 

blatt紙上に H.M.AYR聞は， 凍裂の発生機構についての ALERSの説日に反対してー交を

のせているが，その中で，

Der Stammfrost giebt dem Vufasser Gelegenheit， das alte Marchen von der Spreng・
ung der Baume in Folge Ausdehnung derselben durch das Erstarren des Pflanzensaftes 

dem jungen Forstmanne neu aufzutischen; ・.. 
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と述べている。 MAYRのいう Marchenは具体的に何を指すものかははっきりしないけれ

ども，北飲神話の中にも ζの趣旨のものがみえているといわれる。何れにしても，凍裂は

古くから，厳しい寒さの時に樹液が凍り膨張して幹が破裂するものである，と漢然と考え

られていたようである。われわれは， ζ 乙l乙最も素朴な形での凍裂の発生lと対する一つの

解釈をみるととができる。

DOBEL (1746)績は，彼の著書 Jager=Practica(1746)の中で，多くの樹種，とくに Eiche，

R'otbuche， Escheなどの広葉樹には，厳しい寒さのために凍裂が発生するが，その主なる

原因は，その樹幹がよく成長し，多孔質な乙とであると述べている。

18印年， H. NORDLINGER聞は KritischeBlatter fur Forst-u. Jagdwissenschaft紙

上に“Bedeutungdes守 Winterfrostsfur die Waldbaume"なる論文をのせ， 乙の中で当

時までの，凍裂発生の機構lζ対する諸説を紹介している。乙れらの諸説の発表された文献

には筆者が入手できなかったものが多いので， ここには主として乙の NORDLINGERの論

文を参照して，当時までの模様を調べてみよう。

No斑玉LI陥 ERは，はじめに，従来おとなわれて来た凍裂機構に対する樹液の凍結

膨張説は正しいものでないととを示差し，さらに，乙れに関する GOPPERTの研究，

HUND回 HAGENの見解などを紹介している。

HUND白臥G聞の所論は，との頃の樹液膨張説lζ対する反論の一つの代表的なものと

考えられ(文献58の136頁L

• ， wenn die Frostrisse von Ausdehnung des Holzes durch gefrornen 

(salzehaltigen) Saft herruhrten， da.s Platzen hauptsachlich zur Zeit des Gefrieren d.h. 

der grδssten Eisausdehnung zwischen dem Nullpunkt und einigen graden darunter 

stattfinden. Diess ist aber nicht der Fall， vielmehr knallen die Baume in der Regel 

erst bei weit tieferer Temperatur und um so haufiger， je strenger die Kalte. 

と主張する。そして彼自身は風の乾燥作用を凍裂の原因として強くみている。

つまり，樹液の凍結膨張によって凍裂が起るものとすれば OQCあるいはそれより幾

分低い温度において凍裂が起らなければならないが，事実は然らず，もっと低い温度で樹

幹は割裂するものである，と云うのである。乙のような議論は，後年 (1880年代)， ALERS 

とT.NORDL町GERその他によっても繰返されている。

NORDL別GERは次にScHUPLERの見解を紹介している。 これは凍結による膨張説の

範鳴に属するものであるが，それが樹幹の中心部附近にある異常水分の凍結を主として考

慮している乙ろに特徴がある。 NORDLll¥むERはそのようなことは考えられない乙と，もし

そうならば頭木作業のとられている林に凍裂は多く見出される筈であるが事実はそうでな

義文献8)参照。
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いと述べている。

Hm由'EsHAG聞は上に述べたように，従来考えられて来た樹液膨張説の矛盾を指摘し，

風による一種の樹幹の乾燥収縮説をとるが， NORDL芯むE:Rはこれについて，樹幹の材部は

樹皮lとよって乾燥に対し保護されているとと，樹幹の破裂音は風のない静かな時にしぼし

ば起るものであること，冬の空気は比較的湿っていること，樹幹は冬には比較的に含水率

が高いものである乙となどを挙げ， HUNDESHAGEN に反論している。次に NORD日間ERの

紹介している GOPPERTの見解もその原著がないので詳細がわからないが，凍結して脆弱

になっている材部が風の機械的作用によって凍裂する。とくに枝において然りというもの

である。しかし， NORDLINGERも CASPARy
17

) も批判的で， CASPARYは理論的には異論は、

ないが，校の軸のと乙ろに凍裂のあるのをみた乙とがないと述べている。

最後に H.NORDLINGER自身は， DUHAMEぴの実験(寒さによって樹幹の円周が減小

することの測定)，TH. HARTIG怖の実験(略々 DUHAMELI乙同じ)， H. NORDLINGER....lI-の実

験(円板について，のその放射方向および円周方向の収縮を測定)，また，略々彼と同じ方法

の CASPARY町・11)の実験などについて記述したあと，寒さによっで樹幹の周囲が縮小する

乙と，また円板については円周方向が放射方向より多く収縮することを確認し，結局，.次

のように結論している。“すなわち，凍裂の発生は，寒さによる樹幹の収縮l乙基づくもので

はあるが，単lζ見掛上，樹幹の円囲が縮小じたとしても，若しそれが樹幹の内部全体にわ

たって均一に収縮したものであるならば樹幹は割裂する筈がなめ。乙れが不均一な収縮を

した場合には内部の層が抵抗し，樹幹の外層が割裂することも考えられるが，しかし，乙

れは必ずしも事実に符合するものではない。結局，最も確からしいのは，割れ目が放射方〆

向l乙発生するととから考えて，木材本来の性質である，円周方向において放射方向よりも

多く収縮すると云うこと(あたかも木材の乾燥における如く)に基づ〈ものである"と。乙

れは， No即 L町GERの引用によれば， DUHAMELなどもすでに指摘していたところである。

ROBERT CASPARYは BotanischeZeit¥lng誌上l乙185512
)・U)および 1857'

町・
11)年にそれ

ぞれ3回づっ，凍裂に関する論文を載せている。今から 100年前に出された，前後6、固に

わたる CASPARYのとれらの論文は， 今日までに発表された論文の中では最も大きいもの

の一つであり， しかも，その大部分は，凍裂は如何にして発生するものであるかと云う問

題の解明に充てられている。 CASPARYの結論の要点は，先に述べた NORDLlNGERのもの

と同種のものである。すなわち，円周方向の熱膨張係数が放射方向のそれよりも大きい事

実を実験的に確かめ，その事実からみれば，樹幹が割裂する乙とは数学的にも疑いのない

骨 Exploitation1. p. 323 (文献58による)。

榊 Allgemeine Forst. u. Jagdzeitung. 1849 (文献58による)。

勢 判 同 上 1850 ( /1。
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と乙ろであるとしている。但し数学的証明そのものはこの論文では扱われていない。

木材の理学的な問題に造詣の深かった DUHAIvIEL，H. N億 DL町GERの研究，また

CASPARYの詳細な研究の結果などから到達した，凍裂発生i乙対する樹幹の異方性収縮説は

当時，すなわち， 1850-1870年頃に，すでに一つの定説となっていたものと考えられる。

ζの説は後年，すなわち今日 i乙至るまで最も確からしいものとして，多くの文献にしばし

ば引用されていると乙ろのものである。

1880年代には， G. ALERSの凍裂発生機構に対する見解発表をめぐって一時論争がお

こなわれた。

1884年， G. ALERSl)は，北部温帯地域の林木に対する寒さの影響に関する一文を発表

した。 との中で ALERSは樹幹の凍裂， とくにその発生機構について見解を述べている。

ALERSはその中で， “寒さのきびしい時には樹幹の中の樹液が外から中の方へだんだん凍

ってゆく。凍結が深く進入するにつれて樹幹には，樹液の凍結膨張による内圧が発生し，

その力が大きくなると樹幹はついに割裂するに至る。 CASPARY，H. NORDLINGERなどの

説くように，凍裂は突然の低温の来襲によって発生するものではなくて，強い寒さが続く

ような夜など，夜通し凍裂することがあるものだぺ と主張して， CASPARYなどの説に反

対した。

1885年， T. NORDLINGERは， Allgemeine forst・ undJagdzeitung誌上町 l乙，ー小冊子

として出版された ALERSの上掲論文の紹介と批判の筆をとり，樹液の凍結による内圧が

凍裂の原因であるならば， 樹液の凍結温度，すなわち OoC，あるいはそれよりすこし低い・

温度において凍裂が起る筈だが，事実は…・..ALERSも述べているように……もっと強い寒

さが続く時に凍裂は起るものであり， ALERSの説は事実と矛盾するヘ凍裂の原因はただ

一つ，木材の乾燥lζ際してみられると同じように，寒さによる円周方向の収縮が半径方向

のそれJと比べて大きいと云うことである，と主張いている。

翌1886年， T. NORDLINGERの批判に応えて ALERS2)は， NORDLINGERの説lとは賛成

じ兼ねるとし，実際の凍裂がかなり低い温度において起ると云う批判については， OoCあ

るいはそれより僅かに低い温度と云うことではなしに，かなり強い寒さが必要であって，

ζれによって，樹液は外周部だけでは芯く内部まで凍結し，こ乙ではじめて樹幹が害j裂す

るものなる乙とを力説している。 乙の反論の中で ALERSは，強い寒さの時にも，あらゆ

る樹幹が割裂するものではない乙とについての推論を述ている。 NORDLINGERは再度批判

の筆を取り闘う凍裂がOoC付近ではなしかなり低い温度において起るものであると云う

事実と ALERSの説とは矛盾すると強調した。

ALERSの上記の小冊子は，また， 1885年， H. MAYR によって Forstwissenschaftliches 

* 277頁 HUNDESHAGENの説を参照の ζ と@
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Centralblatt誌上に紹介されたがベ ζ の中で MAYRは ALERSの説を一笑に付し， ζれは

あたかも古い Marchenの中味を事新しく持ち出して来たようなものだときめつけたへと

ζ ろで，その H.MAYRはどのように考えていたのであろうか。

MAYRはその造林学回〉の中で， まず古くからの凍結膨張説及びR.HARTIGの凍結に

際しての細胞膜の乾燥説を否定し，樹液の多い辺材部分が低温で凍結すれば，その部分

は，いわば，一つの氷の筒とみなされる状態になる，凍裂が，樹幹外周部から発生するの

は，この部分が寒さのために収縮割裂するからである.と述べている。 HERBERTS京到百円

も類似の考えを述べているが，これらの説はその後あまり引用されていない。

1888年， BEL町G町は当時までの凍裂発生機構に対する諸説の分類を試みた後，次のよ

うに彼の凍裂発生現場を目撃した経験について述べている。 ζのような記述は非常に珍」し

いので関係部分を掲載する (文献8の29頁)。

1m Winter 1837/1838 herrschte zu Anfang eine aussergewohnlich milde Temp-

eratur， die in den ersten Tagen des Januar an einem klaren sonnigen Tage bei 

plotzlich nach Ost drehendem Winde in sehr strenge Kalte uII1schlug. Als ich 

am nachsten Nachmittage nach dem Eintritt der Kalte gleich nach Tisch ipit 

einem Studiengenossen den die Stadt Gδttingen umgebenden， mit starken Linden 

bestandenen Wall beging， hδrten wir mehrfallig die Linden pistolenschussahnlich 

knallen und uberzeugten uns durch Einnahme des Augenscheins， dass die Stamme 
ganz frische Eisborsten bekommen hatten resp. bekamen. 

すなわち， BELlNGは， 暖かい冬の日が続いたあとに急にやって来た低温によって，

多くの Linde'と凍裂が音をたてて発生するのを目撃したことを述べ，凍裂は急激な気温低 t

下の際の，樹幹内の温度分布の不均一による応力のために起るものであるとの説に同調し

たものと考えられる。

ROBERT HARTIG氏は 1894年ペ 1896年却に，凍裂についての研究結果を論文として

発表し，その発生機構に言及しているが， 1900年間にその著 Handbuchder PHanzenkrank-

heitenの中で，それらを次のように要約記載している (213頁)。

Wenn das Wasser im Holzkorper gefriert， so tritt bei tieferen Temperaturen 

~U:ch das Imbibitionswasser aus den Wandungen der Holzelemente in das mit 

Luft und Wasser gefullte Lumen der Organe und erstarrt dortzu Eis. Der 

verminderte Wassergehalt der Holzwandungen muss naturgem昌ss auch eine 

Volumenverminderung des Holzes zur Folge haben， da das in das Zellinnere 

ausgetretene Wasser resp. Eis keinen EinHuss auf das Gesammtvolumen des 

Holzes auszuuben vermag， sondern nur die Holzluft etwas verdichtet. Es treten 

infolgedessen ahnliche Schwindungserscheinungen zum Vorschein， wie beim 

持 276頁参照。
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Trocknen des Holzes. In der Regel entstehen Frostspalten nur dann， wenn 

plotzlich sehr starke Kalte eintritt zu einer Zeit， wo das Innere des Baumstammes 

noch ni:cht oder nur wenig geschwunden ist， so dass der von aussen schnell kalter 

und kleiner werdende Holzkorper aufreissen muss. 

HARTIGは，木材中の水分が厳しい寒さのために凍結する時， 細胞膜の中の水分が細

胞内腔lζ析出する.そのため，木材組織は，ちょうど木材の乾燥の際にみられるような収

縮を起す，そして，一般に，樹幹の外側がすでに完全に凍結しているにかかわらず内方部

分がなお凍結せず，したがって収縮していないか，或は僅かしか収縮していないような

時，急lζ強い寒さがやってくると凍裂が起る乙とを述べようとしている。すでに述べたよ

うに時 ζの説は H.MAYR ICよってその非なることが指摘されてはいるが，その後も，

HARTIGの流れを汲む多くの学者によってしばしば引用されている。

BUSSEll
)は 1910年，立木の凍裂について観察した結果を発表し，凍裂の発生機構lζつ

1いて特異な所論を展開した。すなわち，彼は先づ，当時凍裂の発生機構として，それぞれ

比較的多くの人達によって支持されていた 2つの説，すなわち， R. HARTlGの凍結による

乾燥収縮説と H.NORDLINGER以来の，樹幹内の温度差にもとづく不均当収縮説を紹介し，

その何れが是なりや否なりやは別として，冬の低気温を凍裂の唯一絶対の原因として考え

るζ とに疑問を持ち出して次のように述べている。

Hierdurch hat es den Anschein， als kame der Frost als alleiniger und ab-

soluter Faktor bei der Entstehung der Frostrisse in Betracl】t. 1st dies moglich? 

Die oben angefuhrten Theorien lassen die Frage 0妊en. Meiner Ansicht nach 

muss sie bedingungslos verneint werden， da ihre Bejahung zu unhaltbaren Kon-

sequenzen fuhrt. Es mussten dann bei genugend niedriger Temperatur und sonst 

gleichen Bedingungen samtliche Stamme eines Bestandes oder doch wenigstens 

samtliche stamme einer besonders empfindlichen Holzart frostrissig werden! Die 

Frostwirkung kann nicht absolut von dem Temperatur・ minimum abhangig 

gemacht werden. 

しかして，若し，寒さが凍裂の唯一の原因であるとすれば，それは或る一地域に対して略

々同ーの作用をするから，その林分の全林木，或いは寒さに対する感受性の同ーの樹種の

すべてが凍裂しなければならないと主張する。しかし，乙れは事実に反するところから，

彼はさらに寒さ以外の要因が考えられなければならないとし，その第ーに風を挙げてい

る。風は，勿論寒さの担い手としての作用をも果すが，彼はむしろ，樹幹に対する風の機

械的作用に注意を向けている。彼は多くの凍裂について観察した結果，その凍裂が樹幹の

上iと占る位置は二つの根、張りの間 ryvurzelhals)である乙とを見出し， 乙の事実と風の機

械的作用とを結びつけたが， ζ の説も今日まで多くの文献に引用されているので，次にそ

の原文の一部を掲げる。
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Der Sitz der Frostrisse zwischen zwei Wurze1n erklart sich durch die Wirkung 

ド desWindes. 

Die Wurze1n sind die Zugkrafte des Baumes. Ihm seinen Halt gfi!bend， wirken 

sie standig auf ihn ein. Soba1d der Baum vom Winde hin und her bewegt wird， 
kommt ihre Einwirkung vor allem zur Geltung. Es entsteht dann gleichsam ein 

Kampf zwischen den Wurze1n des Baumes und dem Schaft mit seiner Krone 

zwischen Zug und Druck. In diesem Kampfe werden die Ho1zfasern sowoh1 der 

ober-wie unterirdischen Baummasse gedehnt und gepresst und in ihrer gegenseit-

igen Lage verschoben. Dort nun， wo die Wurze1n ansitzen， d.h. wo die Zugkrafte 

des Baumes am starksten wirken， ist die Wirkung des Druckes eine beschrankte. 

Eine Spannung， we1che aus dem Entgegenwirken von Zug und Druck resultiert， 

kann zur Trennung der Ho1zfasern daher nur dort fuhren， wo. die Druckkraft d~r 

Zugkraft uberlegen ist， d. i. zwischen zwei Wurze1n， und zwar wird dieser FaU 

meines Erachtens um so eher eintreten， je starker der Druck in der Tangente 

der Zugkrat wirt. 

羽Tennnun k der Frost eine Spannung rings im Schaftmante1 erzeugt und der 

Wind eine Spannung an bestimmter Stelle desselben， so wird hierdurch die Frost-

spannung einerseits erhoht， andererseits 10ka1isiert; sie wird durch die Wind-

spannmig gezwungen， zwischen zwei Wurze1n sich auszu1osen. Eine 10gische 

F olgerung laβt sich hi.er anknupfen: Je starker Zugund Druck sind， um so 

grosser werden die Spannu昭 ensein， und um so hauf1ger wird es zur Au凶sl防δsun

der Spanm日ungenkommen. Die meisten Frostrisse mussten demnach an alten， 
starkwurzligen und breitkronigen Baumen gefunden werden. 

すなわち樹幹が風によって揺り動かされることによって，樹幹の支持体である根には，

対向的かつ交番的な引張力と圧縮力が発生する。したがって，引張と圧縮を受ける 2本の

根の閣の部分には，繊維の結合を幹軸方向lζ勇断しようとする力が働らく乙とになる。一

方，寒さによって，樹幹の円周方向l乙引張力が働らくと，結局， Wurze1ha1se において繊維

の分離が起り，寒さによる応力が消滅する。根i乙働らく力が大き耽れば大きい程それによ

る応力が大きくなり，繊維の分離による応力の消滅すなわち凍裂が，.よりしばしば起るこ

とになる"と云うのが， BUSSEの風と凍裂に関する所論の主旨である。

寒さ以外の要素lζ関連して，彼は，凍裂は風のない静かな夜lζ多く発生するものだと

云われている事実と彼の説との矛盾に対し，彼の考えを述べている。すなわち静かな夜に

きζえる音は，おそらし古い凍裂が再び裂関する時l乙発生する音なのであろうとじ，始

めて樹幹が凍裂するのはやはり風の機械的作用があってこそ可能なの2だと述べている。、

BUSSEが次lζ考えた凍裂発生のための要因は，立木生育のための立地条件の影響であ

お。氏は次のように考えている。すなわちその樹木の属する科，属によって凍裂に対、す

る感受性 (Empfind1ichkeit)が異なるのは，それらの聞の材部構造の違いにもとづくもので

あり，また，同一樹種であり乍ら或るものは或るものより frostriss・empfind1ichであると
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云うのは，やはり，その材部構造の違いによるものである。しかして， ζ の違いは立地に

よって影響されるものである。一般に土壌が湿潤である場合l乙よりしばしば凍裂が発生

ずるようであるが，とれは"湿った立地lと育った樹木は，一般に，営養過多になる傾向が

ありちそのため或る程度不健全になっているからであろう。また，樹皮の中にある貯蔵物

質が凍裂に対する保護作用をしているようであり，これらの物質が樹冠に向って上昇する

頃が，その樹木の凍裂し易い時期であるようだ。"

凍裂の原因として，寒さ以外に風による応力，立地の影響などの個体的，局所的要素

を持出した BUSSEは，結局，

Der Standort bezeichnet das Bauinindividuum fUr deJ，l Frostriss， der Wind 

weist an diesem dem Frostriss seinen Platz an und der Frost ーlast，notleast-

lasstdann an diesem Platze den Frostriss entstehen. 

すなわち，立地によって凍裂個体がきまり，風によって樹幹上の凍裂の位置がきまり，

そして寒さによってその位置に凍裂が発生する，と結論している。

.BussEの説も， CASPARY， NORDLIl'¥GERの説， R. HARTIGの説などと共にその後しば

しば多くの人達によって引用されている。

SORAUER (1909)帥¥GRAEBNER (1920)"2) !;J:，それぞれの著書の中で凍裂の発生機構に

触れているが，その内容はf!.NORDLINGER， CASPARYの説と同じ系列のものである。

NEGER (1924)はその著書刊の中で，凍裂の発生に関し， R. HARTIGの乾燥収縮説にし

たがって樹幹内にストレスが生ずることを説いているが， NEGERの説の特徴は，樹幹が割

裂することの Anlageとして，木部や樹皮部にはじめから存在する裂目や傷を考慮した点

にある。

GAYER・FABRICIUS (1935)19)の Forstbenutzungは，その版によって記述の内容が幾分

ζとなっているが，おおむね一貫して樹幹内外部の温度差，樹幹材部の熱収縮の異方性に

もとづく応力説をとっている。

HESS-BEたK の Forstschutz(1930)2町では， その中の数頁が凍裂に関する記事のために

充てられているが，凍裂の発生機構そのものについては著者の特別の見解は述べられてい

ない。すなわち， R. HARTIG， H. MA YR両氏の説を紹介し寒さによる樹幹内部の応力の

差によって凍裂が発生する乙とは間違いないととろであるがいまだ定説なしとし，さらに

寒さ以外の要因を考慮した BUSSEの説について述べるとともに，凍裂と立地，樹種，樹幹

生長状態，作業法などとの関係に言及している。

KOLLMANN (1951)仰はその著 Technologiedes Holzes und der Holzwerkstoffeの中で

凍裂に関し (33頁)，

Die Ursache sind wahrschein1ich Spannungen， die auftreten， wenn sich die 
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誼usserenSchichten des Stammes bei starkem Frost tiefer abkuhlen und mehr 

zusammenziehen als die inneren. 

と述べている。すなわち， H. NORDLINGER以来の樹幹内部温度差による不均一収縮説の

中lζ含められるものであるが，材の異方性収縮については，ここでは融れていない。 KOLL-

MANNは乙のような観点から 1942年仰に木材丸太を割裂させるところの，木材内部の温

度勾配について計算をお乙ない，極めて近接した距離に対して考えられた温度勾配が4O"C

に及ぶ時は木材は破壊しなければならないと述べている(後述)。

MAYER・WEGELIN(1955)はその著7町 DasHolz als Rohstoff. 2. AuB.. (本書の初版は

TRENDELENBURG聞であるが，乙れには凍裂についての記述なし)の中で凍裂を扱い，新

しい見地から従来の諸説の展望をおこなっているが，上述の KOLLMANNと同様に，樹幹

内の温度差によるストレスが凍裂の原因であるとの説が，今日最も確からしいものである

ことを述べている。

KNUCHEL (1947)'0)は Holzfehlerの中で， R. HARTIGの組織の凍結による乾燥収縮説

に併せて，風の機械的作用説を紹介し，また，従来，一つの定説になった感のある気温低

下による樹幹外周部の熱収縮説に対しては疑問をいだいている。

大沢・石田 (1947)回〉は， 北海道産のトドマツの凍裂樹幹の内部形態的な性状を調査し

た結果，凍裂と水喰材の聞に相関々係のある乙とを認め， また，石田 (1950)担〉は，水喰材

の凍結が樹幹の再凍裂を越させる主なる原因である乙とを確認した。

ScHULZ (1957)66)は， 1956年の晩冬に，野外において， Eiche，' Pappel， Buc~， Ross-

kastanieなどの凍裂について，いろいろの観察測定をおこない，凍裂の機構については，

温度差による外周収縮説を批判する方向に筆を進め，氏が測定した凍裂幅の変化は，木材

の熱膨張率脅から計算した値より造かに大きいことを述べ，結局，

Insgesamt muss also angenommen werden， dass Frostrisse durch eiile stl1rk町宮

Zusammenziehung des Holzes verursacht sind als aus den linearen Wärmeau~ 

dehnungskoeffizienten erklarbar wird. Damit wachst die Wahrscheinlichkeit，. dass 

im Holze des lebenden Baumes der Wassergehalt und Wasserverlagerungen das 

Verhalten der Frostrisse mit beeinflussen. Die schnelle Reaktion auf Temperat¥lt-， 

veranderungen lasst vermuten， dass stark gegensatzliche Krafte und Spannungsト
zustande wirksam werden. 

として，普通の方法で求められる線熱膨張率から考えられるものより強い収縮によっては

じめて凍裂は解明されるとし，生立木における含水率，水分々布が問題であろうと述4 て

いる。

米国，英国などの文献にもs 凍裂 (Frostcracks，治加:tsplits) 1乙関する記載はしばし

骨 KOLLMANN<2)より、引用。
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ぽ毘られるが，発生機構については，特別の Originalityを持ったものがないようである O

:BROWN/PANSHIN/FORSAITH (1949)聞の Textbookof wood technology Iとは(1都 03頁)，

Several theories have been advanced to explain the. reasons for the develop-

ment of frost cracks. One claims that the splits form as a result of the low heat 

conductivity of the wood. According to thishypotheses， the outer annual incre-

ments of wood contract as the temperature falls， before the inner layers are 

affected by this change.…… Busse， on .the other hand， considers the mechanical 

action of the wind to be the most impqrtant factor in the development of cracks 

in the first place. According to this investigator，once they are established， ten-

sion stre崎町 resultingfrom frost would prove sufficient to reopen them. 

と述べられ，すでに筆者が紹介した幾つかの説を引用している。 RE∞IRD (1914)6ぺWAN・

GAARD (1950)聞も略々同趣旨の ζ とを述べている。

LA.MPR配 HT(1949/50)'町 lとよれば， 主としてスイスにおける乙の問題についての研究

はとくに活発なものではなし とくに変った説は提出されていない。

日本， とくに北海道においては， この現象はかなりはやくから知られていたものの如

くであるカま(例えば (72))，その発生機構についての系統的研究或は独自の見解の発表はな

されていない。 今，新島氏聞によれば，“霜裂の生ずる原因は，樹幹が急激な温度の低減

のために内外部に収縮の差を生じ，外部の強きi反縮lと内部のものが伴う能わずして遂に割

裂するによるものである"と。、 ζ の記述は， たとえば， HESS_BECK28
)などと略々同じもの

であり，氏はさらに，凍裂発生の頻度と樹種，樹幹部分， 樹齢，作業法，立地などとの関

係について述べている。

上村氏(1924)聞はR.HARTIGの乾燥収縮説，平井氏(1953)29)は樹木の外面の凍結lとも

とずく引張応力によって発生するものとしている。

以上において， 1850年頃からの幾つかの文献(主としてドイツのもの)によって， メ、
『

日までの凍裂発生機構に対する諸説の概観を試みた。 乙れらの諸説は主として Eiche，

Buche， Esche; Ulme， Ahorn， Linde， Roskastanieなどの広葉樹および一部の針葉樹す

なわち Tanneの凍裂に関する観察，研究の結果提唱されたものである。

次のように大きく分類する乙とができる。

これらの諸説は，

[1]. 

[2]. 

樹幹の凍結によってその内部に圧力を生じ， そのために凍裂が起る。 これに属する

ものは， ALERS口(樹液が凍結に際し外部から内方へ押し込められてゆき，やがてそ

のため外方に向う内圧を発生する)， SCH田 LER.8
)(樹幹中央部の異常水分の凍結)お

よび，古くからの漠然とした一つの解釈(たとえば古くからの Marchenに表われ

た考え)など。

低温において樹幹の外部と内部に大きな温度差を生じ， そのために樹幹外周部に引
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張応力を生じ，凍裂する。 ζの討は今から約 100年前に H.No即日間ERその他に

よって確立されたもので，温度差のほかに木材の固有の性質(収縮の異方性)が考慮

され，乾燥の際の収縮・による木材害j裂の現象に類似するものとされている。これに

属するものは， CASPARyl2)_1九一 DUHAMEL，H. NORDLIMG眼 目 ) T. NORDL町田R59
)

など。また，その説の同調者ないしは引用者は非常に多く， GAYER・FABRICruS削，

BELINGペSoRAUERS9)，H回S-BECK28>， MAYER-WEGELIN7町，KOLI.MANN叫……，河

合4ぺ新島田〉など。

[3]. 樹幹内の水分は凍結に際し，組織の細胞膜から細膜内腔へ析出する，すなわち，細

胞膜が乾燥し，それに樹幹内部の温度差が加わって，結局，凍裂を・起す。乙れに

属するものは， R. HARTIG2

ぺ NEGERペKLEIN51
)など。ならびにその後の引用者，

HUNDESHAGENも乾燥を考えているが，その原因として風の作用を考えている。

[4]. [2]或は [3]の説lζ風の機械的作用を加味し，さらに立地条件にもとづく個体の特異

J性を考慮したもの。

Bu回E")およびその引用者，すなわち BROWN/PANSHIN/FoRSAITH10
)， RECORD“ケ

W ANGAARD88)， HESS-B配 K28l，GAYER-FABRICIUSI9>，. l¥仏YER-WEGEL町問。なおGOP-

PERT
58

)は風の機械的作用のみを考えている。

乙れらをもう一度，その発展の経過を追って概観すると，まず，極く素朴な考えとし

て存在した，いわば科学以前の 1)樹液の凍結膨張説は木材理学の発達によって否定され，

科学的根拠を持つものとして， 2)樹幹内外の温度差ならびに木材の異方性にもとずくスト

レスによって凍裂が発生するものなる乙とが主張され，一つの定説となって今日に至った。，

乙の聞に， 3) R. HARTIG によって提起された，木材組織の凍結lζ際しての乾燥収縮説およ

び， 2)の説の矛盾をついた， 4)BuSSEの新説が提出され，それぞれ，一部の研究者百支持

を受けながな 2)の説とともに今日に至った。これらの中，今日最も確からしいもの窓れて

いる恭 2)の説に対しでも，近年，新しく異論が提出され，大沢・石田 (1947)"ぺ石田 (1950)担?

は，北海道産トドマツについては，明らかに水喰材がその凍裂の原因であることを述べ，

ScHULZ (1957)66)は凍裂樹幹内部の水分分布が問題になるのではないかと述べている。

第 3章 北海道における凍裂の発生状況概観

北海道における凍裂の発生状況については，北大演習林研究報告 (1952)32>Iとその調査

成績の詳細を報告した。こ乙では，主として天然、林産トドマツの凍裂の発生状況について

簡単に述べておく。上記の調査において明らかにされた樹種別凍裂木H の溜現率を地区

骨例えば TRENDELENBURG川AYER・WEGELIN: Das Holz als Rohstoff. (1954)15). 

榊“凍裂木"とは，その樹幹のどこかに凍裂のある立木。凍裂の数，大きさ，位置，新しさ，現在割裂
しているか癒着を完了しているかなどの別は関わない。
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別に簡約すれば Table1の如くになる。

ζれによれば，北海道においては非常に多くの種類の林木に凍裂が発生するが，針葉

4衝ででは， トドマツにおいてその比率がとくに大きし反面，エゾマツでは非常に小さいへ

広葉樹も毎木調査に表われた樹種の約7割に凍裂の被害がみられたが，さらに，筆者の行

Table 1. Number (percent) of trees injured by frost cracks32
). 

District Asahigawa Teshio Kushiro Nripporo Grand tota! 

Frequency 
H = ω - で~ 占制前o ( 

ロ由~ 1 占制問D ( 
払3ω 4 苦言 、#令UoL・吋B 4 ( 由h ロ

£ 
もHLHUc 4 3 'E士え子 Lω ロ4 

;s 偉d 

占MHUD o 2 '守、Fー主' 

Z E 3 G ド4 JEロロ』E E ロM υ 

畑。氏、-

.n ω g s ロH 
者王H両何4 宮U U 

田口氏、v

Z Zg ロ2 
s gロ旬ロヨロM 口

同c点、J

，、且g むロロ 喜弘己己ロ司』U 坦υ 

国o 、ー'

Z a ロロ
戸Hω 【ロロ』空』帽~ υ 

;; 陶長ま書耐官官E 固G ca晶E記ωh官者M 君ζ U Ei3 E h3923 円3包0 Species 
H gゐ吋豆百E-

ト唱R口団B占場ロ田~ いghEhE . ド吊aζ，よも。切d Hωg白b E 5rdz『At、+U2H d 2 H 包弘司主ω 百E-ド由所己、よ判ぴc3 H g H -q th E t BE HUE 占ゼS 

Ah~s sp. 22 698 80 97 32 71 2827 367 13 

Pirea 1 37 102 

Taxus 20 47 1 74 

To包l 158 20 719 80 111 1011 97 10! .470¥ 367 12 

A~ 118 2 4 971 3 3 17 423 9 2 

Alnus 3 35 1 3 4 54 1 2 

Betukz 131 3 2i 76 2 3 57 1 2 20 284 6 2 
Cercidi- 8 6 9 23 
ComJubhs Jyllum 

2 2 30 34 

Ca.$lo1t蝿 4 4 

F'raxinus 11 3 10 13 1 8 37 1 3 

J噌お71$ 1 1 

Kaゐ仰nax 13 22 8 l 13 13 56 1 2 

Magnolia 38 1 3 38 1 3 7 22 105 2 2 

O昂sZe7U3ゐ0pa・ndron 
8 1 13 13 21 1 5 

6 5 10 21 

Prunus 13 38 1 3 31 2 6 10 92 3 3 

Quercus 235 4 2 52 1 2 18 3 17 13 318 8 3 

Salix 2 2 4 

品局us 7 1 16 24 

Tilia 110 3 3 158 15 20 303 3 1 

Ulmus 12 12 l 1 29 1 54 2 4 

Total 7伺 14 21 616 9 1 299 12 4 235 2 11 1858 37 2 

11¥附 1判 81 吋判 514筋 11ω41 8 

」こ 1 _1.8_1 
義 者Lの調査ではエゾ7 ツの凍裂木が 1本もなかった。 しかし，エゾマツ 11:.凍裂が全くないわけでは

ない。



注目B 北海道大学農学都演習林研究報告第22巻第2号

なった他の観察によれば，この調査で凍裂のみられなかったシラカンパ，カツラ，オニグ

Jレミ，ヤナギ類などにも凍裂は発生する。

トドマツの凍裂木を地域別にみれば，旭川地区の発生比率が最も大きく，釧路，天塩、

地区が乙れにつぎ，野幌地区が最も小さかった。

トドマツ凍裂木の径級関係については Table2に示すように，胸高直径が増すにつれ

Table 2. Relationship between the number of trees with frost cracks 
and the diameter of the trees (Abies sac，加 linensis)32). 

Diameter class Number of trees 
NU:mber of frost cracked trees 

D.B.H. surveyed Number Percentage 

(cm) (tree) (tree) (%) 

10-14 

43343740 51 1 11149 16-20 :i 120 
10 

22-26 

28-32 

34-38 21 17 

40-44 182 24 

46-ω 

i42tY32295、J 151 
盟17291、J 6243旬0791、} 52-56 

58-62 51 34 

64-68 

82-86 

Total 2217 329 15 

凍裂木の出現比率が増加する。この調査結果では，各地区ともその傾向が顕著で，今乙れ

を全地域合併についてみれば，小径木 (10-26cm) : 10%， 中径木 (28-44cm): 17%，大

径木 (46cm以上): 34%であった。

凍裂が樹幹のどの方位の側に多く発生するかについては，すでに，多くの文献11)，掛Aの他

lと，凍裂の発生機構とも関連して述べられているが，筆者の調査では Table3に示すよう・

に，樹幹上における凍裂の方位に関し，特定方位に出現すると云う傾向は認められなかっ

た。しかし乙れを，調査した個々の標準地についてみれば，比較的に南側lζ多い場合，逆

に北側に多い場合などがあり，事象はかなり複雑であった。したがって，従来一部の人達

によって唱えられたような1リヘ地理学的な意味での方位に関連すると云うよりは，立地的

にはより崩所的諸条件，或いは樹幹の個体的諸条件に関連するものと考うべきであろう。

トドマツの凍裂の長さについては，一般に長い凍裂は大径長大木の多かった旭川， ~I1 

路両地区lと多く， 反対に短い凍裂は， 小径木の多かった天塩地区に多く出現した(Table

4参照L凍裂は小は 30cm位から大は 10mの長きに達するものまであったが，全般的に

は1m前後のものが多く， 0.5-3.0mの間に大部分の凍裂 (85%)が含まれた。
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Table 3. Relationship between the directions of facing of frost cracks on 
tree trunks and the compass direcuons (A.版印linensis)32). (%) 

District Plot No討h South East West Total 

Asahigawa A m 20. 28 32 100 

B 20 30 10 40 1∞ 
C 16 28 24 31 1ω 

D 20 27 35 19 100 

Teshio A 25 27 25 23 1∞ 
B 25 32 22 22 1∞ 

Kushiro A 35 29 29 6 1∞ 
B 34 18 18 29 1∞ 
C 10 29 38 24 1∞ 
D 28 2泡 31 14 1∞ 

Nopporo A 38 13 25 25 1∞ 
B 13 43 26 17 1∞ 

Grand total 23 27 28 22 100 

Table 4. I'requency distribution of length of frost cracks (A. sachalinensis). 

77三二瓦:V孟孟laぷiLi;よiJギ占よ3主is竺竺町!!T空竺町riて全引与!!里引引与:1つ叩ト~Iトト|ト片As畑刷s鈎副al拘t Teshio Kushiro Nop卯 roI Frequency I P勺r)tage

0~0-0.5* 2 2 2 6 1 

0.5-l.0 31 24 23 8 86 17 

1.0-l.5 57 34 34 12 137 27 

1.5--':2.0 42 19 14 6 81 16 

2.0-2.5 46 18 13 7 84 17 

2.5-3.0 24 10 5 l 40 8 

3.0-3.5 15 3 4 3 25 5 

3.5-4.0 5 2 7 1 15 3 

4.0-4.5 2 1 3 6 1 

4.5-5.0 3 4 7 1 

5.0-5.5 1 1 

5.5-6.0 3 4 1 8 2 

6.0-6.5 3 1 4 1 

6.5-7.0 2 2 4 1 

7.0-ー7.5 1 1 

7.5-8.0 

8.0-8.5 2 2 

8.5-9.0 1 ま

ーTotal 237 113 119 39 5伺 1∞ 
*Less than 0.5 m 

トドマツの凍裂は，地表面直上から樹冠内部l乙達する聞の樹幹に発生するが，地上数m

以下，とくに地上高O.5-3.0mの閣の樹幹部に多く発生する傾向がみられた (Table5参照)。
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乙の事実は， 西欧の多くの文献加，そ白他

にみられるところに一致する。詳細は

文献32)を参照のこと。

第4章 トドマツ樹幹の凍裂の発生

に関与する条件

第1節内部条件

凍裂は，冬季lζ，寒冷の地に発生

するものである。しかし，その場合決

して一地方の，あるいはー林分の，あ

るいは特定の樹種のすべての立木が凍

裂するわけではない。たとえば，これ

をトドマツについてみれば，凍裂は，

Table 5. Height of the. places on trunks 
where the frost cracks were、

distributed (A. sachalinensis)32) 

qtfht at:;ei |Percentage |l 1TtF5m2)21 ! Percentage 
(Eふro)(%)(%)  

0.5 26 6.5 8 

1.0 52 7.0 8 

1.5 52 7.5 7 

2.0 45 8.0 7 

2.5 37 8.5 6 

3.0 30 9.0 5 

3.5 22 9.5 3 

4.0 16 10.0 2 

4.5 14 10.5 3 

5.0 13 11.0 3 

5.5 11 11.5 1 

6.0 9 12.0 。

北海道のトドマツ生育地のほぼ全域において発生しているものと考え;なければならない@、

しかも，その出現頻度は，すでに述べたように，地方によって，林分によって相違はある

が，その違いはそんなに大きいものではない(地域毎の平均についてみれば 7-22%，

Table 1参照)。また，一つの林分内における凍裂木の分布をみても，凍裂が特定の地点に

強く集中発生するという事実は一般的な傾向としては認めがたい。むしろ反対に，はなは

だしい凍裂木と， 乙れと径級，樹高などのほぼ等しい全く健全な立木とが相接して並び立

つ状況が極く普通に観察されるのである。

このように簡単にいえば，凍裂には広い地域にわたって散在的に発生する傾向がみら

れる。若し，急激な気温低下によって， しかしてほとんどそれのみによって凍裂が発生す

るものとすれば，凍裂の発生には或る程度の地域的な集中性がみられるわけではないか。~

もっとも，この考えは，その地域内の立木樹幹l乙，急激な気温低下の影響が略々均当に作

用することを前提にしているが，事実ははなはだ複雑であって，これは，もっと局所気候

的lと考察しなければならない問題であろう。とくに，凍裂は基幹部に発生する傾向が大き

いから，地表面附近の特殊な地形などを考えた局所気候的考察を加えなければならないこ

とは十分に認められる。しかし乍ら，一方，すでに述べたように，相隣接するトドマツ立

木群中の 1本が甚だしく凍裂におかされているにもかかわらず，他のすべては凍裂のない

健全木であるというような事実が非常に多い。また基幹部の凍裂についてみても，筆者の

調査した範囲では， 旭川地区(層雲峡，当麻)，雨竜地区{北大演習林)，天塩地区{北大演

習林)などの多雪地帯においては，凍裂の下方部位が初冬の頃から，その温度変化に対レ
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て一種の保護作用を持つとみられる積雪の中に埋っている場合が多く，積雪の深さを増す

につれて，凍裂全体がその中i乙没している場合もすくなくない。どうしてこのような ζ と

が起るのであろうか? 凍裂が，いわば特定の個体にしか発生じない乙とについての疑問

が，すでに述べた凍裂の発生に対する有力な説すなわち，急激な気温低下にもとづく樹幹

外周部の収縮説lと対する疑問点として，古くは B凶 SE")によって強く指摘され，また，

その他の多くの研究者によって考慮された点である 28ほ自他。

筆者もまた，乙の一部の個体にしか凍裂が発生せず，さらにその樹幹上の一部分にし

か凍裂が発生しないという事実をはやくから重視していた。凍裂は，冬の低気温を，すく

なくともその一つの因子として発生するものである乙とは間違いないであろう。しかし，

低温の作用を局所気候的に考えたとしても，それだけからは凍裂を説明できない矛盾点が

多いように思われる。との問題解明のために取られなければならない方途はすまなくない

であろうが，先ずなされなければならない，そして最も重要なことは，その凍裂木個体に

あるいは一つの樹幹の凍裂部分に，全く個体的な，或いは全く局部的な特殊な条件として

内在する何物かがあるのではないか? そして存在するとすれば，それと凍裂との関係は

どうかという ζ とを調査することである。

とのような観点から，筆者は，過去約 10年にわたってトドマツの凍裂木の樹幹内部の

状態を仔細に調査し，その成果を一部すでに発表した3由。 この調査の結果，凍裂木の内部

形態的特徴は， その樹幹の内部に水喰材を必ず含むことであることが明らかになった目〉。

以下，本節において， トドマツの凍裂と水喰材の関係について記載的に述べる。

1. トドマツ樹幹の水喰材概観

トドマツの樹幹にはしばしば水喰材が存在する 4仰叩町。水喰材 (Nasholz，Naskern， 

wetwood， Vatved)拍〉川町は，トドマツ(必ずしもトドマツとは限らない。稀れにエゾマツにも

出現する)の正常心材3仰町に比べて遥かに高い含水率を示し，かつ，その内部l乙多くの割れ

目を含んでいる。水喰材については， T. LAGERBERG49)が，欧州アカマツ (Pinussilvestris)， 

欧州トウヒ (Piceaabies)などについて詳細な研究をおこなった結果，それには大きく分

けてこりの型がある ζ とが明らかになった。すなわち心材内部の異常水分が根から入って

くるものと枝から入ってくるものとの二つで， LAGERBERGは前者を根水喰材 (Rootwet-

wood)，後者を校水喰材 (Branch-bornwetwood)と称した。この分類は，北海道産トドマ

ツに対しでもおおむね妥当するものと考えられる。根にある孔吠部(たとえば Photo13)そ

の他の欠点部から浸入した水分は樹幹の心材部へ渉透し，その高さが地上数 m に達する

場合がある。枝水喰の型の水喰材は， トドマツでは極めて多く観察される。枯れた枝から

樹幹の内部へ水が浸入するもの，幹が折損し，その癒着不完全な個所から水が浸入するも

の，その他ニ又部分，樹幹上l乙出来た孔状部から水が浸入するものなどがある。とくに樹
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幹折損，二文，子L状部などの場合には，比較的に集合した，顕著な水喰材を形成するM場合

が多い(巻末写真参照，とくに 17-22，24など)。

2. 伐根調査における水喰材と凍裂との関係

冬季の伐採進行中の森林で，トドマツ，エゾマツの伐根(伐採断面)について，水喰材.

の存否，その量と凍裂の存否との関係を調査した。調査森林は，北海道大学天塩第一演習

林誉平事業区第 34林班，および，道有林旭川林務署当麻事業区第 12林班である勢。伐根の

地上高は，おおむね， 50-100 crnで，乙の高さには， トドマツでは根水喰材の出現する ζ

とが多い33)。根水喰材は幹の横断面においては，比較的に髄を囲んで集中する傾向があり，

とくに 50-100crn附近ではその傾向が強い。したがって，水喰材中の!水分が凍結した場

合には，断面の中央附近から外方に広がる暗褐色部33)が比較的あきらかに識別される。乙

の調査では，この暗褐色部の面積を，方眼目盛りを施した透明な板をとおして， 1 cm:J単

位で読みとり，それをその伐根にあらわれた水喰材の面積とした。しかし，文献
a町中にも

Table 6. Relationship between amount of the wetwood and the occurrence 

frequency of frost cracks， appeared on the sections of trunks at 

about 1 meter height above the ground. (Abies and Pi，ヒ'ea).的

P'ercenta酔 ofwetwood area (')'o 。 1-10 I 11-20 I 21-30 I 31-I 1-10 I 11-20 I 21-30 I 31- I T仰 1

N 10 28 7 3 2 回

Ponpira 担 O 4 2 2 2 10 

dist. Rkcea n/N(')'o) 。 14 29 67 1∞ m 
N 17 3 。 。 。 m 
n 。 。 。 。 。 O 

n/N (則 。 。 。 。 。 。
N 19 回 20 8 7 104 

T6ma RIcea 

n O 7 7 6 6 26 

n/N(')'o) 。 14 35 75 86 25 

N 34 1 。 。 。 35‘ 

n 。 。 。 O O o 
n/N(')'o) O 。 O 。 O 。

N 29 78 27 11 9 154 

Gtroatani d Picea 

n O 11 9 8 8 36 

n/N(')'o) 。 14 33 73 ‘89 23 

N 51 4 O 。 。
-50 5 n 。 。 O O O 

‘' 
n/N(')'o) 。 。 。 。 。 。

N: Number of trees surveyed， n: Number offrost' cracked trees. 

勢前出第1表参照。水喰材調査は，おおむねa 第l表11:示した調査の綴織機付近?でお ζなわれた。榛

準地については文献32参照のこと。
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記したように，水喰材中の水分が完全に凍結したとしても，7l<喰材と正常心材との境界は

必ずしも判然としたものではないから，乙の測定の精度は高いものではない。また，上述

のように，調査した伐根の地上高付近では，水喰材が比較的中央付近に集中する傾向があ

るが，時にはいちじるしく散在し，かっ，氷喰材と健全心材との境界のはっきりしない場

合もある。乙のような伐根は測定の対象外とした。凍裂は，伐採面に在存する，現l乙割裂

ゅのものだけを考慮した。すなわち，もし，或る断面l乙凍裂が存在したとしても，それが

すでに癒着を完了脅してしまったものであれば，その断面に凍裂がなしvものとして扱っ

た。測定結果を Tabl~ 6 1乙要約して掲げる。

調査木の伐根直径は，最小 42cm，最大約100cmであった。乙の表から明らかなよ

告に， トドマツには非常にしばしば水喰材が、出現し，また，凍裂も多い。 ζれに反し，エ

ゾマツには水喰材は稀lとしか出現せず，また，凍裂ははなはだすくない(本表では 0)。 ま

た，さらにトドマツについてみれば，両地とも，樹幹横断面積iと対する水喰材面積の比が

増せば増すほど凍裂の発生する頻度が高くなる傾向がみられる。乙の事実から，まず，凍

裂と水喰材の聞に密接な相関的関連のある乙とを識ることができる。

3. 氷喰材の原因としての樹幹の外部形態的特徴と凍裂

すでに述べたように， トドマツの樹幹には水喰材が極めて多く出現するが，それは成

固によって，根水喰材と枝水喰材，もしくは枝水喰材に準ずるものとに区別される。本節

の21ζ述べた水喰材は， トドマツの根水喰材で，それがその立木の伐採断面で切断された

ものである。根水喰は根の欠点、に基づくものであるが，その存否を立木の外部形態的特徴

から見出すことは，多くの場合不可能といって差支えないであろう。これに対し，樹幹の

比較的高いと ζ ろにある枝水喰材その他については， トドマツの場合その存否を或る程度

探知する ζ とが可能であり，とくに幹にある孔状部，分叉部，折損部，大きな枯枝の集合

する部分などの内部lとは，一応，水喰材が存在するものと考えて差支えない日〉。筆者の調

査によれば， トドマツの凍裂は，乙れら水喰材形成の原因となる樹幹材部露出カ所と位置

‘的lζ対応することがしばしば観察された(たとえば Photo1，6-9など)。すなわち，凍裂

木総数約 350本の中，明らかにそれらの関係の認められたものは，

幹の分叉lと関連する凍裂のある凍裂木

幹の折損部に関連する凍裂のある凍裂木

幹の側面の孔状部に関連する凍裂のある凍裂木

太い枝とくに枯枝に関連する凍裂のある凍裂木

30本

15本

10本

20本

であり，乙れを凍裂の数についてみれば，凍裂木の数よりも，かなり多い数の凍裂が，乙

*成長期間中に濠裂の割ヰ様車の外側が完全11:癒着され，かっ次の冬になってもその凍裂が関かなくな

る乙とがある。
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れら樹幹上の，材露出部に関連を持つものと考えられる。何となれば，このような樹幹上

の欠点部と位置的に関連する凍裂は，一立木に 2つ以上集まって発生することがしばしば

みられるからである。

4. 凍裂と，凍裂斡材内部の水喰材との関係

樹幹上に存在する個々の凍裂と，その凍裂のある樹幹の内部の水喰材との関係につい

て調べた結果について述べる。冬季，凍裂している養トドマツの樹幹を伐採し，その凍裂

を含む幹材部を丸太として切取る。これをさらに，凍裂の上端と下端で横断すると，その

断面lとは多かれすくなかれ，必ず水喰材が存在する。また，乙の両断面の中聞には，もち

ろん，水喰材が必ず存在する。筆者の林内での調査では，調査時，裂開中の凍裂について

は，それがはじめて割裂してからの年数の多少を間わず， ζの事実には全く例外がなかっ

た。しかして，凍裂の割れ目の幅怖は，個々の凍裂についてみれば，上端および下端で最

も小さく，一般的にはそれより遠ざかるにつれて大きくなる傾向がある。しかし正必ずし

も長さの中央付近で最大になるわけではなし とくに長い凍裂(たとえば 5mとか 10m

などのような)は極大値が幾つも出る場合がある。 さて，今，上に述べたようにして樹幹

から切取られた凍裂のある丸太を， 両端から順次に"'た占えば 5cmの厚さの円板として

細かく切断してゆき，これらの個々の円板の凍裂の幅とその円板の断面に表われる水喰材

の面積とを測定すれば，両者の間にどのような関係がみられるであろうか。乙のために行

なった測定実験の結果を Fig.1-3に掲げる。

これら!の測定は，何れも，旭川林務署当麻事業区 12林斑でおこなわれたものである。

円板の凍裂の割れ目の幅は，原則として，円板切断 30分後に測定した。 ζれは一般に円板

の凍裂幅は，それを丸太から切断する前と後で違った値を示し， しかも切断後凍裂幅は徐 4

々に変化し，約 30分後に"略々，その温度，におけるその円板としての定まった値を示すよ

うになったからである。なお，円板の凍裂幅は，その温度が変化するとそれに応じて変化

するから(後述)，一連の測定中は，なるべく日光の直射のない北側斜面を選び，切断Lた

円板は，平にして雪の上に並べるようにした。

、Fig.1は胸高直径 27em，樹高 16m，樹齢約 120年の上長成長の悪いトドマツ樹幹に

ついての測定例である。乙の凍裂は明らかに根水喰と位置的に関連するものであり，水喰

材は比較的中央部に集中しており，かつ，この凍裂の下半部の材自体の着色はほとんどみ

られず，水喰材面積の測定は比較的確実におこなわれた。凍裂の長さの中央部付近から褐

色腐朽があらわれて来るとともに水喰材部の着色(暗褐色)が目立ってきた。同時に，水喰

義凍裂の割れ目が開いている状態を指:す。乙こでは，すくなくとも 1年輪分の新しい組織がその冬に

新しく裂関した状態を考える。 Photo14，15参照。

令後凍裂の割れ目の，円周方向における距厳。こ ζでは材官官の最も外側におけあ距離と解しておく。

Photo 14， 15， 16参照。
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Fig. 1.， The relationship between amount of wetwood and 

widths of a frost crack in a trunk at various heights 
above the ground (A. sachalinensis). 

お掘

の，樹幹横断面における分布が分散的となり， その面積の測定も，凍裂の下半部に比べて

乙の凍裂は地上1.25m !と始まり， 3.3m!乙終ってい不確実になった。図から判るように，

る。 1.15mでは水喰材が約 20cm2存在するが， 乙の水喰材は， 乙の断面以下では全く髄

を中心として円形状に集中し， 地上高 O.3mでは約 10cm2
の広さをもっていた。 凍裂は，

1.7m付近から地上高を増すにつれて急激にその割れ目の幅を増し， これに伴って水喰材

の面積も増加する。 約2.5m付近から凍裂の幅は減小しはじめるが，水喰材面積は変化せ

ず， 3m付近から急激に減小をはじめる。凍裂は 3.25mで消滅し，7./(喰材の存在も，ほぼ

同じ高さで認めにくくなっていた。 乙の凍裂木の場合には， 2，7m付近から，粗憾な，含水

率の低い持腐朽部が現われはじめ，とれより地上高を増すにつれてこの面積が増加し， 5m

付近では断面における心材のほとんどがこれに侵されていた。凍裂の下端から，ほぼその

中央部までは，凍裂の幅と水喰材面積との聞にかなりはっきりした相闘がみられるが，上

半部では，見掛上乙の相関が失われ，逆l乙腐朽部の出現と水喰材減小の凍裂幅減少からの

おくれが一時的に対応している。結局， Fig.lの測定例からは，水喰材と凍裂幅との聞に

量的相関のある乙とが認められるけれども，

をも認めなければならない。

また， この相関を乱す要素の存在しうること

* 自由水がすくなし低温においても軟かしかっ粗憶である。
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Fig.2は，胸高直径24cm，樹高 21cm，樹齢約 110年，外見的な形質の比較的よい

樹幹についての測定結果である。樹幹l乙は凍裂が 1本あり，これは Fig.1と同じく，位置

的には根水喰に関連するものである。 7j(喰材は，凍裂の下端からその長さの 2/3位までは，

樹幹の中央付近に集まった，ほぼ円形に近い分布をなし，凍結したその面積の測定は比較

的よい精度でおこなわれた。それより上部にゆくにつれ，水喰材の集中性はだんだんおと

ろえて行き，凍裂の上端付近では，肉眼的に認められる水喰材は，かなり散在的な分布を

なしていた。これに続いて，凍裂の上方約 5mにわたって校から進入した水喰材が分散的

に存在していた。凍裂の幅と水喰材面積との対応は，全体にわたってかなり完全であり，

両者の相関の密なることが認められる。
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Fig. 2. The relationship between amount of wetwood and 
widths of a frost crack in a trunk at various heights 
above the ground (A. sachalinensis). 

Fig.3は胸高直径 36cm，樹高22m，樹齢約 150年の枯枝の多い樹幹についての測定

結果である。凍裂は樹幹の東側l乙，地上約4mから 7ml乙達するものが 1本，西側に地上

6.5mから 7.8ml乙達するもの 1本，同じく西側に 8.5mから 9.6mI乙達するものが 1本あ

った。

以上の 3例によれば，凍裂の程度(割れ目の幅)と水喰材量(その面積)との間には密

接な相関のあるととが明らかである。 Fig.1および Fig.3Iとみられるような，凍裂幅と水

喰材量との部分的な非対応は，両者の基本的な相関関係を見掛上乱すと ζ ろの，別の要素，
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乙乙では乾いた，粗惜な腐朽部分とか，太い健全な枝節の存在にもとづくものと考えられ

このような，凍裂量(換言すれば，凍裂を生ぜしめている樹幹内のストレス)と水喰る。

材量の関係をみだす要素は，樹幹内部に存在する，アテ材，繊維の錯綜，

腐朽，枝節などの欠点部分であって，北海道の天然林産トドマツには，水喰材とともに，

入皮，巻込み，

それと水喰材との定量的相関乙れらの欠点が非常に多く出現し，凍裂があった場合でも，

比較的高い位置にある枝とくに，樹幹の，のはっきりしない場合がしばしば認められる。

かっ，低含水率部

水喰材量の表示法そのものの問題

比較的に分散し，

との境界が不明瞭な状態で出現することが多いので汽

その内部にある 7.K.喰材が，水喰i乙関連する凍裂では，
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明とも関連し，両者の量的関係の乱れることが比較的に多い。しかし，如何なる場合にも，

全く水喰材の存在しないところに凍裂が存在することはなかった。

トドマツの水喰材の中には，冬lとは氷のつまった多くの割れ目が含まれている。一般

的には，樹幹横断面における水喰材の分布と，との割れ目の分布とはおおむね一致するか

ら，割れ目の分布の広さと凍裂量との聞には密接な関係があることになる。しかし，乙の

割れ目そのものの大きさにはかなりな変異があり悶かっその分布面積(乙れはおおむね

水喰材面積に比例する)内の割れ目の密度にも変異があるから， 割れ目そのものの総面積

とその分布面積， したがって水喰材面積，結局は凍裂量との聞にはどの程度の相闘がある

かはわからない。そこで，根水喰いに関連すると考えられる一つの凍裂について， Fig.1-

3などの場合と同じような調査をお乙ない，さらに水喰材内部の割れ目の面積を幾何学的

な方法を以て，近似的に測定した。その結果を Fig.4，ζ示す。
乙の凍裂木は胸高直径24cm，樹高 19m，樹齢 76年(但し地上高 O.7mの断面におけ

る値)，外見上の形質はかなり良好なものであった。凍裂は，樹幹の北西側にあり，地上

O.8mから 2.65m'乙達していた。 はじめて凍裂の起った年は，凍裂の中央付近で 24年前
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(乙の調査は 1947年 1月に行なったものであるから 1922/23の冬)であった。 凍裂幹材部

lとは，腐朽その他の顕著な欠点は全く認められなかった。 割れ目の面積は，割目 (Photo

46-50参照)の形に応じて矩形，三角形などに区分し，測定，計算をお乙なった。割れ自

の長さの測定精度はおおむね 0.5mm，幅については 0.2-0.3mmの精度で測定し，最大幅

O.4mm I乙満たない割れ目は除外した。 したがって， ここにいう一つの円板における割れ

目の総面積とは，最大幅 O.4mm以上の割れ目の面積の総計の意味であり， 真の割れ目の

総面積は乙乙に掲げる値より大きいことになる。

乙の凍裂では，その中央付近から，あまり氷のつまっていない割れ目がと乙ろどころ

に現われはじめ，さらに上部にゆくにつれ，乙の種の割目が多くなる傾向がみられた。図

で割れ目の面積を点線(一…)で表わした値は，ノすくなくとも割目の中の氷が面積の半分以

上つまっていると判断された割目についてのものであり，破線(一一ー)で示した値は，氷の

量に関係なく O.4mm以上の割目全部についてのものである。図では，破線部が，地上高

2.2m以上にしか無いが，このととは，乙の凍裂木では，その高さ以上でしか，氷のつま

'2.2m以下に或いは氷のすくない割目が観測されなかったことを意味する。換言すれば，

っていない，おいては観測された割れ目は，すべて氷を相当量含んでいたことになる。図

において，凍裂幅と水喰材面積との対応はかなりよく， Fig.3などの例とほぼ同様の傾向

を示している。乙れに対し，凍裂幅と割れ目の面積(点線)との関係はやや乱れ，前者の

相関係数(凍裂幅と水喰材量)0.880 I乙対し，後者(凍裂幅と実線(一一)で示した割れ目の

面積)は 0.775である。

樹種的には，乙の論文のテ戸マであるトドマツとは全く違ったものであるが，しば

しば凍裂が発生し，しかもその内部に著しい割れ目を含んでいることのあるオヒョウ

(Ulm!ls ldcini・'ataMAYR)についての測定結果を参考として Fig.5Iζ掲げる。 凍裂幅，割

れ自の商積の測定方法などは Fig.1-4の場合l乙同じ。 i

乙のオヒョウは，胸高直径 16cm，樹高 15m，凍裂は地際近くから， 1.5mの高さに

達していた。オヒョウの凍裂幹材部の割れ目は， トドマツの場合と同じく，その多くは完

全に氷でみたされているが，中には氷の全くないもの，非常にすくないもの，或いはその

割、目の全体にわ'たって氷があるけれども，その氷の中に空気を含んで白濁しているものな

どがある。図の実線で示した割れ目の面積は，苦手j目が完全に氷でみたされているもの，お

よび，気泡を含んでいても，氷が割自の略々半分以上をみたしているものの合計面積であ

る。破線は，それ以外の割れ目，すなわち，氷がないか，あっても非常にすくないものを

も含んだ合計面積を示している。図からわかるように，乙のオヒョウの場合は，氷のすく

ない割れ目(破線)は凍裂の下端付近と上端部lと多く，とくに上部では凍裂の上端を越えて

さらに地上高約 3mまで達していた。実線部分だけについてみれば，凍裂幅との対応がか
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なり良く，その相関係数は 0.895であるが，氷のすくない割れ目を加えた，割れ目の合計

量との対応は大分みだれ，相関係数は 0.770となる。 実線部分についての相関が，破線部

分を含めた場合の相関よりよいととは Fig.4のトドマツの場合も同様であり， 氷のな

い，あるいは，すくない割れ目の凍裂に対して持つ意味を示唆するものと考えられる。

5. 水喰材の濠結，融解と凍裂幅との関係

2-4'乙述べた，冬季聞の，凍裂と水喰材lζ関する諸調査の結果，凍結している水喰材

と凍裂の聞に量的相関のあることがわかった。じからば， ζ の水喰中の水分が融解すれば，

凍裂の幅がどうなるであろうか。また，逆にその凍結過程において凍裂はどのように変化

するのであろうか。この問題解明のために次に示す一連の実験をお ζ なった担

冬になって，樹幹が完全に凍結し，凍裂が完全に裂閲している状態のトドマツ凍裂本

2本を伐採し，その凍裂部分から丸太を切り取り，凍結状態のまま，北大の低蝿科学研究

所に輸送した。乙の丸太を常温の実験室内l乙約 1週間定置しておいたととろ，樹幹内水分
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の凍結は解け，また凍裂の割れ目は全く閉じてしまった。 ζ こで丸太の辺材，およひ守中心

部に棒温度計をさし込んで乙の部分の温度を読み，また凍裂の長さの中央部付近 1カ所を

選び，割目の両側に測針を打ちこんで，その距離を 1/1∞mmの精度で測定したへ辺材温

度を九，中心部温度を Tsとし，測針距離を Dとする。常温における測定が終ってから直

ちに丸太を低温室(室温…T，… -16Q--20QC)に入れ，爾後 1時間ないし 2時間毎に T"

T，. T.およびDを測定した。約50時間で凍結過程ならびにそれに続く状態の測定を了

えた後，供試丸太を低温室から出して常温の実験室に移し，引き続き融解過程における

Tl> T2， T" Dを測定した。供試凍裂丸太は 2本(丸太 Aおよび Bと呼ぶ)で，何れも，

凍裂の中央付近の直径が約 15cmであった。凍裂は典型的な霜腫れをなし，水喰材lとは梢

々濃い褐色の着色があった。供試丸太の凍裂は，常温では，割れ目が完全に閉じていたが，

云うまでもなしとれは割自の単なる閉鎖であって，癒着組織は全く形成されていない。

測定結果を Fig.6-91と示す。

凍結過程も融解過程も，A， B両者の聞にはとくべつの違いが認められない。 今，A

の凍結過程についてみれば (Fig.6参照)，測定の基点となった，低温室に入れる直前の

T.， T.， Dは，それぞれ 7
Q
C，9

Q
C， 23.94 mmであった。 乙れが，室温 -16

Q
C(T，)の低

温室に入れられると，まず，辺材温度乙が急lζ下りはじめ， OQC付近で水分凍結 (Fig.lO

参照)のためしばらく停滞するが，やがてまた急速に降下してゆく。辺材の凍結が終了して

温度降下の速さが増しはじめる頃は中央部温度九はなお OQC以上にあり， また測針幅に

は全く変化が起らない。時間の進行につれて T2が _80C付近に達した頃に T.はOQCの

，旬、
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脅 乙の測針問の距離の変化は凍裂の割れ目帽の変化を示す ζ とになる。
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乙の附近(測定開始後 12時間付近)その降下勾配が緩くなり始めるが，

その後 T3の停滞，

線を越え，かっ，

ないしは極めて緩徐な降下が約 15時間継から Dは増加しはじめる。

乙の時聞に対応して Dの増加がおとなわれ，3O時間附近で T.が急に下続するが，ほぽ，

乙の実験結果で重要な ζ とは， Taの停

滞部分すなわち水喰材の凍結区間制と Dの増加区間(すなわち凍裂幅増大区間}がよく一

致している乙とである。また，図から明らかなように，T.の停滞区間すなわち辺材の凍結

りはじめると Dの増加はほとんど止ってしまう。

区間では D には何らの変化がみられない。 B(Fig.7)の場合も一般的傾向としでは全く A
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Dの全増加量，すなわ

乙のことは，現象的には，両丸太の心

材部の含水率の相違l乙関連する。すなわち，両丸太の凍裂幅の測定点付近から取った円板¥

の心材部勢含水率は次のとおりで，A丸太の方が B丸太よりかなり高い値を示している。

The relationship between the temperature in a log and the width 

of ~ts frost crack during the coolingprocess (A. sachaJinensis).ず

Fig. 7. 

T.の停滞区聞が A!乙比べて何れも短かく，T.， と同様であるが，

ち，凍裂幅も前者l乙比べてかなり狭い乙とである。
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次i乙融解の場合についてみよラ (Ffg8，9.参照)0Aの場合 (Fig.8)の起誌の九は約

乙れが突然 20
Q

Cの常温実験室へ移されT3も -18QC，Dは34.25mmであった。-18QC， 
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Q
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Q

C付近で暫時停滞の後再び急速に

T.が OQCの線を通過し

爾後 OQCよりJ幾分高い温度で十数時間停滞

辺材水分の融解区間である。

辺材温度が急激に上昇をはじめ，まず，
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この温度の停滞区間は，

ると，

何れも直径約7cmの小円板。* 
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しa以後急速に上昇して室温に平衡する温度に落ちついた。 Dは，凍結過程とは違って，

低誼室外l乙出された瞬間から誠小し始め'.(すなわち，凍裂幅がせまくなり始め)"その後し

ばらくその速度が落ちるが，議後，かなり長い時間ほぼ直線的に減小を続け，ついに凍結

との長い直線部分は，ほぼ T.の停滞部分l乙対応しかして，開始前の値にほぼ一致した。

凍裂の割れ目は完全に閉じた。T.の値が急lζ増加を始める頃l乙Dの減小は止み，'レ

Fig.9の場合も前者と略々同様の経過をとる。
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そ中央部温度 T3が，以上の 2本の凍裂丸太の冷却において，丸太の辺材部温度 T.，

乙の現象は，丸太を低温室から常れぞれ OQC附近で一時的に停滞する現象が観察された。

OQC附近での温度の一時的な停滞区このような，温の実験室へ移した場合にもみられた。

聞を，筆者はすでに，温度測定点附近の水分の凍結する区間であると，説明Lておいた。乙

れは木材中の自由水の凍結に関する，筆者の，次の実験結果から明らかなところである拘。

e 
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(
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パ
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B Z

司，

40 30 20 

Time (m.) 

10 。

A typical freezing curve of green wood (A. sachalinensis)36). Fig. 10. 

トドマツの生材から切取ったテストピースを常温から低温中(たとえば-lO
Q

C位)に

移し，その冷却過程の温度を記録すれば，たとえば Fig，10 に示すような曲線(温度一時間

曲線)がえられる。 この曲線には水分の凍結過程が含まれており(文献聞など参照)，.した

がってこの曲線は供試木材組織の凍結曲線ということができる。図の横軸は時間を，縦軸

室温(alに保持してあったテストピ戸スを硝子管で保護はテストピースの温度を示す。

温度約一8QCの冷媒体の中へ念、に入れる。時聞が経つにつれてテストピ F スの温度し，

さらに降下b点においてゲC線を通過，はじめは急激に，後にはややゆるく降下し，は，

とつぜん上昇して dlζ逮する。 dから eまで約を続けて c点(温度約一5QC)に達した時，

20分間，テストピ F スの温度は一定値を保持するが， e点附近から，はじめは徐々に，次第

I~急激に，やがて再び緩徐に降下してゆきついに冷媒温度 (f) に一致する。 b-c (厳密には

bよりす乙し後れた点から cまで)は生材組織が過冷却町，78)，7)などされている区間， cは乙の

潜熱を出している区間， eから後過冷却が破れた点， d I乙続く水平部分は凍結が進行し，

完了して単純な冷却の行なわれる区間で

この生材組織の示す凍結温度である。

さらlと，

ある。dならびにとれに続く水平部分の示す温度が，

はテストピ戸スの凍結が完了近くなり，
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ζのように Lて実験的にえられた多くの凍結曲線から求められた供試木材の凍結温度

(Fre位 ingpoInt)，過冷却温度(過冷却の破れた温度の意， Super cooling temperature)，冷

却速度 (Coolingrate)などを巻末附表 11乙示ーし，それらの総括を Table7に示す。こ ζlζ，

凍結温度について簡単に触れるならば，その値は Table7 I乙示すようにー0.10"，ー0.80C，

平均一O.4OCであった。測定された凍結温度の値はテストピースの合水率に関係する ζ と

が示された。一般的には含水率が高くなればその値が高く，低ければ低い傾向がある。詳

細については文献S引を参照の乙と。なお，乙れら生物体あるいは無生物体の凍結に関して

は低温科学的に多くの関連論文がある。

Table 7. Summarized v山 eson freezing point胤*of green wood (A. sachalinensis). 

[Wood] 

Height above 
the ground 

m 

Normal trunk { 4.3 

8.3 

Frost-cracked J 4.0 .( S) 
trunk 1 8.0 (N) 

8.0 (S) 

Total 

[Bark] 

2.3 

*: Artificially inoculated. 
・seeref. 36. 

ωωωωoli山i

匂 M 一OC 一OC

0.9-1.4-2.1 2.5-3.2-3.6* 0.2-0.4-0.5 

0.5-1.3-2.1 1.8-2.2-2.9* 0.3-0.4-0.8 

1.1-1.8-2.5 4.5-5.6-7.4 0.1-0.4-0.7 

0.6-1.2-1.8 2.4-2.9--4.2事 0.2-0.4-0.6 

0.8-1.2-2.0 2.1-2.8-3.2* 0.2-0.4-0.6 

0.9-1.3-1.8 3.5-5.9-7.1 0.1-0.4-0.7 

0.5-1.2-1.8 2.1-2.9-3.5* 0.2-0.3-0.6 

0:5-1.3-2.5 3.5-5.8-7.4 0.1-0.4-0.8 

2.1-2.8-4.2* 

0.8-1.1-1.8 2.3-3.1-5.0* 0.9-1.3-1.6 

第2節外部条件

Moisture 
content 

?る

45-119-195 

49-124-220 

64-120-192 

49-109~215 

50-106-2∞ 
43-129-215 

70-133-201 

43-119.....220 

前節においては，凍裂の発生に対しその樹幹の内部から作用する条件について述べ

た。本節においては，樹幹一般(個々の凍裂樹幹を含む)に対して外部から作用する条件に

ついて述べる。

凍裂は，冬の，急lと低温が来襲する時町川E，或いは 1日のうち最も気温が低下する

日出前日〉fあるいは，強い寒さが長時間つづくような夜など1)Iと多く発生するものである

と言われている。とに角，凍裂の発生に冬季の低気温が，主役拘.'"清白他あるいは，その

一役目〉を演じていることは間違いないものと古くから信じられている。筆者も略々同じ意

見であり，とくに樹幹水分の凍結がー要件であるから(前節Lとの意味での低気温の存在
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は決定的に必要である。しかして，樹幹の凍裂の発生に対する低気温の問題は，いうまで

もなく低気温そのものの問題ではなく，樹幹温度を規定する一つの条件としての問題であ

る。樹幹を囲綾する空気の低温は樹幹外部から作用してその温度を変化させる一つの条件

であるが，との意味で水喰材のような凍裂に対する内部的な条件l乙対し，外部条件と呼

ぶことができる。また， ζの条件は，その作用のし方は別として，或る地域内の，あらゆ

る林木に必ず作用する条件であるから，水喰材が凍裂に対する個体的条件であるのに対

し，乙れを一般的条件と呼ぶことができる。

樹幹の温度分布に大きな影響を及ぼす他の因子は，樹幹iζ対する日射である。日射に

ついて，上記の諸論文の中で一般にいわれていることは，日射時に，その側の樹幹温度が

他の側の温度に比べて上昇し，夜は他の側と等しく低気温の影響を受けるから，結局，樹

幹の日射側の温度変化が大きくなり， したがって，発生する応力も大きいということであ

る。そして，事実，凍裂は南面あるいは南西面に多いという報告町もある。しかし，凍裂

の方位は，すでに述べたように， トドマツに関しては，このようなことは一般的事実とは

いい難い。筆者の，初冬の頃の立木樹幹の辺材凍結前後の樹温測定成績併から判断するに，

日射のための樹温変化は，乙れのない場合に比べて，たしかに大きい。冬の低温時，すなわ

ち，樹幹水分の凍結状態においては，常温におけるそれよりもかなり小1さいものと考えら

れる。日射によって樹幹温度が上昇しでも，辺材の凍結の融解を全く起:さない温度，すな

わち _lOC付近以下町であれば，日射がなくなった後，低気温によって急激な樹温低下を

来すことはありうる。もい辺材の凍結を融かすようなことがあれば，融解の続く時間中，

辺材温度は 00__lOCの範囲を出ることがない。乙のような場合には日射の去った後も，

急激に樹温が下ることはなく，水分凍結のための時間を必要とし，その間，やはり辺材温

度は 00
_ ーlOCの範囲内に止まることとなる。この OOC付近に止っている時間は，吸収さ

れた日射のエネルギーその他に関係し，極めて複雑なものとなるであろう。何れにしても，

辺材の，一種の温度調節作用を考えるならば，常温におけるほど大きな温度変化はないも

のと考えられる。しかも，現実に， トドマツの凍裂は日光直射のない斜面に立つ樹幹，あ

るいは欝聞のためほとんど日射を受けない立木樹幹にも発生し，また，一樹幹についてみ

ても，凍裂が日射側に多いということは確認できなかった。

風，樹冠上の積雪圧などは，樹幹l乙対する荷重として作用し，その内部に応力を発生

させる。凍裂の発生機構に対する風の作用については古く山，聞から考慮されており，理論

的には，これを否定する根拠はない。BuSSEの，基幹部の勇断応力説は，一応その可能性

が考えられるが，しかし，凍裂は必ずしも樹幹基部の根と根の聞の部分 (Wurzelhals)に

* 304頁IC述べた，生材凍結温度IC関する実験を下立木樹幹IC拡大測定したものであり， ζの測定に

よれば，立木の辺材部の凍結触解のために辺材温度は長時間 OOC付近に停滞する乙とがある。

来干日。
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出現するというものではない。むしろ，風によって樹幹が曲げられる場合，樹幹の圧縮側

l乙，引張応力が，円局方向lζ発生オるととを考えなければなるまい。しかし，乙の風の作

用も，低気温の作用と同じく，乙れのみを以て凍裂を説明するととはできず，とくにトド

マツの場合には，その内部条件が凍裂に対し必要な条件であるから，風が凍裂発生の主役

をなすものとはいえない。

.1. 樹幹温度と凍裂幅との関係

.凍裂の割れ目の幅が，気温の変化に関連して変化する事実は，古くは CAS密PARYγl町

iにζよつて報告され，また，最近， ScHULZ (1957)白川ζよ勺ても報告されている。 CASPARY

の測定は何れも広葉樹についてのものであり， ScHULZの測定も Eiche，Pappel， Buche; 

Roβkastanieなど，すべて広葉樹についでのものである。筆者は北海道産トドマツ立木に

ついて，その凍裂の割れ目の幅が，気温，その樹幹の温度に関してどのように変化するか

について観測した。

.占1947年 1-3月にかけて，旭川林務署管内当麻事業区 12林班内で，すでに凍裂が裂関

している凍裂木を選び，付近の気温，樹幹の内部温度，凍裂の割れ目幅について測定し

た。供試木は，胸高直径約30cm，樹高 17mのトドマツで，凍裂は樹幹の南東東側に 1本

あり，地上 O.5mから 3.5mにわたっtていた。 付近の積雪の深さは，測定期間のはじめと

終りでは，かなり大きな変化がみられたが，乙の供試木については，観測期間中，ほぽ同

T 

D， 

努0Il10 T3 

I~O 
Snow 

Fig. 11. Schematic sketch showing places where temperatures of 

a trunk and widths of a frost crack on it were measured. 
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じ深さ，すなわち約1.2mの積雪で被われているように配慮した。

温度および凍裂幅の測定は次のようにしておこなった(Fig:11)。

すなわち，凍裂の幅は，凍裂の上端(地上高 3.5m)から 50cm下の位置(測定点 1)，1∞ 
cm (同 2)，150 cm (同 3)及び 200cm (同 4)の位置の 4カ所で測り，樹幹温度は，凍裂の

上端から 100cm (すなわち凍裂幅の第2測定点)の位置で測定した。測定開始の 1月下旬

には，すでに凍裂の割れ目は開いており，第2測点位置で約4.30mm(気温 -30C)の幅が

あうたへ との割れ目の幅が， 気温や樹温の変化によってどのように芝生主豆主とを知るの

が乙の測定の目的であるから，割目幅そのものを，常に測定する必要はない。そ乙マ，実

際には，割れ目の両側に 2本の測針を図のように打ちとみ，その距離(D)をマイクロメー

タ戸 (1!100mmの精度)によって測定した。したがって，乙れによって割れ目の幅の変化

は，間接的に 1/100mmの精度を以て読みとる ζ とができた。樹幹温度は樹皮表面から 2

cm，6cm，及びlOcmの箇所に図のように棒温度計を挿・しこんで測定した。気温は，乙の

樹幹から約 1m離れ，大体樹幹温度の測定点と同じ高さの位置で測定した。測定にはアJレ

コ戸Jレ棒温度計と 1週間巻自記温度計を用いた。なお，風速をも併わせて測定した。乙の

測定の対象になった樹幹部分への日射の影響はほとんどなかったものとみて差支えない。

観測は原則として毎日 6，10， 14， 18， 22時の 5回おこなった。測定成績を AppendixIIと

して巻末に掲げる。

測定成績を通覧してわかるように，気温 T1の変動につれて，樹幹温度は T..T3， T， 

と， )1直次に内方へ変動しており，一方凍裂の割れ目の幅は樹幹温度の変動につれて変化し

ている。割れ目I憶の変化と，気温および樹温変化の対応状況を示すために，一例として

Tl> T2， D2*換の観測値から， それぞれの標準測定値綿棒 (t-value)を求め， 乙れを図示し

たのが Fig.12である。

図からわかるように，D2は九 l乙密接に関連しながら温度が下がればその幅を増して

いる。乙の相関係数は -0.959で，非常に緊密な相関を示す。一方， T1とD2の相関係数

は -0.868で，T2とD2の場合より低いがかなり密接な相闘のあることを示している。 D.

と T3，T.との相関係数はそれぞれー 0.931，-0.754である。すなわちとの観測では幹の

表面から数 cmのところの温度と凍裂幅との聞には最も密接な相関関係がみられ，樹斡の

発 1月25日午後の値。第1測点l.90mm，第3測点4.40mm，策4測点4.55mmであった。

柿第2測定点の測針距離。

**持 たとえば，小倉金之助: 統計的研究法 (1943)参照。 乙乙では， Tt， T2， D2などの観測僚の，そ

れぞれの算術平均値を基準点とし，変量の標準測定単位として各変量の標準偏差を用いた。，様濃測

定値 tfま， t=-L，とと fC，tJ:標準備， E=ぬ(観測値)-M(算僻均).蜘わいては，

ル1-X~
t=←ーョーととする。
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中央近くでは相関が浅くなった。また，樹幹の近くの気温との相関はかなりよかった。

との凍裂の割れ目は，樹幹表面から約 10cmの深さまではぼ，直線状に樹心方向に向

っていたがへその内方では，水喰材の割れ目 lζ接続していた。樹幹内の水喰材の存在状

態，とくに割れ目の分布状態などは， ζ の立木自体の特有のものであり，したがってこの

樹幹内部の応力状態も特有のものであって，乙 ζl乙観測された値を以て他を律することは

できないと考えられるが，今，D.と T2の関係式を求めてみると次の如くである。

D.(mm) = 3.72-0.13 T. 

但し，T.は _lOC以下。

2. 円板の温度と復張との関係

常温で，生の樹幹から円板を切り取り，その樹皮から中心に向って鋸目を入れると，

円板の鋸自の幅がせまくなり，鋸身は側方から圧せられるようになる。この現象は，復

張7町， Klemm印刷)，41)と呼ばれ，かなり古くから林業者の聞に知られていた。

常温における復張量は， 円板の含水率に関係し4日，生材時lζ最大で，合水率の減小，

すなわち，円板の乾燥に伴なって小さくなり，ある程度乾燥が進行すると，復張はみられ

ず，それ以上の乾燥度では鋸自の幅が却って広くなり，負の復張を示すに至る。樹幹から

切取った円板lこ復張の現象がみられるという乙とは，その内部に一種の元応力聞が存在し

ていることを示すもので，円板に切目を入れるととによってそれが解放輔されるものと看

倣すべきである。復張量が円板の乾燥に伴って変化することは，円板内の応力が， -(;-，の乾

燥に伴なって変化する乙とを意味するものである 39)，.ヘ

円板の含水率を生材状態lと保持し，それを凍結せしめ， しかる後，いろいろの温度に

おいて円板の復張量を測定すると，その値は円板の温

度に関して変化する。乙のことは当然，切目のない円

板内部に，一種の元応力としての熱応力開の存在する

ζ とを示すものである。低温における円板内のストレ

スを測定計算することは木材の低温における諸定数に

不明なものが多いlので，なかなか困難であるが，円板

の復張量と温度との関係は実験的に測定することがで

きる。以下，主として，正常円板についておこなった

復張と温度に関する実験の結果，すなわち，円板の復

張率，復張の消滅温度について述べる。

冬l乙，すでは凍結しているトドマヅ立木を伐採し，

* 第2測点附近の状況

蝉完全!C解放されるとは勿論云い難い。

Pin 

Fig. 13. Schematic sketch showing 

method of m伺 suringthe 
叫 ueezing， of a .disk. 
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その樹幹から円板を切取り， その温度を一定 WC以下， 乙の温度を t.とする)に保持し

ながら， Fig.13のように鋸目を入れると，鋸断の前後で測針距離(D)が変わる。すなわち，

上述の復張現象がみられる。ただし，乙乙では一般的に復張量{ー)の場合をも考えるものと

する。今，鋸目を入れる前の測針距離を do，鋸目を入れた後の距離を dt，とすれば，

St， =4o-dt， 

が， その温度九におけるその円板の半径 rの点の復張量である4仏問。乙の円板を， 爾後，

いろいろの温度 t.の下に，合水状態を変化させないようにしながら一定時間づっ保持し，

それぞれの温度検における測針距離 dt• を測定し，

S'l = do-d'l 

を算出した。しかして， 乙乙では， 乙の値 St，をも，その円板の，その温度における復張

量と呼ぶ乙とにする制。

1.00 

{
E
E
 

。ω器
量
喝m
<> 

言

ー1.00

-10 

Temperature (・cl

Fig. 14. A curve showing the ternperature-squeezing relationship of a norrnal 

(free frorn defects) disk in low ternperatures. Each x shows a 

value ob包inedrespectively (A. sachalinensis). 

-20 ('c) 0 

さて，乙のようにして，多くの円板の，いろいろの温度における復張量を測定したが，

今，一つの円板についての測定結果を一例としτFほ.14に示する

図は横軸lと円板の温度 (t)，縦軸l乙復張量 Sをとったもので，円板温度と復張量との関

後 円板の内部11:は温度勾起が全く存在しないものとする。実験的11:は近似的に可能。

榊 NORDLINGER61)などの“Klernrnen"は，鋸目を入れる前後の測点間距離の変化量を意味する。こ

乙では，本文中記載のようにその意味を拡げる。
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係は，観測温度範囲では一般に，乙の図のように直線を以って表わすことができた。 ζの

図では，直線の方向係数が約 0.08(mm/"q， -8.50Cで復張は Oとなり，それより高い温度

では供)，低い温度では←)となる。すなわち， ζ の円板の復張の測定点では，温度一8.5
0C

では復張が起らず(或は消滅し勺それより高い温度では，円板につけた切目ω幅がせまく

なり，とれより低い温度では切目の幅が広くなる。従来測定された生材の復張は，常温ある

いはあまり低くない低温におけるものであるから，生材については，復張は常に鋸が側圧を

受ける方向のものとして理解され，この場合の値を什)として表示したものと考えられる a

一度，切れ目をつけられた円板の温度がその内部に温度勾配のない状態で変化すると，

その切れ目の幅は，図に示す S-t曲線のような関係で変化する。若し，円板lこ半径方向の

温度勾配が生じた場合には，それに相当する切れ目幅の変位量が温度勾配のない場合に加

重される。とのことは円筒，すなわち樹幹の場合にもこれを拡張して考える乙とが可能

で，前項i乙述べた，凍裂木についての野外観測の成績と，実験室内でおこなった円板につ

ドての成績とは，その現象の基本的な面では相対応するものである。すなわち，円板の場

合と樹幹の場合では，弾性的抱束の状態が異るから，定量的には問題があるとしても，害j

Table 8. Summarized vaJues on squeezing of disks in green (A. sachalinensis). 

Diameter 8-qruece制zin(g1lk0lat Npoersaqtuureeen(ton)g (ーte℃m)• 8(q×u1e0e4zin/℃g )ra{ηte') ez x1O-<) 
Disks tested 。fdisk Bark 

me叫minI max m叫 minI max m叫 minI ma Icm) 

Normal disk 8-10 With 6.3 2.2 9.4 12.9 15.4 8.7 1.5 1.3 1.8 
(free from 

Without 8.6 5.3 12.3 11.5 13.5 9.3 2.2 1.8 2.5 defects) 

20 With 3.4 1.9 5.2 8.8 9.9 6.8 1.9 1.7 2.2 

Without 7.8 6.4 8.9 8.0 9.0 7.6 2.6 2.4 2.8 

25 Without 

S*3 14 12 16 9.9 11.3 9.0 1.5 1.3 / 1.6 

H 14 12 17 9.4 10.6 8.2 1.6 1.4 1.8 

25 Without 

S 19 17 22 10.7 11.5 10.0 2.0 1.7 2.1 

H 19 17 21 10.7 11.5 9.8 2.0 1.8 2.2 

25 Heart only 22 20 24 10.3 11.5 9.2 2.3 2.1 2.6 

Disk with 25 With -1.7 -2.5 1.4 - 8 0.8 0.4 3.4 
wetwood 15 With -2.1 -4.3 2.7 -10 1.1 0.2 2.9 

Disk with 21 With 0.9 0.3 1.1 frost crack 

持1 Aactual squeezing value per unit length of corresponding circumference with the radius 
。fthe point where the value was. measured: k. 

様'2 Squeεzing (k) per unit temperature (oC) :η. 
*3 S and H show both the outest part of sapwood and heart of a disk. resp.， whear: the 

amount of squeezing was measured. 

義 乙の温度を復張の消滅点 toと呼ぶ。
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れ自の幅が温度iζ関連して変化する事実は，すでに述べた，樹幹の凍裂幅の温度変化によ

る変化に対応するものである。

次に円板の温度と復張に関する実験結果を要約して Table8 IC掲げる。なお実験結果

の詳細は巻末 AppendixIIIを参照のこと。

Table 8は全測定成績の総括表である。復張量 (squeezing:k) とは，乙の実験の最初

に，円板Jζ鋸目を入れた際の復張量，すなわち本来の意味での復張量である。但し，その

数値は，測定点の半径 ηlこ対する円周長 2πrtでその復張量を割った値で示しである。 こ

こにいう復張率(squeezingrate: n)とは，換言すれば，単位の温度変化に対する，上記復

張量の比で， Fig.14の直線の方向係数を測定点、の半径に対する円周長で割った値である。

まず，本表の復張率を検するに，その大きさは， 1-3xlO-'の範囲にあり，樹皮のない

円板は皮っき円板より，心材だけの円板は辺材っき円板より，それぞれ幾分づっ大きい傾

向を認める乙とができる。復張の消滅点は，樹皮の有無，辺材の有無にはほとんど関係な

く， -lOoC付近にあるが，直径8cmの円板(地上高 18-20mからとられた)では精低温

の側に移る傾向がみられた。切断時の復張量は，その円板の復張率，円板切断時の温度か

ら計算的に求めることができるが， その値は必ずしも測定値(表に示した値)とは一致し

ない。その不一致の程度は，この測定では小さい円板の方が大きかった。乙れは明らかに

凍結材部すなわち辺材部などの影響による弾性余効的効果l乙基づくものと考えられる。

水喰材を含んだ円板については，その存在形態が複雑なだけに，あまり系統的な測定

ができなかった。測定値のバラツキも大きし一般的なことはいえないが，乙の測定では

大部分の円板は -YC以下で正の復張を示さず，したがって，その消滅点を観測する乙と

が出来なかった。乙の点は，凍裂円板の場合と同様であった。復張率は，全体的には，正

常円板より小さく，とくにそのバラツキが大きかった。凍裂円板の場合も，測定値のバラ

ツキの大きいことが目立った。

水喰材円板，凍裂円板において，測定値がかなり大きな変異を示すのは，それら内部

の含水率分布や，割れ目の分布の複雑さに基因するものであろう。しかし，乙の測定から

一般的に推論しうることは，水喰材のある円板では， その凍結状態において t。すなわち

復張の消滅温度が高い値を示すことである。すなわち，乙れを一般的に表わせば，

正常円板のんく凍結した水喰円板の t.三三水喰材の凍結温度

水喰円板の t。の上昇は，その水分の凍結に基因するものと考えられるから，その値が水喰

材の凍結温度を越えて高くなることは現実にはありえない。

さきに述べた凍裂樹幹についての測定では，樹幹内部lζ多くの場合，温度勾配があり，

また力学的にみても，苦手jれ目の二次元的，三次元的な抱束状態が複雑であるから，乙乙 l乙

述べた円板の場合と同列に論ずることはできない。しかし，温度勾配については，多数の
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観測値の中から，温度勾配の小さい時点における D2について考えれば円板の場合との比

較の可能性がでてくる。そこで，Appendix 11の全測定値の中から，T2， Ts， T.の値が，互

にl
Q

Cの差(本観測の精度)を越えない幾つかの時点の D2を探し出し，それらの時点の平

均温度と D.との関係から復張率を計算すると大体の値として η:2xlO-";oCが得られる。

この値は， Table8に示した正常円板の復張率におおむね等しい。またこの内から，温度勾

配のない場合の， -l
Q

C における第 2測定点の割れ目の幅を計算すると， 3.3mm になる。

(因みに， 310頁の九と D2の関係式からーecにおける D2の値を求めると約 4mmlとな

る)。上述の如く，現実には，樹幹温度が OQCになれば水喰材は融解し，この 3.3mmの割

れ目は全くなくなるが，今，かりに，乙の樹幹の復張率 2XlO-<;oCを以って， 3.3mmの割

れ目のなくなる温度を，常温に延長してみると，計算上，約 20
Q

Cとなる。すなわち，乙の

凍裂樹幹lζ内在する水喰材は，それが凍結したために，正常樹幹における，温度勾配のな

い場合の復張の消滅点を計算上約 30
Q

C上昇させたと同じ作用をすることになる。

以上l乙述べた実験的事実を，円板につけた切れ目の変位と温度の問題として考察して

みよう。 今，或る温度で，円板に Fig.13のような切れ目をつける乙とによって，円板内

のストレスがすべて解放されるものとしよう。乙のような元応力の全くない円板に温度変

化を与えれば，その切れ目の幅はどのように変化するであろうか。完全に等質等方性の物

質から成る円板では，その内部に温度勾配がなければ，切れ目の幅には何等の変化も起ら

ない問。木材の場合，すなわち樹幹から切取った円板の場合は，上述の測定における如く，

温度勾配がなくても切れ目幅が変化する。乙れは，正常樹幹の場合lζは，半径方向の線熱

膨張率(α)と，円周方向の膨張率仰の相違lこもとづくものである。今，このような異方性

の円板が，温度変化を受けた時，自由iと変形できるものとすれば，半径 f なる点、の切れ目

幅Bの変異は

.:JB = 2πr・θ(sーα)，

また，これを単位円周長，単位温度lζ対する{直 bで表わせば，

b = (βーα)

となる。こ乙に

。=t，ーら
t， : 初めの温度

九: 終りの温度

乙の bはまた，上述の円板の復張率 kI乙相当する量であるから，円板が現実に自由に，或

は近似的自由に変形しているものとすれば，実測された hと， α，sにもとづいて計算され

たbは，近い値になければならない。木材の半径方向，円周方向の線膨張率，すなわち，

α， sについては若干の研究報舎21)，8的，叫があるが， これらは何れも常温付近の全乾材を対
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象としたものである。生材については， McLEAN"'坤の報告があるが，これは高温時のもの

である。今， KOLLMANNペWEATHERWAX.副)などによって与えられている値を参照して，

α2x  10-5 

s: 3x1O-5 

とすれば，

b = 1x1O-S 

しかるに上述の如く ，kは約2x10-4であるから桁数が一つ違うととになる。

筆者が， トドマツの生材について行なった実験によれば，低温 (-'20
，"""-200C)におけ

る凍結生材の熱膨張率は，上述のへ諸論文l乙発表された値に比べて造かに大きい値であっ

た (AppendixIV参照)。すなわち

今，

とすれば

α0.56-1.97 x 10-‘ 

s : 1.25-3.64 x 10-‘ 

α= 1.3x 10→ s=2.6x1O-' 

b = 1.3X 10-' 

となり，実測された復張率hにかなり近い値になる。

本節においては，凍裂の発生に関与すると考えられる外部条件としての樹幹(或は円

板)温度の変化によって，その放射方向の割れ目幅の変化する事実について述べた。もし，

樹幹lζ，ζのような割れ目がなければ，樹幹の各部にその温度分布に応じた応力成分が発

生しなければならない。われわれの観察する凍裂樹幹は，低温において，その外周部に放

l射方向の割れ目を持つ樹幹であるから，若し，かような樹幹に割れ目がなかったとすれば，

その外周部に引張応力が働いている筈である(乙れは，一般に水喰材樹幹の toが著しく上

昇する事実によっても証明されるL本節1の観測結果によれば，凍裂幅の変化は，気温変

化との聞にかなり高い相関をもっているからa 樹幹外周部の引張応力は，気温の低下，と

くに急激な低温の来襲によって大きくなるものと考えなければならない。乙の事実は，円

板についておこなった分析的な復張と低温との関係からも当然演緯できるところである

が，樹幹内の応力を考える場合には，復張の消滅する温度の存在する乙とにとくに注意し

なければならない。上に述べた円板の復張の消滅温度 t。においては，円板を外方から内方

iζ序々に鋸断する際，その如何なる段階においてもいわゆる復張が全く現われないとは云

えない。この点についての系統的な実験を行なう乙とはできなかったが，一般に，辺材を

費生材丸太が高温におかれると，肉周方向11:膨張し，半径方向に収縮するらしいと述べている。
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完全に切り込むまではらにおいては復張があまり現われず，切り込みの途中で多少(+)或

は(ー)の復張が円板の外周部で現われ，完全に髄心に達した直後には略々はじめの頃の復

張量すなわち略々 (0)に合致する傾向がみられた。

第5章 トドマツ樹幹の凍裂の発生機構

第1節 トドマツ樹幹の水喰材

乙の論文の，今までの記述においては，水喰材を，単l乙水喰材という一つの概念で一

括し，その量的表示にも肉眼的に識別される面積を以ておこなってきた。また，あるいは，

第4章第 1節におけるように，水喰材部を，その温度変化という見掛上の現象をとおして，

樹幹の外部からの観測によって認識してきたのである。そこで，以下においては，水喰材

そのものの質的な面を凍裂の発生ということに結びつけて考察してみよう。

トドマツの正常な心材は 30-50%の合水率を示し，合水率 100-200%の辺材部と明

らかな対比をなすものである。しかるに，しばしば，正常値に比べて異常に高い含水率の

心材部が出現することがあり，これがいわゆる水喰材である。水喰材の内部には，大小様

々な割れ目が含まれている。乙の異常に高い合水率と，多くの割れ目の存在が，一般的に

は水喰材の特質をなすものであり，すでに，前章において述べたトドマツの凍裂と水喰材

の関係を，この水喰材の特質にさかのぼって追求するのが ζれからの考察の目的である。

1. 水喰材の分布とその含水率

トドマツの水喰材の分布， その含水率の一般的な乙とについては， すでに文献3311::

詳述し?と。乙乙では，凍裂の発生機構との関連の下に水喰材について記述を進めるととに

する。

トドマツ，エゾマツなどの辺材や水喰材部のような含水率の高い材部は，低温で凍結

するといちじるじく色相が変って，淡い，ないしは暗い褐色になる。これに対し，含水率

の低い材部すなわち正常心材の色相は低温においても変らない。したがって低温において

は，材の高含水率部と低含水率部の色相の違いが著しくなり，肉眼的に両者を区別できる

ようになる。もちろん両者の区別は，普通の写真によっても明らかに認められる冊。 もっ

とも，乙の区別は，必らずしも精密なものではなく，材の中の合水率差の大小，材の固有

の色相，水喰材部の着色などによって，その量的表示の正確度が影響を受ける。とに角，

われわれは，低温において，泡材や水喰材が，乙のような色相を呈することによって，ぞ

れら自体の存在していること，および，それらの水分が凍結しているとと叫を確認する亡

とができる。極く一般的にいって，凍結した際，肉眼を以てその存在を認識しうる，水喰

材の限界的な合水率は，おおむね 1∞%前後何0-120%)であった。
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樹幹内部の水喰材の分布は甚だしく複雑なものであり，その含水率分布を完全に把握

するには，測定的方法としては，水喰材，全部を立体的に小材片i乙細分し，これら個々の含

水率を測定整理しなければならない。また，肉眼的に観察する方法としては，たとえば，

1本の丸太ならば，これから“ダピキ"の方法で多数の挽板を製材し， .それらの板の表面

に表われる水喰材の状態から，丸太内部の水喰材の分布を立体的に考察することができ

る。Photo17-20は，このような目的で凍裂丸太および非凍裂丸太から板を製材し，その

板の一部を製材した順序に展開した状態を示す。 Photo17の原木は，小さな死節の多い丸

太で，凍裂はなかったが，元口断面には著しい水喰材があらわれていた。しかし，末口に

は，ほとんど全くあらわれていなかった。製材の結果，この丸太の内部には，死節l乙連な

る多くの水喰材の存在することが明らかになった。 黒線で囲まれた(乙れは，便宜上，チ

ョータで水喰材部を縁取りしたものである}多くの不規則な形の図形が水喰材である。 乙

の丸太の中には，あまり大きな拡がりを持たない，それぞれに独立した多くの水喰材が含

まれていた。乙の水喰は典型的な校水喰の一例である。 Photo19は，凍裂木樹幹の基幹部

丸太を製材し，展開したものであって，この場合，水喰材は丸太の中軸部lと著しく集中し

ており，大形の割れ目が比較的に多く存在し，氷を充していた。この丸太の凍裂は非常に

古いものであり (1875年にはじめて凍裂L伐採した時にもなお裂関しており， その水分

分布は水喰材の肉般的観察および，凍裂の位置などから推論するに，文献 33の， 凍裂木

No.2*のそれと同類のものと考えられる。 Photo19に示す板の原木には，その元日から

約1.5mの深さまで凍裂が入っており，それより上部，すなわち末口方自には，あまり欠

点のない丸太であった。すなわち 1本の原木丸太の，凍裂のある部分とない部分の，水

喰材分布の状態がよく写真にあらわれている。

次に測定的方法によって調べた，凍裂樹幹内の含水率分布について簡単に述べる。測

定供験木は，北大両竜演習林産のトドマツで，胸高直径35cm，樹高25m，樹齢約 170年

であった。第1の凍裂は，地上高約50cmIと始まって， 31Ocml乙終り，第2の凍裂は'670

CJll I乙始まって， 750cm Iと終り，第3の凍裂は 800cmI乙始まり，約 12mに終る。地上高

13m附近で樹幹は 2本に分れるが，この分岐点直下の 12-13mの聞の樹幹部は，癒傷部，

腐朽部，孔状部などを含み，複雑極まる形態を示す (Photo31-35)。乙の樹幹から多くの

円板を切取って，そ/れぞれの円板の含水率分布を， 1.5 x 1.5 x 2 cm2 (繊維方向に 2cm)の

テストピースによって測定した。次に，それらの円板の写真 (Photo25など)および含水

率分布測定成績の一部を示す。詳細は文献33参照のとと。

写翼は，円板の凍結状態で撮影したものであり，心材中の暗色部が，肉眼的lζ認めら

持文献 33の477-必O頁，第l表参照。
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れる水喰材である帯。

ζの水喰材の肉眼的分布と，測定表における合水率分布との対応はかなりよ<.おお

むね，含水率 80%以上の水喰材は肉眼的に確認することができた。

乙の凍裂木は，凍裂のある部分は勿論，ない部分にもかなり著しい水喰材を含んでお

り，それぞれの円板の平均含水率および測定値の比較度数分布は Table9の如くである。

Heie ghtht e 
above 
ground 

(m) 

1.0 

1.6 

2.2 

2.8 

3.4 

4.3 

5.5 

6.7 

7.3 

7.9 

Table 9. AR example of the distribution"of moisture conteI)t 
in a tree trunk with frost cracks at various heights 

above the ground (A. sachalinensis). 

Average Relative frequency of moisture con怯nt(%) 

Frost mOlsture 101 126 151 176 201 226 
crack content of 26- 51- 76- ~ ~ ~ ~ 四 ~ disk 50 75 100 125 150 175 2∞ 225 250 

With 114 19 16 8 11 9 18 15 4 

" 128 8 23 14 11 10 7 15 9 4 

" 153 1 8 13 15 11 11 14 20 7 

" 152 2 8 12 14 13 11 18 18 4 

Without 139 l 14 14 16 13 10 16 13 4 

" 138 7 12 12 16 13 11 5 12 8 

" 151 6 13 18 16 13 11 14 8 

With 158 2 10 7 12 14 12 15 17 12 

" 153 3 7 12 16 12 11 11 1.5 12 

Without 143 2 7 18 14 13 13 16 12 5 
」

251 
~ 276← 
275 

1 1 

1 

1 

各円板の含水率度数分布は，何れも二頭的分布をなし， No.1， No.2:の円板では 50%

付近と，ほぼ 170%付近に分布の極大点を持っており，かっ， ζの高会水E宇都と低含7./<.率

部との差が大きい。爾余の円板では，全般的l乙高い合水率を示し， 1∞....，..125%付近と 200

%付近Iと極大点を持つ分布を示している。 No.3とNo.4付近の材部は，全般的に高eい

合水率の材部の中lと，さらに高い200%以上の強い水喰材部分が出現した。凍裂のない

No.S.....7などの円板でも，依然として全般的に高合水率であるが， No.6の付近の材部に

は，合水率からみた正常心材に近い材郡が幾分存在する。 No.81とは 175%以上の高含水

率の材部が多く，とくに 2∞%以上の材部が凍裂のある側に集中している。 No.9も2∞ %

以上の材部が割合に多い。 No.10には，かなり著しい凍裂があって，高含水率部分が円板

の中央付近lと集中しているが(髄心付近は割合に偶い)，その周辺には 100%未満.の材部が

分布している。これより地上高を増すにつれて，水喰材部の割れ目が大きくなり，上述の

如き合水率測定片でも 250%以上o値を示す部分も出現したが，一般的にみて，高合水率

恭 00_20Cの室温中で撮影。円板表面が幾分とけはじめており，完全な凍結状態(1:比べて水喰材がや

や判然しない。
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部分が分散状，もしくは周囲状分布をなす傾向を示した。

との測定に供した凍裂樹幹では，樹幹の低い位置から，すでに，水喰材は分散的分布

をなしていた。このような樹幹では，第4章 1節に示したような測定はかなり困難であ

り，また，凍裂と水喰材との量的関係はかなり複雑なものとなろう。

水喰材の中には多《の割目があり，とくに凍裂木の場合には氷のつまっているものが

多い。したがって，氷のつまった割れ目の大きさ，その分布密度と含水率測定片の大きさ

との相対関係から，上述の含水率の値が変ってくるのは当然である。すなわち，氷のつま

った割れ自の分布密度が大きく，或は割れ目の幅が広くて，合7.1<率測定片の中lζ占める氷

の容綾が大きければ大きい韓大きな含水率を与える乙とになる。 現実に， lxlxl cm
3の

試験片でも 500%位の含水率を示す場合がしばしば観測される。このような値は，含水率

樹第片の，正常部分{割れ目を合まぬ部分)の最大合水率をはるかに越えた値である。とく

Table 10. Moisture content of disks cut from two “Todomatsu" trunks 
injured by frost cracks respectively (A. sachalinensゐ).

Htehie dzgt r above 
Average OI moisture Average maximum Average sapwood 
content of wetwood moisture content of 

TruIlk. number ound part of disk the wet"wood part* 
mOlsture content 

(cm) (%) (%) (%) 

No. 1 66 161 192 186 

72 172 199 137 

80 176 179 174 

90 181 213 189 

96 195 199 136 

102 143 206 159 

108 167 186 164 

115 177 162 175 

122 141 221 211 

130 139 213 171 

ぴ恥 2 45 87 186 189 

55 85 192 179 

64 125 208 2∞ 
74 146 168 146 

79 99 174 175 

85 100 186 184 

90 92 179 165 

98 95 168 175 

107 89 185 181 

115 85 191 167 

器地ximummoisture content was叫叫時dfrom the formula Mmax =十一0.64
I.Jf 

，(;/.; Specific gravity based upon green volume and oven dry weight of specimen. 
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l乙校水喰の場合には，大きな割れ目が出現することが多いから，たとえば.lcm立方ぐ

らいの大きさの氷片を取出すことも可能なわけであり，すなわち，この場合には含水率

が無限大と云うことになる。しかし，一般的には，或る程度以上の大きさの水喰材全体

についてみれば，その平均含水率が，その材部組織の平均最大合水率を越す乙とはすくな

い。 Table10!こ，小径凍裂木の中央部水喰材について測定した成績を掲げる。

両凍裂木における，それぞれの円板の平均合水率は，その内部に多くの割れ目を含み，

その中!01<があるにもかかわらず，最大 120%および 116%で，辺材部含水率よりもかな

り低い値である。また，もちろん，乙の材部の最大含水率より低い値であった。

すでに述べたように，割れ自の中には氷がつまっているから，乙のような割れ目を含

む合水率測定片の示す含水率は，理論的には正常組織と氷との，容積の相対関係によって.

合水率無限大を最大とする広い範囲に変化することが可能である。テストピ F スの正常材

部の含水率がその最大含水率 (M皿凶)にあり，さらにテストピ F スが， 氷のつまった割目

を含んでいる場合には，試験片全体の含水率は，乙の氷の分だけ正常材部の M皿axを超

える。 もし，正常材部の合水率が，M皿M 以下であっても，テストピースに氷が含まれて

おれば，両者の相対関係から， ピ戸ス全体の含水率は正常材部の M回目を超える乙ともあ

りうる。常温において，割れ目の中に自由水が存在する ζ とは， しばしば観察されるとこ

ろであるが， ζ のような場合は，割目付近の材部の含水率も高いから，そのような水喰材

部が凍結した場合には，その部分の合水率はかなり高い値になり，容易に M皿闘を超える

乙とになろう。もし，割れ目の中の水分が，凍結に際してその位置へ移動してきたものと

すれば，その水分の根源が何処であるかによって，その割れ目付近の含水率が，とくにそ

れがその組織の M田 8Xを超過するかどうかの可能性が大きく左右される乙とになる。その

割れ目の中の水分が凍結に際し，たとえば，霜柱の生成機構における如く，他の部分から

移動してきたものとすれば，その割目付近の含水率は，その移動の程度によっては大きく

増大しなければならない。乙の水分移動の可能性は考えられるけども，それを実証すると

とは極めて困難である。若し，割れ目の中の水が，その割れ目付近の正常材部から，凍結

に際して移動したものであれば，割れ目を含むその付近の材部全体の含水率は，正常組織

のM回目を超えることはないであろう。 これに関連る事実は，極めて稀にトドマツの水喰

材について観察される。 すなわち， 凍結した氷喰材中に存在する ζ とのある， 普通 1-2

年輪内の，厚い凸レンズ状の割れ目である (Fig.15a)。

筆者の観察した幾つかの実例によれば，レンズ状の割れ目の中は透明な氷でみたされ，

かっ，氷l乙接する材部はあきらかに年輪方向に圧縮されていた。また，圧縮された材部の

色相は，周囲の水喰材部に比べて明るしいちじるしく含水率の低い状態を呈していた。

乙の割れ目は，水分の凍結が融解した後は，肉眼的にはほとんど認め難い細い放射方向の
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線になってしまった。この場合は，割目の中の水

分は，おそらしそれに接する正常組織の中から

凍結に際して析出されたものと考えられる。若し (a) 

そうだとすれば，この割れ目を含むテストピース

の含水率は， その付近の正常組織の Mm闘を超え

るととはないものと考えられる。 Fig.15bは，秋

材部を中心i乙放射方向にのびる割れ目で， トドマ

ツの高合水率の材部が凍結する際に先ず現われる

普通の割れ目で，内部は氷で、みたされている。乙

の割れ目は放射方向に発達して数年輸にわたる長

い割目となる傾向がある。この場合も割目の中の

水分は恐らくその周辺から凍結に際して集って来

たものであろう。

2. 水喰材の中の割れ目

トドマツの凍裂幹材部にある水喰材の内部に

は，普通，いろいろの形の，かっ非常に多くの割

ー
ハ
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Fig. 15. Schematie drawing of small 

internaI radiaI cracks packed with ice. 
(a) shows some paticular cracks ap-
peared only within an annuaI incre-
ment of“Todomatsu" wood and (b) 
shows usual smal1 cracks appeared 
in parts from latewood to next 
earlywood. 

れ目が含まねている。これらの割れ目の中には，普通，冬には氷がつまっている。以下，

主として 1において述べた合水率分布の供試木と同じ樹幹について調べた割れ目の出現状

況について述べる (Photo25-38， 47-50参照)。

乙の樹幹の地上高 0.5-3.1m!乙第 1の凍裂がある。この部分の樹幹の内部には，樹幹

表面から内方lζ向う最大の割れ目，すなわち凍裂があり，さらに，多くの放射状の割れ目

と周囲状の割れ目とがある。凍裂は，乙れらの放射状あるいは，局囲状割れの或るものと

接続し，曲折して髄心方向に向う。胸高直径1O-15cm位の，小径被圧の凍裂木特におい

ては，凍裂が，樹幹の中心付近まで真すぐにのびているとともあるが (Photo23)，一般的

には，凍裂が真すぐに髄心にまで達することはなく，多くはこの供試木のような状態を示

す (Photo26など)。

基幹部の放射状割れの大部分は，一般的には，その長さ怖も短かく，又，幅も比較的

にせまい。しかし，時には，これらの割れ目の幾っかが，著しく長くのびて辺材部に達し，

さらに形成層にまで達して，傷演組織を造成する場合がある(後述)0 Photo25の左下部，

その他の円板にみられる割れ目などがそれである。第2凍裂の附近までは，割れ目の形や

大きさは，基幹部のそれ・とあまり変らないが，その数が非常にすくない。

1 勢 乙のような凍裂木ば，北海道の天然林中のトド7 ツにはかなり多い。文献 32参照。

棉樹幹横断面における放射方向の長さ。幹軸万向については後述。



:r.!2 北海道大学農学部演習林研究報告第22巻第2号

樹幹の地上高を増した，第2の凍裂付近では，割れ目の数もすくなかったが，やや大

きな放射状割れ，周囲状割れが自についた。第3の凍裂 (Photo29-33)付近では割れ目の

数も多く，また，その形も大きかった。 Photo33からもわかるように，その付近では，樹

幹の内部が，凍裂，放射状割れ，周囲状割れなどが相接続して網目のように割れていた。.

Photo 33は円板の凍結状態で撮影したものであるが，この付近から取った円板は，後に常

温にもどしたところ，もはや円板としては，凍裂の割れ目を完全に閉じることができず，

とくに中央部はパラパラにくずれてしまった。一般に，樹幹の上の方の凍裂，とくに斡の

折損部，二又，孔状部などの直下にある凍裂には，乙のような内部形態をもつのが多い。

そして著しい内部割れのために，凍結が融けた後も，凍裂の割れ目を完全に閉じることが

できないままに，形成層によって造成される新しい組織が，凍裂の割れ目の上に橋をかけ

るように毎年押し出される傾向がある。乙のため，凍裂の内方には，幅広い，放射方向の

割れ目が残り (Photo29，文献33のFig.30)或は，周囲状の巨大な割れを残すようにな

る。新しい 1年輸の組織によって，凍裂の割れ目の一番外側が，完全に癒着された場合，

乙れらの巨大な割れ目，周囲状内部割れなどの中に，夏の聞は，水がみたされ，冬には，

巨大な氷の塊がみられる ζ とがある。

凍裂部樹幹l乙内在する多くの割れ目の中には氷がつまっているのが普通である。 Photo

41-50 にその状態を示す。

次に割れ目の形について述べる。周囲状割れは，普通，年輸に沿って起り， Fig.50の

ように，年輪界から画然と分離する場合が多い。乙の場合，あきらかに傷痕樹脂溝列に沿

って材部の分離が起ることがしばしば観察される。周囲状割れが，年輸の境界部以外にお

いて起ることも，もちろん観察され，また，幾つかの年輪にわたって，精斜めにのびてい

る場合もある。放射状割れは，それぞれ単独に，髄線方向に，ある程長くのびているのが

普通である。 しかし， 1年輪， 2年輪ないしは数年輸にわたる程度の短い割れ目が，順次a

右l乙あるいは左にずれて接続し，階段的に外方lζのびる割れ目も，しばしば出現する

(Photo 47)。また，既述のように，極めて稀 l乙， 1-2年輪内の凸レンズ状の割れ目が出現

する ζ とがある。

放射状割れの大きさや，その分布密度は，樹幹個体lとより，また，その部分によって

大いに異なる。一般に，樹幹の低い部分には，その長さ，幅ともに，比較的小さいものが

多い (Photo25， 26など)0Table 11のA，Bは，地上高約2mから切取った，凍裂のある

円板 (Photo45に略同じ)の放射状割れの大きさについての測定結果を示すものである。

測定対象面積は 100cm2 (10 x 10)で，乙の面積の中に，それぞれj 割れ目の形の全体が完

全に含まれていた 269個の放射状割れについての測定成績である。

表の AIとは，乙れらの割れ目の放射方向の長さ，表Bには，これらの轄の最大値について
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Size of internal cracks appeared in wetwood of trunks. (A. sachalinensis). Table 11. 
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の測定結果を示す。 幅の最大債が O.5mml乙満たない割れ目は，乙の測定の対象から除い

である。

放射状割れの，樹幹の軸方向の長さも，非常に広い範囲の値を示す。この場合，一般

的に云えるととは，その割れ目が含まれている水喰材の，幹軸方向の長さと，割れ目の長

さの聞に関係のあることで，たとえば， Photo 18写真のような水喰材中の割れは一般に短

かし Photo19のような場合(凍裂木ではこの状態のもの多し)は， 全体的に長いが，と

くに前者lζ比べて，甚だしく長いものが，少数ながら出現する。次に放射方向の割れの，

幹軸方向の長さの測定結果を Table11-C， Table 11一D に掲げる。

Table 11-Cは， 1まぼ， Photo 17と同様な，凍裂のない板の，長さ 1mの聞に出現し

た数個の水喰材部について，その放射状割れの長さを測定した値を示し， Table 11-Dは，

Photo 21とほぼ同様な板(凍裂あり)について測定した値を示す。

冬が去って，樹幹の温度が上ると，水喰材の凍結は融解し，一般に凍裂の割れ目は閉

じる。この状態，すなわち，常温においては，凍裂樹幹内部の割れ目はどのような状態を

呈するものであろうか。常温において，凍裂木樹幹の凍裂部(内部に水喰材の存在する乙

とが当然推論される)から円板を切取ると， その横断面には，通常，比較的少数の，幅の

広い，放射状割れや周囲状割れがみられるが，一般に凍結状態の凍裂木内部にみられるよ

うな，おびただしい数の，小さな放射状割れはあまり見えず，全体tしては割れ目の非常

にすくない様相を示す。乙れは，常温における凍裂木内部の割れ自の大部分は，冬にその

中l乙含まれていた氷が融け，肉眼的には，その存在を認め難い位の幅になっている乙とを

示すものと考えられるへ事実，冬に，凍結し，凍裂の割れ目が聞いている樹幹から切取

った円板には，多くの割れ目が含まれているが，乙の円板をあたためて常温にもどすと凍

結状態で認められた割れ目，とくに，その幅のせまいものは，ほとんどそれを肉眼を以て

は認めることができなくなる。このことは，製材した板についてもいえる乙とである。凍

結状態で，凍裂丸太から製材した板の板目面には多くの割れ目が認められるが，常温で，

凍裂部分から製材した板では，割れ目を肉眼的に識別することはかなり困難で，著しい水

喰材l乙限り，その色調から，存在が判定できる程度である。しかし，乙のような水喰材部

に繊維に直角方向の曲げの力を働かせると，いちじるしく.~~く，かつ，曲げることによっ

て，小さな割れ目が多く見えるようになる。また，著しい水喰材のある原木から製材した

板を乾燥すると， 71<喰材部分に集中的l乙割れ目が現われてくる。 ζの割れ目は，板の表面

i乙分布する表面割れ (check)とは明らかに異るものであり，乙のことは，水喰材中の割れ

目が，常温では著しくその幅がせまくなり，見えにくい状態になっているととを示すもの

である。(文献 33のPhoto35は，凍裂木から木取った水喰材部の，常温，未乾燥の状態を

後長い，幅広の放射状割れ，周囲状割れについては測である。
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示し， Photo36は，乾燥状態を示すものである)。

第2節 水喰材の濠結と樹幹内圧

すでに述べたように，凍裂が発生するためには，その樹幹部分の内部に著しい水喰材

が存在し，その水分が凍っていなければならない。水喰材の分布，その合水率，おそらく

は，氷を含んだ割目の量とその分布などによって，樹幹を凍裂させる原因の程度に相違が

あるものと考えられる。さきに述べた低温室での実験に示されるように，樹幹内の水喰材

の凍結がはじまる頃から凍裂の割れ目が聞きはじめ，辺材温度が低温室温まで下り丸太の

中の温度分布としては，その勾配の最大の状態を通過してしまってからもなお，凍裂幅の

著しい増大が続き， 71<喰材の凍結終了によって，凍裂幅の増大が止った事実は，水喰材部

の凍結が，この丸太材の内圧として働らくものであるととを示している。乙の圧は， 71<喰

材部の単なる凍結膨脹によって起る内圧と考え与れ，換言すれば，水喰材部が凍結しさえ

すれば，その丸太内部に発生する力であると考えられる。 トドマツ生材樹幹の水喰材の凍

結温度は，筆者の実験によればーlOCより高い億を持っており，凍結に先行する過冷却が

破れれば凍結がはじまり，そして約一ec以下の温度が続きさえすれば，凍結が進行する

から，丸太の内部には内圧が発生することになろう。したがって，もし，すでに凍裂があ

るような場合には，それは再び害j裂する筈である。次の実験は乙の事実を証明している。

さきに述べた凍裂丸太とほぼ同じような凍裂丸太(長さ約 1m)2本を冬に伐採し(彦経裂は

開いており，割れ目の幅は凍裂の長さの中央付近で，それぞれ 4mm，6mm。丸太温度約

-50C における値)，それを常温の室内に保存して凍結を解かし，害j目が完全に閉じた後，

慮外の雪中に約 4日間埋めておいた。丸太の付近の雪の温度は -2f--50Cの間で変化し

た。その結果，凍裂は丸太の中心付近の温度約一3"Cにおいて約 3mm及び 5mmの幅に

裂関していた。水喰材のある円板の復張現象は正常円板のそれとはかなり違って複雑なも

のであ石が，今乙れを正常円板としての性質と，水喰材凍結のための性質とに一応分離し

て考えτみる。すると，水喰材円板が一般的に示すところの，正常円板のん(復張消滅温

度)における負の復張は， 7](喰材凍結のための内圧にもとづくものと看倣すことができ

る。正常円板のらにおける， 71<喰材円板の示す負の復張量の大きさは，実験では円板によ

るバラツキが大きく，はっきりした傾向が出なかったが，おおむね，水喰材量の大きさに

関連する傾向がみられた。乙れを凍F裂のある円板についてみれば，正常円板のんでは，

いずれも負の復張置を示した。

さきに述べた， Fig.1-3などの，凍裂幅と水喰材量の関係の調査は，おおむね円板温

度ーゲ--7QCの範囲でお乙なったものであるが，もしこれを，たとえば -10"Cでおこな

ったとしても 定性的には Fig.主-31乙掲げたものと同じ傾向があらわ都るもの之渇品ら
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れる。とに角，ー1
0
-to(正常円板に対する値)において，温度分布の均当な樹幹の凍裂が

或る幅をもっ割れ目として存在することは，水喰材の凍結による内圧のあることを示すも

のであり，また，任意の温度ん(但し-l-toOC)におけるその割れ目の広さは，主として，

水喰材量に関連するものと考えるべきである。すなわち，乙の関係を模式的に図示すれ

ば， Fig.16の如くになる(下の斜線は正常円板，上は水喰円板の場合)。
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Fig. 16. Effect of freezing of wetwood in a disk upon the 
amount of its squeezing (A. sachalin澗 sis).

このような内圧は如何にして発生するのであろうか。第 1節でみたように，凍裂材内

部の水喰材中には，氷のつまった割れ目があり，それを含む含水率測定片の合水率が，計

算的に求められるところのその正常組織の最大合水率を超える場合がしばしば観測され

る。また時には，乙のような値がテストピースの数個あるいはそれ以上連続して出現する

場合もある。すくなくとも，このような材部については，単純に考えて，その水分が樹幹

内において凍結する際，部分的な，一種の膨張圧が作用するものと肴倣される。一般に材

片のうたきさを，より大きくとり(例えば，第 1節で述べたテストピースの 10個分とか数

十個分，或いはそれ以上など)，その平均含水率を測定すると，その値は，その部分の正常

材l乙対する1¥九axを超過する乙とは現実にはあまりない。たとえば， AppendixV (詳し

くは文献 33)に示した実測値がそのことを示している。さて， Table 10に示した凍裂丸太

の場合には，その内部の水喰材部の平均含水率は， その M皿日に比べてかなり低いにかか

わらず，現実に凍裂は存在しており，その形態が Fig.6，7などの場合の凍裂丸太に酷似し

ているから，その水喰材部の凍結によって，その丸太の内部に膨脹圧を生じ，ぞれが凍裂

幅に影響しているものと考えられる。乙のような場合の膨張圧の根源は何であろうか。

乙乙で注意すべきは，正常材部の合水率とは無関係l乙，割れ目の中の氷がもっ，内圧

発生lζ対する作用である。乙れを調べる一つの方法は，凍裂円板について，水喰材部の割
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れ目の中の氷を除去し，それが凍裂幅に及ぼす影響を観測する乙とである。

割れ目の中の氷と，凍裂幅の聞に最も直接的な関係がみられたのは， Photo 28の円板

の凍裂と，この内方にある周囲状割れの場合であった。写真に示した円板付近の樹幹部か

ら切取った厚さ 1cmの円板 5枚についての測定では次のような結果が得られた。

平均 最小 最大

氷を除去したための凍裂帽の減少 (mm) 2.13 1.74 2.35 

すなわち，目廻りの中の氷を除去しただけで，何れも約 2mm位ずつ割れ目幅が減小し，

完全に割れ目を閉じてしまった。さらに極端なのは Photo46に示す如き円板の場合で，凍

裂の割れ目の内方の大きな氷塊を取除いただけで，割れ目の幅は 4--5mmの縮小をみた。

Table 12は，さらに， Photo 30 に示す円板付近の樹幹について，その内部の氷(凍裂の割

Table 12. Effect of eliminating of the ice packed in the internal 

cracks of disks upon the widths of the frQst cracks 

located on the disks (A. sachalinensis). 

Uecrease of the frost crack's width 

Width of 
(mm) 

Disk 
After elimiocnf laotsitnehg le y Log number 

number frost cracks ice !ocated Do. from some 

in inside of the other interna! 

(mm) frost crack 
cracks 

1 7.1 2.46 0.34 

2 8.5 1.98 0.51 

I 3 8.1 2.印 0.63 

4 6.9 3.45 0.24 

5 8.0 2.03 0.31 

l 5.2 1.01 0.59 

2 8.1 0.98 0.78 

E 3 6.0 1.51 0.98 

4 5.5 1.23 0.35 

5 6.5 0.81 1.25 

れ目そのものの内方にある氷， およびその他の内部割れの氷)を除いた場合の凍裂幅の変

化を測定した結果である。

これに対し， たとえば Photo26その他のような， 水喰材が比較的中央部に集合し，

かつ割れ目が小さい場合には，割れ目の中の氷の除去そのものが完全には行なわれ難く，

測定操作中の温度変化，人為的に加えられる外力の作用などで確実な両者の関係を把握す

ることが困難であった。つぎに，比較的簡単に氷を除く乙とができたオヒョウについての

測定の一例を参考に Fig.17に掲げる。測定開始の 1時間後から氷を除く操作をはじめ約

30分で終了 2時間後には平均約2.5mmの減小をみた。

設淫喧PL臨時〉殺は，腐朽しかけた樹幹の髄心付近によくみられる水分の凍結によって

帯 277頁参照。
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Fig. 17. Effect of e1iminating of packed-ice from intεrnal cracks 
in disk on the width of fr田 tcrack of the disk. Ice was 
begun to remove after one hour from the beginning of 

the test (Ulmus laciniata). 

凍裂が発生すると述べている。また， ALERS川は，樹幹の凍結に際して，樹液はだんだん

中の方へ押し込められてゆき，結局，そのために内圧が発生し，凍裂が起ると述べ， ζ れ

をめぐって 1880年代に論議がおこなわれた。筆者の， 上に述べた考察とこ乙に述べた人

達の所説とは，その内容において異なるところが多いが，樹幹内部で水分が凍結し，その

ために内圧を発生するという点については共通する。

第3節 凍裂の発生に対する樹幹の内部割れの意義

凍裂樹幹についての観察測定の結果， 7](喰材の凍結が樹幹内圧として働らきうること，

また，この内圧，すくなくともその一部は水喰材に含まれている割れ目の中の氷に基因す

るものであることが明らかになった。このことが，すなわち，氷を含んだ割れ目が凍裂に

対しでもつ一つの重要な意味を示すものである。

樹幹の内部割れが，凍裂に対しでもつ，他の重要な意義は，材料力学的にみた，一つ

の物体としての樹幹の性質を変化させることである。いうまでもなく樹幹の内部割れは，

器 279頁参照。
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その樹幹内部の，繊維方向iζ生じた完全な破壊箇所である。したがって，常温においては，

樹幹内の水喰材部は，極端な場合には，繊維に直角方向の結合が完全に絶たれて，パラパ

ラになった小材片の集合脅したものであり， また，軽度の場合でも， 正常木材に比べて，

繊維に直角方向の引張力に対する弾性，強度を，かなり低下した材部であるということが

できる。しかし，凍裂樹幹についての観察によれば， 7./<喰材中のとれらの割れ目は，その

多くが氷でみたされている。したがって，冬季は，分離された材部が氷によって凝結さ

れ， その水喰材部全体が， 一つの固まった物体となることが多く， 常温に比べては， か

なり大きな弾性，強度を持っている。しかし，その強度や弾性の増大する程度は，分離し

た材部が氷によって凝結される程度に関するものであり，従って強さの増大の，いろいろ

の段階が存在しうることになる。水喰材中の割れ目の，このような性質が，全体としての

様斡に如何なる影響を及ぼすかは，割れ目の形，大きさ，集合状態，分布，含水率ならび

に凍結状態などによって異なり， したがって，それが凍裂に対しでもつ意義も複雑に変化

するものと考えられる。一般的にいえることは，冬季聞においても，樹幹の強さや弾性を

!弱めるという ζとであろう。

凍裂は，樹幹l乙生じた放射方向の縦長い割れ目であるから，樹幹の，乙のような破壊に

対して，とくに大きな意義を持つ樹幹内の割れ目は，いうまでもなく放射状割れで，とくに

樹幹の外周部に存在しているものであろう。たとえば， Photo 36-38その他にみられる如

きものである。乙のような割れ目のある樹幹の外周部に，円周方向の引張力が働いた場合，

樹幹の他の部分に割れ目がなければ，この割れ目の外方の，残された材部lζ大きなストレス

が発生いすなわち，はじめに定義したような凍裂の発生する可能性が大となる酬。乙れら

の割れ目出短かくなり，また，その位置が樹幹の内方へ移るにしたがって，割れ目がもっ，

凍裂に対する材の弱点としての意味が小さくなってゆく。さてとのような割れ目は，上述

のよろに，現実の凍裂樹幹や水喰樹幹にはしばしば出現する。 Photo36-38は，いずれも

既述柿傍の凍裂樹幹に出現したもので，円板の一部に大きな凍裂があった。 これらより短

恥あま同類の割れ目は， Photo 25， 30， 31， 32などに多くみることができる。 しかして， と

れらの割れ目の形，大きさ，一円板内における分布，数などは複雑なものであるからそれ

らが，凍裂に対しでもつ実際の意味もまた極めて複雑なものと云うべきであろう。

一体，立木当時すでに内在する樹幹の各種の内部割れは如何にして発生するものなの

骨 322頁参照。

蝉 ζれは，割れ自の存在による有効断面の滅小，および割れ目の尖繍付近における応力集中というこ

重の理由による。応力集中の理論は材料力学においてよく研究されており，切欠部の形が単純な場

合について，集中係数を求める ζ とができる{例えば74)。水喰材中の放射状割れの尖端は非常に

尖鋭であ.るから， その型車論の適用はむずかしいが， もしその理論を主主大して考えれば，その応力

集中係数は極めて大きいものとなる。

柵 梼 317頁下から 10行自
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であろうか。 多くの文献6川町，11)，.その他がこの問題を扱っているが， その成因は単純なもの

ではなく，幾多の内部条件，外部条件の連合，相互作用によって発生するものと考えら

れる。水喰材中の多くの割れ目についても，その成因の明らかなことはわからないが，

LAGERBERG岨〉は，細胞組織の中の水が凍る時lじl たとえば，細胞と細胞の聞に小さな割れ

目がまず生じ，これが大きな割れ目の根基になるのではないか，また，このような割れ目

が組織の中にできる ζとによって，さらに水の渉透が容易にお ζなわれるようになり，水

分量が増し，割れ目が発達するのではないかと述べている。また， MULLER-THURGAU事的

は，凍結の最初の氷の結晶は細胞膜の表面，あるいは細胞間隙における膜表面において発

生する。しかる後，氷は細胞膜，細胞液，原形質などから水を抽出 Lて発達すると述べて

いるが，これを LAGERBERGの説と併せ考えねば，組織中の割れ目の発達は→応説明でき

る。また，筆者もすでに述べたように，割れ目の中の氷は，その付近の材部に対して側圧

として働らく場合が多いから， ζのような凍結・融解の繰返しが，水喰材中の割れ目の発

達に寄与しているととは当然と考えられる。飽水状態のカラマツ， トドマツ材などを凍結

させると放射方向の割れ目が発生し，内部に氷をみたしている。乙の割れ目は凍結融解の

繰返しによって発達するととが実験的lとだしかめられたへ

トドマツの辺材には，普通，水喰材部にみられるような割れ目は全くないが， P:加知縄

-38などに示したように，見掛上は，水喰材中4)割れ目の一部が，長く外周方舟iとのびTこよ

うな形で辺材部に達しているものがある。 その昨には形成層にまで達し{しかし樹皮表面

には現われない)，明らかな傷演組織を形成していあものもある。この後者をま.HM.'I器削

は内部凍裂 InnereFrostspaltenと呼び，その成日目についてはすでに述べた R.1iARTld日

の凍裂発生に対する見解榊を適用し，この割れ目が樹幹表面に現われないのは，樹皮と辺

材部の材質的相異に主として基因するものとしてい患。樹幹材部の外題部にまで遣する割

れ目は，上述の如く，円周方向のストレスに対する樹幹の弱点となるものであるが，その

生成の過程において，すでに，樹幹の円周方向のスト νスの影響を受けているものと時ぇ

なければならない。しかし，辺材の途中で止っている割れ目がしばしばみられるから. t. 

れらすべてが，単なる温度差(外周部を低温側とする)にもとづく応力によってでき，たも@

とはいえず，割れ目内部!の水分凍結による内生的な発達過濯をも考う~きものであろう。

何れにしても，これらの割れ目については，冬季の低温と，-泳喰材中の割れ目水分の凍結

その他の相加的な作用が考えられなければならない。もし，冬の低温の来襲によって起る

樹幹円周方向のストレスの全部あるいは大部分が，このような旗樹方向の，一つあるいは

少数の割れ目に集中したとすれば，その割れ目は樹幹の外周部にまで達し，われわれが

勢未刊。

醐 280頁参照。
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“凍裂"として外部から認識している形のものが発生する可能性が生ずるであろう。

一樹幹の，ほぼ同じ高さの材部に，二つ以上数個の凍裂が同時に存在するととがある

(Photo 31， 41， 42など)。また，材部最外周に達しながら，樹皮の表面にまでは現われない小

さな凍裂のよう割れ目，すなわち， HARTIGのいう InnereFrostspaltenが数多く，ときには

一つの円板に数十個も出現する ζ とがある。しかも， Photo 41， 42， 44にその一部がみられ

るように，大きな凍裂のある位置に近接して，乙のような小さな，樹皮直下の，形成層lと達

する或いは一時達したことのある割れ目が多数出現する乙ともある。乙れらの，相接近し

て出現する数多くの凍裂，あるいは凍裂類似の割れ目の生成機構は，乙れを急激な温度降下

にもとづく樹幹外周部のストレスだけから説明する乙とは無理で， ζれらの多くの割れ目，

とくに樹皮下の小さな割れ自については，樹幹の内部的条件による内生的な面を重視すべ

きであろう。 ζの際，その辺材部の含水率が大きな意味を持つものと考えられる。

第4節 正常樹幹に対する熱応力の近似計算

すでに述べたように， KOLLMANN43)は，凍裂の原因は，急激な気温低下によって樹幹

外周部に発生する引張応力であるとの考えから，低温において樹幹の外周部を放射方向に

割裂せしめる条件，すなわち温度勾配を近似的に計算した。 すなわち，温度WC)の樹幹

が急激に，温度 t'の空気によって冷却されるものとすれば， 樹幹の外周部は t-t'の温度

変化を受ける。従って，この温度変化に相当する，外局部円周方向の収縮量 -4Uは

-4U= s・U(t-t')

= 2s・π"r(t-t') (1 ) 

こ乙 lと8は木材の年輪方向の線熱膨脹率である。極めて急激な温度変化を受けたため，樹

幹内部の温度変化， したがって内部の材の収縮が全く起らないものとすれば，樹幹の外周

部に -4Uに対応する応力 (Kaltespannungen)が生じなければならない。この考えを弾性

論的に扱えば， ， 

q=主 =eE 
α 

乙乙 iと， eは歪で，Eはヤング率， (1)と(2)から

q=s・E(t-t')

r 

(2 ) 

(3 ) 

ここで KOLLMANNは， s: 0.00005，σZL: 30 kg/cm2， E上: 15000 kgJ<.:m2とし，乙の仮定

のもとで，t-t'=40oCと計算し，樹幹が，常温から急激に -30oC附近の低温に曝露され

た場合，その外周部が肢射方向に割裂する危険があると述べている。

すでに述べたように，このような計算は，本来，木材の異方性l乙立脚してお乙なわれ



製認 北海道大学農学部演習林研究報告祭22巻第2号

なければならない筈であるが，そのような解を求め，数値を計算する乙とはなお困難であ

って，等方性理論からの概算に終る ζ とは止むをえない。しかし， KOLLMANNの計算は極

めて大ざっぱな仮定の上に立っている。すなわち，急激な低温の来襲により，外周の或る

厚さのみが気温 tと同温度になるが，内層の温度降下は考えられていない。また，樹幹の

外層部が収縮する場合， それに伴って起る半径方向の収縮が考慮されず， -AUの全量が

Eを通じて歪応力.!と換算されているが，実際はそうではないであろう。

さて， 現実l乙凍裂の発生する樹幹は， トドマツではその内部に水喰材を包蔵し，材料

力学的には極めて複雑な性質を持っている。多くの割れ目，すなわち一種の破壊部分がそ

の内部に不規則l乙分布しているが，そのため正確な弾性論的取扱いをする乙とは不可能で

あり，或いは無意味であろう。しかし，冬には，多くの場合，割れ目の中に氷がつまって

おり，そのため，氷によって凝結された水喰材部は，一応一つの連続体をなしているもの

と考える乙とができるから，このような凍結樹幹に対しては，熱応力の概算を試みること

は可能であろう。

樹幹を無限長の円筒と考えれば，その熱応力は円板の熱応力の問題から考察する乙と

ができる。そこで，近似的に等方弾性体の考え方に従い，次の式によってペ急激な温度

降下の際に発生する円周方向のストレス(引を計算してみる。

(1ーμ)αE ( "'， 1 rR "'___1--， 1 rr¥ 
D = _._，-つ「ー (-T十 ;'2¥ Trdr+ ~2 ， Trdr) 

l.-L;μ ¥ rc .10 r- .10 I 
(1) 

これは，温度が半径方向 rのみの函数なる場合の等質等方円板の，任意の rの位置におけ

る円周方向のストレスを与える式である。式中，

μ: ポアソン比

E: ヤング率

T: 元温度から測った半径 rの位置の温度

R: 円板の半径

r: 円板内の任意点の半径

α: 線熱膨脹率

式の括孤内は， 円板全体の平均温度と半径 rの内方部分円板の平均温度との和の 1/2と，

半径 rなる点の，元温度から測った温度 Tとの差を示している。すでに定義したような

凍裂の発生については r=Rにおけるのの値が問題であるから，.r=R，また，常数項

K
 

E
一

α
一
μ

)
-
2
 

2
4
 

.
一
句
よ

句

t--

一
(一 (2) 

とすれば，

σ。=K (-T+会仁川う ( 3 ) 
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'ζの積分項は，円板の平均温度である。常数Kを求めるために一応，

ρ-0.35 (KOLLMANN仰による)

α0.0∞2 (乙乙では一応円周方向の膨張係数をとる。石田 (AppendixIV)による)。

なお KOLLMANNは上述の計算においてはか o.∞∞5 を用いた。

E: 印∞kg/cm2(Etとする。トドマツの低温における Etの実験値なきも， 文献

43， 44， 71， 56， 20などを参照)

とすれば，

K与 0.8 (4) 

、T=f(つは，平均温度(温度勾配ほとんどなし)-10Cの，辺材の凍結した，直径 30

cmの長さ約 90cmのトドママ丸太を冷却の末端効果に注意し乍ら -250Cの低温室へ急

に入れた際の温度分布資料タにもとづき， これより梢々強い勾配を持つ，極めて簡単な形

T←任rを与える乙と 1とする。 K，T 仰)に代入して計算すれば 6片~13 kg/cm2 

{引張り)となる。円筒に対しては常数項の形がすこし異なるが，乙の場合その値はほとん

E変らない。

トドマツの正常生材の，円局方向の引張強さは概算において平均 23kg/cm2 (文献421，

71)， 34)などを参照)位と考えられるから，上の計算値よりは大きい。事実，前頁l乙述べた

トドマツ丸太は割裂せず，なお -450Cの低温室へ -lOCから急激に入れた場合も材部に

は何らの変化も起らなかった。一般的にみて，正常材の多くのものは，このような条件で

は割裂しないものと判断される。 しかし，一方， (1)式常数項の中の /-1， E，αなどは現実

の立木樹幹材では，かなり大きな変異を示すものであり，その幅を考えれば，上述の如き

条件の下においてものの値がかなり大きくなる場合もありうる。反面，上の計算には，

(j=2xlO-'を用いたが， KOLLMANNの如く 5X 10-5を用いるとのはそれだけ減ずる。し

かも，乙乙に導入した Tは現実の北海道の森林ではまずありえrないものである。もちろ

ん，・ヌトレスの作用を受ける樹幹材部の性質の面からも考えなければならない。とくに，

その材部に欠点，なかんづく放射状割れのある場合には，限られた正常材部lと著しく高い

ストレスが発生することもありうるから，そのような場合には容易に割裂することもあり

うるであろう。

云うまでもなく ，(1)式は，等方弾性体の弾性限界内におけるものであり，凍裂のよう

な破壊の問題は，この限界を越えた別の領域における問題であるから，本式からの数値を

傍低温室へ入れてから 5分毎に温度を測定。樹皮表面付近温度が略室温lとなり，かつ材部外周部との

差が最大であった入室後45分の温度差による。すなわち，

r: 0 9 13 樹皮表面(約15cm)

T: -1 ー 7 -11 -250C 
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以て，凍裂発生の可能なりや否やを速断することはできず，また，その予測もなかなかな

ずかしい。この問題は今後の研究にまたなければならないe

第5節凍裂の発生機構についての考察

以上，本章に述べたととろを総括すれば， トドマツの凍裂の発生機構は次の如きもの

となろう。すなわち，トドマツの凍裂の発生する樹幹は，その内部に水喰材を含んでおり，

したがって，ここでまず，正常樹幹と一線を画する乙とができる。このような樹幹に，そ

の外周部から内方に向う割れ目，すなわち凍裂を発生せしめるストレスの主因は，外部的

には，強い低温による樹幹の温度降下，とくに低温における急激な温度降下による樹幹外

周部の収縮であり，内部的には水喰材水分の凍結にもとづく膨張(水喰材という材部の集

合体の膨張，あるいは個々の割れ目の中の水の凍結にもとづく細微な部分の膨張)である。

一方，水喰材のある樹幹は正常樹幹に比べて著しくその材料力学的特性が変化し，とくに

その内部に含まれている割れ目の性状分布によっては，外周部の円周方向の引張一応力に対

する抵抗を減ずる。 さらに，以上を簡約すれば，外部条件(低温，急激な温度降下，その

他)および内部条件(水喰材の凍結)によって樹幹内部にストレスを発生し，一方，そのス

トレスの作用を受ける材部強度の正常材lと比べての低下が相重って，外周部における放射

状割れ，すなわち凍裂を発生するに至るのであろう。 トドマツの凍裂の原因が，主として

その内部の異常形態すなわち水喰材の存在(これは凍裂とは全く無関係に，凍裂の発生よ

りはるかに広く，高い頻度で発生する)によるものであることが明らかになったために，

その発生機構に対する定性的な説明はかなり容易になったが，逆l乙内部条件の複雑さのた

めに定量的な扱いをほとんど不可能にした。上来，ほとんど定性的な考察に終始叩したのは，

主として乙のことに基因する。

トドマツの凍裂の発生機構についての以上の考察を模式的に示せば Fig.18の如く l乙

なる。この関係は，樹幹の水分が凍結している状態についてのみ適用できる。図では横軸

に温度〈円板中央部)，縦軸に樹幹外周部の円周方向のストレス (L:I，)をとる。乙のストレ

スは，一般的には幾つかの要素の複合からなり，

L:tt = dt，+σ岬 +σg

ここ l乙

[重 I1t，~L:tt 

O話d開重L:tt

O重dq歪Zな

また.L:tけま，dIJ上から dZ上の聞に変化しうる。乙乙 l乙

(1) 

(2) 

dtt: 正常円板の Klemmenにもとづくストレス。すなわち正常円板の任意温度におけ
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ーー ー
のa
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6旬 l g8 
トー

0+E&U2D O a 2 3 

-30 -20 - -10 

Tempevatuve (・c)

Fig. 18. A comprehensive illustration of the tangential stresses 
in the outer part of a tree trunk caused by low 
temperature (A. sachalinensis). 
I; t: total tangential stress. 
t1t: tangential stress corresponding with squeezing. 
t1Zl: tensile strength perpendicular to grain of green 

wood of a trunk. 
t1g; stress from the temperature gradient， should be 

considered if it occurs. 

る，温度勾配のない時のストレス。水喰材円板にも近似的にこれと同様な関係が

あるものと考える。

d却7l<喰材凍結にもとづくストレス

dg: 温度勾配 (rIζ関する)Iともとづくストレス(図には示されていない)

α: 九の温度勾配

(1)式の各要素は，温度，樹幹材の性状などに応じて但)のように変動しうるから， 現実の

樹幹内ストレス L;tけま極めて複雑な変化を示す量となる。すなわち

正常樹幹では

L; t~ = 0 

Z匂 att;

L;t， = ag 

z匂 =att;十σg

水喰樹幹では

復張消滅点(九)において温度勾配なし

任意温度，温度勾配なし

んにおいて温度勾配あり

任意温度，任意温度勾配…...・H ・..…...・H ・-・…...・H ・..(3) 

.L;匂=九 九(正常材に対する)における温度勾配なき状態

Z勾 =σ却+σ匂 任意温度，温度勾配なし

z匂=a却十{/g t.において温度勾配あり

L;tt; =九+σ.t.+Og 任意温度，任意温度勾配……...・H ・..…………… (4) 

すなわち，水喰材のない正常樹幹の場合には，その外周部円周方向のストレス d匂は，円板
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の復張lこ関する実験から明らかなように，傾斜角 αを以て温度降下に伴って圧縮←)から

引張いうの方向に上昇，途中 t。を通過する。 正常樹幹lと， r!と関する温度勾配が生じた場

合には，それの大きさにもとづくストレスが生ずるから t。以外の温度では

z匂=<1tl+<19 (上記式 3)

となる。水喰材のある樹幹の場合には，その程度によって水喰材部凍結後九を生じ，温

度勾配がなければ，任意温度において

L:tt = <1叫+<1tt

となる。ここに <1ttは正常円板のものであるが，水喰円板に対して適用できるものとする。

さらに，このような樹幹に温度勾配が生ずれば，<1gが加重され，結局

L:.匂<1甘+<1tt+σσ (上記式 4)

となる。さらに風の影響などを考えると付加項の増すことは当然である。

一方，樹幹材部の強さ <1Zl.*(繊維に直角方向の引張強さ)は，材の健全部については，

正常樹幹と水喰樹幹の聞に根本的な差があるわけではない。しかし，樹幹材部全体につい

てみれば，その内部における割れ目の存否による有効断面の違いが両者によっていちじる

しい。さらに割れ目のある場合の，応力集中の影響を考えるならば， 7./(喰樹幹における円

周方向の全応力 Z匂は，有効断面の減小，切欠部への集中のために局部的l乙大きな応力度

を生ずるものと考えられる。このことを逆に云えば，水喰材の割れ目は樹幹材部の強さを

著しく減小させるから， Fig. 18における <1Zl.のレペルを， 7./(喰材lと対しては下げて考えな

ければならないことになる。したがって <1Zl.もまた， 7./(喰材に対しては，かなり広く変化

する量と考えなければならない。 図では L:tt=<1Zl.でその樹幹外周部が破壊すなわち凍裂

が発生することになる。

現実の樹幹には，定性的にみて，乙のような種類の応力が，各様の大きさで存在して

いるものと考えなければならない。上述の外に風などの外力によるもの，温度以外の元応

力によるものなどを考えなければならない。

さて，実際の凍裂は，トドマツでは水喰材のないものには発生しないから式 (3)だけで

は，すくなくとも北海道程度の寒さでは凍裂は発生しないといえる。水喰材樹幹にのみ凍

裂が発生するという乙とは，ストレスの面からみれば<1切の存在が必要だという乙とであ

る。しかし水喰材の場合は <1w と， σZl.の低下とは同時に存在するのであるから，その何れ

の重みがより大きいかはわからない。何れにしても水喰樹幹では 6却と σZ上低下とが共存

することによって樹幹外周部の割裂の可能性が相加的に高められているものと云えよう。

持正答材では一般に温度低下とともにその値を増す。
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第6章結 論

林木の凍裂の発生機構lと関する研究や考察はかなり古くからおこなわれ，長い間lζ，

乙れに対する多くの説が提出された。乙れらの或るものは，提案者の，林木の凍裂につい

ての長い観察によって結論されたものであり，また或るものは，木材についての本来の性

質についての深い知識に基づいて演縛された所論である。しかし，反面凍裂そのものにつ

いての深い観察や十分な検討がおこなわれず，単なる憶側にすぎないようなものもないで

はない。概して，凍裂の問題については古くから広く関心が持たれていた割合には，十分

計画された研究，たとえば CASPARyI2l-17)の研究の如きものは比較的にすくない。それぞ

れの時代における林学関係の権威者の発言には，広い視野からみた啓発的なものがあるけ

れども，地道な研究データの積み重ねを欠くために結果的には，全般的な，或いは部分的

な混乱を来した場合もないとは云えない。しかし，何れにしても，かなり長い間に多くの

人達の研究や検討を経た結果，第2章l乙述べたように，今日，次の三つの系統の説が，そ

れぞれ多くの人達によって支持され，引用されている。すなわち， 1)主として低温におけ

る急激な温度低下に伴なう樹幹外周部の収縮説ならびにその同類， 2) R.HARTIG によって

唱えられた凍結による乾燥収縮説， 3)寒さの作用の外に，とくに風の機械的作用その他を

考慮した BUSSEの説がとれである。尤も，多くの人達は，この中の何れか一つを支持しな

がらも，なお，それと協同的に，或いは促進的に作用する要因の存在を否定してはいなし

積極的に，凍裂の Anlageとしての樹幹内部の欠点の如きものを挙げている者(たとえば

NEGER
5勺もある。 BUSSEの説は，寒さの外に風の機械的作用や，樹幹個体の特性をも考

慮しているが，その考え方は，寒さのみで凍裂が発生するものではなしむしろ複合的な要

因を考慮すべきであるという批判から出発したものであり，史的にはこの点が重要である。

今日，最も確からしいものとされている 1)の説は，木材の乾燥に際してみられる割裂

現象に対する解釈を凍裂に適用したものであり，乾燥による収縮を温度低下による収縮に

おきかえたものである。したがって，問題は現実にやって来る低気温の程度と，低温にお

ける線膨張率の大きさに関係するが， KOLLMANNの計算，筆者の計算からもその可能性は

ないとは云えない。しかし，乙の温度応力のみから凍裂が発生するものとすれば，現実に，

凍裂は正常な樹幹にも発生しなければならないが，北海道のトドマツではそのようなこと

が全くみられなかった。また，たとえこのようにして凍裂が発生したとしても，気温の変

化によって樹幹内の温度勾配は常に変動し，凍裂を起すような引張応力を樹幹外周部に発

生するといわれるような温度勾配とは逆に，外部温度が内部に対して高くなりうるととは

Appendix IIからも明らかなように，昼間，常にみられると乙ろであるへまた，筆者の測

器 また，トド7 ツ樹幹，ドイツトウヒ丸太などについての筆者の観測結果(未到、ム，..間 P ム唱を望
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定によれば，トドマツの復張の消滅する温度は，正常樹幹ではー100C付近にあるから，若

し急激な低温の来襲によって凍裂が起り，割裂したとしても，樹幹内に温度勾配がなくな

ればそれは冬季においても，容易に閉じなければならない筈であるが，われわれが形態的

lと凍裂と判断するものは， _lOoC以上においても明らかに割れ目として認知できる場合

が多い。したがって，この点からも，上述の説は事実に反する。しかし乍ら，冬の低気温

はたしかに樹幹の内部に凍裂を発生させる方向のストレスを生ぜしめうる乙とはたしかで

あるから，凍裂生起の一つの要素として考えなければならない乙とは当然である。 HARTIG

の凍結に際しての乾燥収縮説は，一般的に考えれば，之れを否定できる根拠はない。植物

組織の凍結の問題としてこれを考察するとき，先ず自由な状態の水が凍結し，乙れが凍結

の核となって付近の水を吸引し凍結せしめることは当然考えられるからり日，乙れを拡大

して考えれば，細胞内腔，或いは間際にできた凍結の核に向って膜の中の結合水が或る程

度析出凍結する可能性がないとは云えない。しかし，木化組織の中の水分凍結，とくに凍

結に際しての細胞膜吸着水の行動については，その詳しい乙とがわかっていないから，乙

乙では，乙の点についての批判をお乙なうことはできない。しかし，筆者の復張に関する

測定によれば，正常円板ではその辺材部の凍結に際して切れ目の幅が増大せず，むしろ幾

分減小する傾向がみられ，また生材ないしは飽水材の小試片についての測定では凍結に際

して膨張する傾向がみられるので，凍結に際しての辺材部の収縮の起る事実は認められな

かった。また，水喰材部の凍結lζ際しては，その材部全体としては膨張する場合が多いの

で，乙の点、からも凍結乾燥説は事実に反する。凍裂の発生するような寒冷地では冬季に樹

幹の自由水が凍結するのが普通であるから特別の個体的，局所的事由がない限り ζ の説に

従えばもっと多く，もっと広い範囲にわたって凍裂が発生する筈であろう。乙れを樹種閣

の関係の一例についてみても，エゾマツには凍裂がほとんどない。凍裂がトドマツには多

くて，エゾマツにはほとんど発生しない程に，両樹種の凍結機構に著しい違いがあろうと

は考えられない。 BUSSEの考えについては，樹冠を通じて，樹幹l乙風圧力が作用する場合

は，樹幹は曲げの作用を受けるから，その圧縮側の円周方向には引張の成分が発生する。

乙の意味では，風は凍裂に対する一つの要因となりうるであろう。 BUSSEのいうような

Wurzelhals における風圧力による関断力の作用も当然考えられるけれども，現実の凍裂

は必ずしも Wurzelhalsに存在するものではない。また， 若し風と寒さによって樹幹が割

裂したとしても，それが冬季間，常に割目として存在するためには，何か別の要因が存在

しなければならないであろう。 BUSSEは寒さをその要因として考えているのであるが，寒

さによる考え方の現実との矛盾については上述しすことおりである。

北海道のトドマツの場合には，凍裂は水喰材の存在する樹幹においてのみ発生する。

その発生機構については第5章において考察したが，結局，水喰材の存在，その凍結にも
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とづく内圧によって円周方向の引張応力が発生するが，これに，低気温その他によるスト

レスが加重し，一方，7]<喰材内部の割れ目のために，その樹幹材部の強度低下が起ること

によ勺て，結局，樹幹の割裂，すなわち凍裂が発生する。したがって，乙こでは，水喰材

の存在，その凍結ということが決定的に重要な意味を持つ。 7](喰材の凍結は， 7](喰材が存

在し，冬になれば必ず起る現象であるが，水喰材の存在自体は凍裂とは無関係な，個体的

な，或いは局所的な理由によって発生するものである。従って， トドマツにおける凍裂個

体の決定，その樹幹部分の決定も明白に説明できる。また，エゾマツに凍裂が発生しない

のも，それに水喰材がほとんど発生しない乙とと結びつければ当然といえる。

今後の問題としては樹幹の元応力のーっとしての正常樹幹の低温における熱応力を

明らかにし，とれが水喰樹幹への定量的適用の可能性を見出すζ とが必要である。また，

凍裂発生の重要な契機となる水喰材の本体を見出す乙とが必要であろう。すなわち，その

異常水分の集積や割れ目の生成機構を明らかにするとともに，とくに割れ目が離心的に成

長して，凍裂の有力な Anlageとなる傾向がみられるから，上lζ模式的に述べた幾つかの

条件の定量的検討を行なうとともにこの点に関する詳細な研究をおこなうことによって，

トドマツの凍裂の機構はさらに明白になるものと考えられる。

上述したトドマツの凍裂の発生機構からみて，その主な原因である水喰材の生成を防

止する乙とができれば，結果的には凍裂を防止できるであろう。また，木材の素材利用の

観点からは，いわゆる， トドマツの凍裂の割れ目そのものよりも，その幹材部に内在する

無数の割れ目の方が，より大きく問題になるから，凍裂の原因になる水喰材の生成を防除

する手段を見出すととは，実用上，極めて有意義な ζ とといわなければならない。
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Summary 

1. 

It has been well knowtJ. that frost cracks develop as radial splits from the bark 

inward along the grain of a tree trunk during extremely cold weather. They are 

found in several species of conifers as well as hardwoods in cold climes. 

There are maI'ly pubtished papers about the frost cracks from the point of view of 

forest protection and wood technology， especially in Germany. Also there are many 

studies made of “development" of frost cracks， partly from the stand point of practical 

prevention of frost cracks， partly in regard to the mechanism of the phenomenon of 

frost cracking itself. Although several theories have been advanced to explain the 

reason for the development of frost cracks， no fully acceptable theory has been es-
tablished. 

The present author began about ten years ago to gather a survey record about 

occurrence of frost cracks in Hokkaido， and to examine the morphological character-

istics of the trunks injured by frost cracks. The results have been reported (ref. 32， 

33 in this paper). After the works the writer also began a study in order to explain 

the reason for the de肝velopm巴ntof frost cracks on tree trunks of 

s却'aehαal仇ens必iゐsMasters， from physical and morphological stand points. 

This paper is the result of the study and deals with: 1) historical review on 

studies made of development of frost cracks， 2) physical and inorphological character司

istics of wetwood as a C<luse of frost cracks of “Todomatsuヘ3)some other factors 

a妊ectingdevelopment of frost cracks and 4) discussion and conclusion about the me-

chanism of frost cracking. 

Several theories have been advanced on the occurrence of frost cracks. It seems 

that in old time， people who lived familiarly with the forest had simply accepted frost 

cracksas splittings of tree trunks due to expansion of water in them caused by its 

freezing. During the 19th century， especially the latter half， several theories for the 

clarification of frost cracking were advanced， based on the scientific knowledge at that 

time. Some of them have yet found acceptance with many investigators. 1) One of 

these theories which was established by T. NORDLINGER， CASPARY and others (12， 13， 

14， 59， 60，…)， already in about the middle of the 19th century， claims that the splits 

form as a result of low heat cOfiductivity of the wood. According to this hypothesis， 

the outer part of the trunk contracts as the temperature falls， before the inner part 

of it is affected by this change. The tensile stress thus resulting from this uneven 

contraction of the trunk produces failures across' the grain in a radial direction; these 

are the so"called frost cracks. 2) Another theory (R. Hartig and others) considers the 

segrega:tion of imbibision water of cell walls as the wood freezes， in addition to the 

uneven contraction caused by the uneven temperature distribution in the tnink. 

According to this theory， the severe stresses resulting from the contraction of the 

outer layers due to the rapid temperature fall and to the drying ofcell wall produce 

failures， i.e.， frost cracks. 3) Busse's theory， on the other hand， considers the cause 
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of frost cracks as beeing associated with some factors such as wind， individual character 
of trunk， sit巴 and，the mechanical actiol'l of the wind to be the most important factor 

in development of the cracks in the first place. According to this consideration when 

Qnce they are established at the place， the tension stress resulting from frost would 

prove su伍cientto reopen thecracks in the following winter again. 

According to the results of the pr詑es鈴en凶tau凶1此th恥:or凸J乍'ss叩urve句ythere never occur frost 

cracks 0ぱf

of their trunks (see ref. 32 or table 1 in the paper)， :in a certairi locality or， in a certain 

forest stand where there seems to exi叫 arather even temperature distribuiton. On the 

other hand， there are considerable di近任e町Tenc白esof occurrence of frost cracks among 

some individual 

conceming air temperature， exposure to sunshine or windand so on. It is a rather 

common fact in forests in Hokkaido that one or more (not many) belonging to a group 

of trees which are very closely adjacent to each other in place and in some growing 

conditions are severely injured by frost crac.ks while the othersarenot at all. 

11. 

Occurrence of frost oracks of forest trees in Hokkaido were surveyed at 12 sample 

stands in four di任erentdistricts located in north， east， central parts of Hokkaido and 

near Sapporo respectively. The survey was 'carried out on occurrence of tree trunks 

with frost cracks in regard with thei:t species， tr田 height，diameter，'outer morphological 

aspects and some site conditions such as direction and gradient of sldpe， height above 

sea level and so forth. AIso the survey was made of frost cracks' themselves in 

regard with their location-height above the ground， directi:on of facirig of them on 

the trunksー， width of frost ribs and of openings of frost cracks in frozen state of 

water in the tninks and some other morpho}ogical characters. 

The results obtained in the surveyare briefly presented in tables 1 to 5 and sum. 

marized as follows: 1) During the course of the survey about 500 trees were found to 

have one or more frost cracks or 8 percent of alltrees examined in grand total of 

the four districts as shown in table 1. Abies sachalinensis called “Todomatsu" in 

Japan in conifers is most frequently frost‘cracked with a percentage of 15% on an 

average in grand total obtained for whole 12・samplestands， ranging from 7 percent in 

Nopporo to 20 percent in Asahigawa districts. In broad-leaved trees， Acer， Be.陶 la，

Quercus spp. are most frequently damaged by frost cracks followed by Ostrya， Fraxi nus， 

Ulmus spp. etc. 2) Some investigators have stated that frost cracks were almost always 

found on the south side of thetree， while some have stated the exact reverse. Also 

some others have reported that frost cracks faced toward the cold wind direction. The 

directions of facing of 50伺8individual frost cracks of 

i泊ntable 3. There was fund no general， simple tendency to agree with any report about 

the direction above mentioned conceming sunshine， wind or slope of the site. Mor.巴over

many individual trunks had two or more frost cracks located on di妊erentsides of the 

trunk or there were some extremely long frost cracks listed “all directions" which 

were eliminated from this direction count. Though the irregular character of the 
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forest stands with various site conditions concerning slope directions and the gradients， 

exposure to the sunshine and wind and so on， must be more minutely discussed for 

determining of direction of facing of the cracks， the problem mu:;;t first be considered 

in.regard to the internal morphological aspect of a tree. trunk." 3) As shown in table 2 

in which only the data for grand total are set down， the percent of the trees injured 

by frost cracks increases with increase in the diameter of the ttunks. 1n Asahig仕wa

district， trunks of lowest diameter class of 10 to 14 centimeters， however， had a highest 

percentage of trees injured by frost cracks. 4) Though the frost cracks appear from 

the ground level to. nearly top of the trunks. as high as 20 or 25 meters， a large 

number of frost cracks of “Todomatsu" noted in this survey were located within the 

first about three meters in height above the ground. Table 5 shows the height of 

the places where the frost cracks were distributed over the trunk part. in the case of 

“Todomatsu". These figures were obtained by tabulating a11 of the frost cracks in 

every cross section of trunks. For example， a frost crack on a tree trunk ranging 

from 3.4 to 5.2 meters in height above the ground was recorded in the four cross 

:seetions of 3.5， 4.0， 4.5 and 5.0 meter height above the ground， or one ranging from 

0.5 to 7.6 meters was recorded in each of 15 sections ; 0.5， 1.0，……7.5 meters high. 

Thus， e. g.， the number of 133 in the section at height above the ground of 0.5 m in 

the table means the total number of 133 of the frost cracks which appeared in the 

section of 0.5 m height above. the ground. The frost cracks reaching above 12 meter 

height above the ground were eliminated from this count because the data were not 

sufficiently accurate to discuss here. 5} Frost cracks of “Todomatsu" trunks ranged 

from less than 0:5 meter to as much as 10 meters or more in length in general 

observations made by the present author. However， aoout 80 present of a11 frost cracks 

of“Todomatsu" in this survey had the. lengths ranging from 0.5 to 3.0 meters as 

shown in table 4 and the largest percentage of them fe11 into the 1.0 to 1.5 m class of 

length. The value of length in weighted average in grand total was about 2 meters. 

III-1 

The present writer made a series of investigations about the internal morphology 

of trunks with frost cracks from a general point of view and in regard to the cracked 

parts of trunks injured by frost cracks. By the author's extensive field observations it 

was found that there often appeared wetwood in “Todomatsu" trunks either with or 

without frost cracks. In the case of frost-cracked “Todomatsu" trunks， however， there 

always existed the wetwood in them. From the further investigations the writer 

reached some conclusions. 

1) Wetwo∞odo悦cc叩urおsv問er守yoften in trunk of 

“Ez却oma飢tsuぜ，ヘ Pia印αjタ'ezoenηlsi.必'sCarr. in which frost cracks seldom 0侃Cc¥叫lr. 1n a observation 

on .the sections at which standing trees were cut down， the writer .found a tendency 

that occurrenceof frost cracks increases with the increase of wetwood in the case of 

“Todomatsu" as shown in ta:ble. 6. 

2) The part of the trunk where frost cracks were located was connected frequent-

ly with part of the trunk where the woody tissue， esp.， heartwood was exposed to the 
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air and wtewood often developed. 

3) Some tree trunks of “Todomatsu" with frost cracks were felled and many 

disks were cut， from the trunk part with frost cracks; measurements were made on 

the relationship between the width of frost crack on the each disk and the amount 

(measured by area of the surface) of wetwood on it. As the result， it was found that 

there was close relationship<' between the two as shown in figs. 1， 2 and 3， and， also 

a close relationship was estabtished between width of frost crack and amount of icec 

packed internal cracks in eachdisk as shown in figs. 4 and 5. However， the relationc 

ship was disturbed when relatively dry wood part， decayed part， knots， compression 

wood existed in the wetwood of the trunk， and also. there was a tendency for the 

relationship above mentioned to be disturbed in the case of scattered wetwood， mainly 

because of some di伍cultiesto measure the amount of the wetwood part accurately; 

4) Small logs having frost cracks， respectively， cut out from standing. timbers 

in winter when there was frozen water in them were mo:ved to a room temperatu問

of about 10--150C to thaw the state， With thawing of the water in the logs the 

frost cracks closed entirely. When the logs of which frost cracks had entirely closed 

the openings were put into a cold chamber of temperature about -150C and then water 

in the trunks congealed into ice， the frost cracks opened again. The temperature of 

the logs (T2， T3) and of the surrounding air (T1) and the widths (D) of the openiIigs 

of the frost cracks were measured. These are illustrated in figures 6 and 7. From 

shortly after the logs were moved in to the cold chamber， the temperature (T~) ofthe 

outer parts of the logs fell rapidly to about OQC and then the water begari to freeze. 

After staying atthe OoC temperature and finishing of freezing， the temperature of the 

sapwood part began to fall again. Meanwhile the temperature (T3) of the inner parts of 

the logs followed after the outer parts in the same process as the outer and then began 

to freeze atabout OoC. After staying in that state and finishing of freezing， the 

temperature of the inner parts began to fall like that of the outer parts of the logs 

and finally reached to the temperature of the outer parts. On the other hand， the 

frost cracks began to increase in width almost only with the freezing of the inner 

parts， not with that in the outer parts of the logs， and the increasing width ended in 

correspondence with the finishing of freezing of the inner parts 
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without wetwood.. ln general there is a tendency for the frequency of occurrence of 

froは cracks旬 increasewith increase of amount of wetwood. Also the grade (measured 

by the width of their 0戸mings)of frost cracks depends approximately on the amount 

of wetwood in the trunks on which the frost cracks are located. Change of the 

width of frost cracks corresponds with the freezing or thawing of wetwood in the 

inner part of trunks not with those occurrences in sapwood， in process of both cooling 
and thawing of logs (see table 12， figure 17 concerning the e佐 ctof eliminating 
packed ice). 

lt is clear that theprincipal cause of frost cracks of “Todomatsu" trunks should 

be hoth existence and freezing of wetwood in them. Since frost cracks never appear 

on ，tree trunks which are perfectly fr巴efrom wetwood in any part of them according 

to the writer's observation， the existence of wetwood in the trunk and its freezing are 

necessary prerequisite for frost cracks. It can be also noted here that existence of 

wetwood in a trunk is an individual condition for occurrence of frost cracks because 

the existence gives a possibility of frost-cracking to the individual tree trunk. Further-

more， to be exact， it can be expressed that the existence of wetwood at a certain place of 

a trunk is a topographical condition for occurrence of， frost cracks because the existence 

determines the place on the trunk where there is a possibility of frost-cracking. 

III-2 

One of the other causes for development of frost cracks is winter frost， that is， 

low winter temperature， especially rapidly coming low temperature. This is an external 

condition which acts externally on a tree trunk while wetwood is an internal condition， 

。rthis is a genetal condition which acts generally on many trunks while wetwood is 

an individual condition. The temperature in a “Todomatsu" trunk which had a frost 

crack at 0.5 to 3.5 meter height above the ground was measured in the forest. together 

with the surrounding air temperature and the width of the frost crack (refer to figure 

11 and appendix 11). As shown in figure 12， the width of opening of the frost crack 

decreases with the rising of the air temperature and the trunk temperature. The width 

of the frost crack is most closely correlated with the temperature in the outer part of 

the trunk (T2) (r: 0.959) followed by that of the atmosphere (T，) (r: 0.868). It is clear 

from the measurement that there appears an internal stress caused .by temperature 

change in the trunk of a standing tree without any such as this frost crack. 

An experiment was performed on “squeezing" (Klemmen)， the occurrence of which 

is well known (see ref. 41， 61)， of disks cut from several trunks with or without wetwood 

of “Todomatsu"， in regard to temperature change of them in low temperature.‘ The 

arilOunt of squeezing was measured at several temperatures I:::elow OOC， and also the 

amount of changing of the kerf of disks made by a saw blade at a definite temperature 

of the disks themselves of about -60C (partly -20c) (fig. 13). It was found that there 

existed a special low temperature (“to" in the text) at which squeezing didnot appear 

in green disk free from wetwood and any other defects， while the amount of squeezing 

had positive values above the no-squeezing temperature to， and had negative values 

below it (fig 14).. Further， there was a proportional relationship between amount of 
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squeezing and low temperature from about _10 toー20QCfor each disk， that is， each 
disk had .a dennite squeezing rate: resp.， as shown in table 8 and app. IIL It shou:ld 
be noted here that there occurs compressive stress in the tangential direction at the 

outer pa口 ofthe .disk， without any such as the kerf， above the temper~ture of no-
squeezing， occuring tension stress in the directiEIn at the part below the no・squeezing

temperature. 

IV 

As stated above， the existence and the freezing of wetwood in a trunk are neces-

sary conditions for development of frost crack according to the writer's .field surveys 

and to the laboratory works about frost-cracked trunks. The characteristics of wetwood 

of“Todomatsu" from the point of view of the conditions for frost-cracking are 

described as follows. 

1. Though wetwood of“Todomatsu" trunk tends， in general， to distribute in 
relation to. the extemally abnormal parts of the trunk where the woody tissue is exposed 

to open .air， its distribution in the inner part of the trunk is very complicated. . Root 

wetwood is located at the basal portion of the trunk and， in general， gathers round 

the pith part. Branch-bom wetwood， on the contrary， tends to be scattered associated 

with each branch， especially dead branches， but it is often extended towards the trunk 

axis in association with each' other when the trunk part . has frost crack. The mois-

ture content of wetwood patt in a trunk having frost crack varies widely and also the 

distribution in such. trunk is very complicated as shown in :appendix V and photos 

26 etc: the value varies froffi' the percentage of that for nortnal heartwood of “Todo. 

matsu" to the theoretical1y maximum value given by calculation. The value of the 

moisture content of wetwood having packed ice， however， is possible tobe a higher 

percentage than the maximum content for normal wood part whenthe piece used for 

the determining of the content is in small size; there were such cases actuallyin these 

experiments. However， the moisture content determined from the test piece of si泌

above that of about 1.5 X 1.5 X 2.0 cm3 never showed values above the m:aximum IÌlois~ 

ture content for the wood part， as shown in tables 9 and 10 or appendix V. It is 

not clear from where aI1d how the water came there which is packed. as' ice in many 

iotemal cracks. Though it is found experimental1y that water may be segreg:aωd 

into smaH cracks from the surrounding woody tissue by the freezing of wood， further 

investigations on these points are beingcarried out (ng. 15-a). 

2. There are many intemal cracks 位 tendingradially or tangentially and they are 

very often tacked with ice in winter as shown in photos 25 to 33， 47 to 50. In gener~ 

al， there is a ten.d阻止ナforrelatively shorter， narrower cracks especially such radial 
eracks to appear， in the wetwood existing at the trunk' as shown in photos 29 to 34， 
At the same time there is a tendenc'y 'fot appearance' of la 
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The present author often observed that such large cracks in the summer season 

were saturated with water (photo 29， figs. 30， 37 in ref. 33). One or more of the 

radial cracks often extend toward the periphery of the trunk， and often reach to the 

cambium of the tree; they form cullus tissue while there is no notable change in the 

morphology .of the bark corresponding to i:he radial crack in the wood tissue (photos 

36 to 38). Some results of measurements on the length and width of radial cracks are 

shown in table 11 (also see photo 45). There is a tendency for their length of radial 

cracks located in wetwood to vary in direction of grain in relation to the length of 

the wetwoQd in that direction， for instance， they are longer in such a case as that of 

photo 18 and shorter in photo 21. There often appear remarkably long radial cracks 

in direction 01 grain as wel1 as tangential cracks， in such a case of that of photo 21 

($館五gs.27 to 30 of ref. 33). 

v. 

As stated above， it is clear that the freezing of wetwood causes a kind of internal 

pressure in the trunk. In general， the no-squeezing temperature“to" in any disk with 

wetwood is higher than that in any normal disk in low temperature due to existence 

of internal pressure caused by the freezing of the wetwood (table 8). There often 

appeared negative squeezing at as、hightemperature as shortly below OoC in disk with 

wetwood while such never is the ease of a normal disk. Moreover， since the amount 

of saw kerf of any disk which has wetwood varies corresponding with the temperature 

change in like manner as the case of a，ny normal disk， apart from the numerical value 

of the squeezing: i. e.， squzeeing rate， it is noted here that such a disk has both char-

acters to rise the no-squeezing temperature and to vary amount of squzeeing due to its 

temperature change. The relation is illustrated schematically in figure 16. One of 

2 oblique lines (below) shows the process of decreasing of squeezing (increasing of width 

of kerf) with the temperature fall for a normal qisk and the other one shows o.n example 

of that for a disk having wetwood and extremely high no-squeezing temperature to which 

it is impossible to determine in this case numerically (see also ngs. 17 and 18). 

VI. 

It is clear that frost， especially rapid coming of low tem戸raturecauses stresses in 

trunks. KOLLMANN'" has given the value of to-tl =40
oC as t恥 temperature di任erence

between that at the ou町 part(t，) of a trunk and in the surMunding air (to)， to split 

the trunk at the outer part radially; he assumed for the discussion that linear thermal 

expansion coe伍cientof wood α: 0.00005， E (泊 tangentialdirection): 15，∞o kg/cm2， 

t1ZL (tensile strength in tangential direetion of wood): 30 kg/cm2
• The present author 

also tried to calculate approximate value of thermal stress at the outer part of a small 

log fron!. followin:g formula，741 

66=(1Jfぷ!..(-T+ ;.. rTrdr+訂~Trdr) 



ぉ。 北海道大学農学部演習林研究報告第22巻祭2号

1 -¥. i争*

on some蹴 umptions伽 tμ:-0.35，α: 0.0002 *， E: 5;側 kg/cm"，T= -¥ i)， 

and obtained O"zl=13 kg/cm" for the log of R=15 cm. 

The small normal log of 30 cm diameter， 90 cm in length (above mentioned) was 

subjected experimentally to sudden cooling from -1" to -25QC， or -1" to-40oC 

with attention to the prevent of end effect of the cooling of the lug. There， hOw'ever， 

occurred no failures at a11 in. the logs in both cases of the treatment. The futther 

investigations on the possibility of cracking of nurmal trunk only as a result of low 

temperature must be an important subject of future research. 

VIL 

Some main factors which act to develop frost crack . in the outer part of a trunk 

may be expressed comprehensively as shown in figure 18， or as follows: 

~ti =σti+O"W +σg 

here 0歪O"ti重Z勾

O~玉σ切妻 ~ti
0重 O"g重 ~ti

O"'t: Tangential stress in the outer part of normal disks corresponding with squeez・

ing o~ them， as well as. wetwood disks， on the assumption that the principle 
above mentioned (V) can apply to wetwood disks. 

d官 Tangentialstress in the outer part derived from .internal pressure caused by 

freezing of water in wetwood. 

0"0: Tangential stress in the outer part caused by temperature gradient in the 

radial direction of the trunk. 
J 

1:，t.: Total tangential stress in the outer part of the trunk. 

The value of 1t， is possible to. vary from q D L to the 0" Z上 itvaries widely and. 

complicatedly in wetwood trunks corresponding with such items as number， size and 

distribution etc. of the internal cracks. Consequently， though the phenom怠Ilonof frost 

cracking wh，ich sho.uld be considered from both 1:匂 andO"Zl is very complicated. since 

actual frpst cracks occur only on the trunks having wetwood， actual value ofσ却 must

occure for frost cracking， and at the same time the value of O"ZL for such trunks may 

be low because of existence of internal cracks in the wetwood. It is very possible that 

the slmultanous existence of both σ即 anddecreased value of σZ上 acceleratedevelopment 

of frost cracks. 

VIII. 

Since frost cracks have been well known from manyyears ago by many people 

who lived familiarly with forests， several theories have been advanced to explain the 

development of them; some of those theories often appear in references cited on wood 

*: See appendix IV. 
*者 Thevalue is approximate for a special case. obtained in a cooling experi-

ment from _16 to -250C of the log. 
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or forestry nowadays， as stated above. If one of them (1) which claims that the splits 

form as a result of low heat conductivity of wood is correct， it is considered that there 

should occur more frost cracks in a definite area， or they should occur more collectively 

in certain special areas where nearly the same temperature appears， as described by 

BUSSE and others. But such is not the case; frost cracks tend actually to appeat rather 

scatteringly. Furthermore， if the frost cracks occur as a result of rapid falling of 

temperature causing a large gradient in a trunk， the cracks must be closed when the 

air temperature rises， meaning disapp蜘・'ranceof the tangential tension stressin the outer 

part of the trunk. Actually， in winter， however， there are a large number of frost 

cracks which have actual openings even in the case of that tem~rature of air is higher 

than that of trunk and the temperature gradient in a trunk is reversed; examples are 

given from appendix 11. The theory advanced by R. HARTLG and others .also has the 

same irrationality as the former， especially disagreement wIth actual facts. As to BUSSE'S 

theory， though it is possible that shearing force develops in the collar part of two 

primary roots due to mechanical action of wind， frost cr<acks not only appear at the 

collar part of the primary roots， but. also they often appear just above the primary 

rootS (photo 4)， or in a higher part of trunk far from the root p紅白 (photo9). Even 

though . ftost cracks develop as a reslllt of low temptrature in cooperation with 

mechanical action of wind， there should be necessary some other factors to cause the 

openings of the frost cracks during the whole winter. The theory does not give any 

reason for the continuing existence of. the openings. 

On the frost crack of “Todomatsu" trunks there does not exist such disagreement 

of theory with actual facts in regard to wetwood which develops actually by some 

other cause than that of frost crack， and is the individual and the internal conditions 

for development of a frost crack. Why frost cracks of “Todomatsu" occur at a definite 

tree trunk or a definite part of trunk may be understood if one takes into consideration 

the wetwood as an individual or topographical condition for development of the frost 

cracks. As described above (111)， the factors relating to development of frost cracks 

can be expressed qualitatively. It is very hard to treat them quantitatively in the view 

of the fact that so-called frost cracks develop only at wetwood part of trunk not at a 

normal pa礼 However，further investigation must be carried out about the thermal 

stresses in normal trunks in relation to growing stresses， and about the possibility of the 

applicability of the results to wetwood trunks. On the other hand， investigations are 

needful about wetwood formation in tree trunk， that is， the process of accumulation 

of the water in wetwood and， especially， the mechanism of development of the internal 

cr/lcks because it seems to occur often that some radial cracks extend outward from 

the center of tree trunk and become just origins for development of so-called frost 

cracks. 
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APPENDIX 

-Appendix 1. Freezing point of wood tissue in green (Abies sachalinensis). 

Appendix IL Results of measurements on the temperature in a standing tree trunk 

and on the width of a frωt crack located on it (A. sachalinensis). 

Appendix m. Some numerical values on squeezing of disks in green (A. sachalinensis). 

Appendix lV. Coe伍cientof line泡rthermal expansion of wood in green， in range of 

temp町 aturefrom -20C to -25Co (A. sachalinensis). 

Appendix V. Cross sectional distribution of moisture content in a disk (see photo 26) 

taken at 1∞centimeters height above the ground of a trunk having two 

frost cracks at the place (A. sachalinensis)33>. 
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Appendix 1. Freezing point of wood tissue in 

green (Abies sachalinensis). 
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1-1. Trunk A: without frost crack. 

※1 I ※2 
Cooling rate I Super cω00叫lin時g I Freezing p卯oi出ntIMoisture CG叩n蜘主

t旬empe町ra抗tu町re

。CjM 一。C _OC ?も

1.3 3.2持 1.1 

0.9 2.7棒 0.2 186 

1.0 2.7発 0.2 195 

1.1 3.0持 0.2 184 

1.1 3.0特 0.3 156 

1.2 2.9持 0.2 158 

2.1 3.6器 0.5 82 

2.1 4.4骨 0.5 45 

1.7 2.5侍 0.4 54 

2.0 4.4持 0.4 67 

1.4 3.1雑 0.5 94 

1.7 0.8 0.5 62 

1.0 1.0 0.3 143 

1.4 3.3持 0.5 95 

1.1 2.8骨 0.3 155 

1.2 3.3努 0.3 116 

0.8 7.1 1.2 

1.0 2.8特 0.3 220 

2.1 1.6骨 0.3 193 

1.0 2.1* 0.3 150 

1.7 1.5快 0.3 166 

1.3 2.6努 0.3 49 

1.6 2.4傍 0.3 90 

1.2 2.3後 0.5 91 

1.5 5.0 0.4 90 

1.3 5.8 0.3 113 

0.8 1.8i争 0.3 147 

1.3 7.0 0.6 153 

1.0 2.2勢 0.8 137 

2.0 2.5特 0.5 76 

1.0 2.9侍 0.4 75 

0.5 0.6持 0.5 lu5 

0.5 2.1勢 0.6 123 
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Hε氾ht1F2fZizziEill
above the I""~;…一一~::~a'l Cooling rate 
ground ¥ !~J.~~õ c-~::~~~山Al from sapωpith 

~ I aC;M 

Bark 1.8 

2 1.4 

4 1.6 

6 1.4 

8 1.6 

10 2.5 

12 2.0 
8.3 

14 2.2 

16 2.0 

18 2.5 

19 1.3 

20 2.0 

24 2.1 

Pith 1.1 

Bark 1 0.8 

.. 2 1.0 

.. 3 1.0 

.. 4 1.2 

2.3 .. 5 1.0 

Bark only .. 6 1.2 

.. 7 1.1 

.. 8 1.2 

.. 9 1.0 

.. 10 1.3 

※l 
Super cooling 
temperature 

一。C

6.3 

6.5 

4.5 

5.5 

6.2 

6.2 

4.8 

6.5 

4.6 

5.3 

5.9 

7.4 

7.2 

6.6 

2.8後

3.2根

3.0* 

5.0脅

3.3発

3.2勢

3.3持

2.7特

2.3'争

2.6勢

楽2
Freezing point IMoisture content 

一。C % 

0.9 

0.1 192 

0.1 191 

0.1 191 

0.2 171 

0.3 112 

0.2 90 

0.5 103 

0.4 82 

0.6 64 

0.3 71 

0.7 69 

0.7 71 

0.7 153 

1.2 

1.6 

1.4 

1.3 

1.5 

1.3 

1.5 

1.0 

1.2 

1.2 

Note: ※1 Specimen inoculated ice arti五ciallyis marked with an asterisk (町 resp.

玩ん-w，

※2 Moisturecontent (%) =一寸ーと x100
"0 

Wg: weight in green. 

Wo: weight in oven dry. 
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1-2. Trunk B: with a jト'ostcrack from 7 to 9 m height above the ground. 

ab Heie ghtht e C冶rdinal
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S乾imep.~o.:1 r~~l;_~ ~O+ð 1 Super cooling Freezing Moisture 
ove tr;e I d・ ti .of the CoolIng rate temperature pomt content ground I OlreCtlOn annual ring 

dfrom l l sap to pith I OCjM 一。C 一。C ?も

2 0，8 2.9特 0.2 210 

4 1.0 3.1器 0.2 215 

5 1.1 3.0勢 0.4 200 

7 0.9 2.8持 0.4 140 

9 0.8 3.2持 0.4 101 

10 1.2 3.1発 0.3 94 

11 1.4 3.0持 0.2 83 

14 1.1 2.9l> 0.4 95 

16 1.5 3.3持 0.4 69 

18 1.5 4.2持 0.5 60 

21 1.4 3.0持 0.5 56 

North 24 1.8 2.5持 0.5 70 

side 26 1.3 2.6持 0.4 75 

29 1.6 2.8特 0.5 55 

31 1.8 3.1* 0.6 49 

34 1.1 2.4恭 0.4 100 

4.0 38 1.3 2.3後 0.3 70 

Normal 41 1.0 3.2持 0.3 95 
part (free 45 1.1 3.0傍 0.4 74 
frointhe . 

frost crack) 48 0.8 2.5勢 0.5 65 

55 0.6 2.6l争 0.5 105 

60 0.6 2.9脅 0.4 115 

71 0.8 3.1棒 0.4 208 

Pith 1.0 3.0* 0.5 203 

2 1.0 2.8持 0.2 180 

5 1.0 2.1* 0.2 175 

7 0.8 3.0発 0.2 200 

9 1.2 2.5後 0.3 150 

12 0.8 2.2勢 0.2 151 

South side 14 1.2 2.4持 0.3 110 

16 1.7 3.1持 0.4 95 

18 1.4 3.2l争 0.4 85 

21 1.1 2.9後 0.4 78 

23 1.3 2.8持 0.5 65 

26 1.5 3.2勢 0.4 59 
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abHoevie ghtht e SpNeco imen No:. 
※1 ※2 

Cardinal Super cooling Freezing Moisture 
direction . of the Cooling rate temperature pOlnt content ground annual ring 

counted from 
m sap to pith 。CjM 一。C 一。C ?ら

30 1.8 3.0後 0.5 70 

32 2.0 2.8勢 0.3 75 

34 1.6 2.9特 0.5 76 

38 1.3 3.0婚 0.3 80 

43 1.1 2.2発 0.4 50 

South side 46 1.5 2.1棒 0.3 民き

49 1.4 3.0椅 0.4 68 

53 0.9 3.1侍 0.3 76 

58 1.1 2.5持 0.5 95 

65 1.0 2.9勢 0.6 185 

73 1.1 3.1骨 0.4 135 

1 1.2 6.4 0.2 150 

3 1.3 6.7 0.4 1鎖E

5 1.1 5.7 0.3 2ω 

7 1.2 5.7 0.2 210 

9 1.4 6.2 0.1 110 

12 1.8 5.4 0.3 89 

14 1.7 4.8 0.5 75 

16 1.5 6.5 0.7 54 

19 1.4 4.6 0.5・ 65 

North side 21 1.3 3.5 0.3 48 

8.0 24 1.6 5.3 0.4 43 

Cracked 27 1.1 4.9 0.4 85 

part (with 29 l.0 7.0 0.3 131 
fro喝tcrack) 

30 0.9 7.1 0.4 175 

34 1.0 6.5 0.4 140 

38 1.1 6.5 0.3 170 

41 1.2 5.1 0.4 151 

54 1.1 7.1 0.6 146 

Pith 1.0 6.8 0.5 215 

2 1.0 3.1勢 0.3 130 

5 1.0 2.8株 0.4 181 

South side 8 1.2 3.2i争 0.2 169 

10 1.4 2.9il 0.2 1国

13 1.7 2.1勢 0.2 126 
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abHoevie ghtht e SpNec0i.moef n N0.: 
業1

Cardinal 
Cooling rate 

Super cooling Freezing 
direction the temperature pomt 

ground annual ring 
counted from 

m sap to pith 。Cルf 一。C 一。C

16 1.6 3.0持 0.5 

19 1.5 2.5発 0.6 

22 1.8 3.0持 0.5 

24 1.5 3.1* 0.3 

26 1.3 2.8棒 0.4 

8.0 29 1.6 2.6後 0.3 

Cracked South side 33 . 1.0 3.2特 0.4 

part 38 1.0 3.li争 0.3 

43 1.1 3.2特 0.3 

45 1.2 2.9持 0.4 

49 0.8 2.5神 0.4 . 
53 0.9 2.8* 0.3 

58 0.5 3.5後 0.3 

Nc雌:※1 Specimen inoculated ice artificially is marked with an asterisk 門， resp. 

Wn-W. 
※2 Moisture content (70) =.ー」ー'--"-Xl∞

Wo 

here，耳、 weightin green. 

Wo: weight in oven dry. 

※2 
Moisture 
content 

?も

89 

95 

78 

68 

71 

70 

120 

150 

170 

140 

195 

201 

190 



S時

Date 

]an. 23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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Appendix 11. Results of measurements on the temperature in a standing 

trunk and on the width of a frost crack located on it 

(A.' sachalinensis). (Figs. 11 and 12) 

Air tem- Temperatures in trunk Distances between the pins 

Time 
peratu.re (ーOC) (mm) 

(ーT℃1 ) 九 ITs r 九 D. D. Da 

16 10 3 6 7 21.51 20.75 19.34 

22 17 12 7 7 22.84 22.19 21.09 

6 22 18 13 14 23.64 23.00 21.84 

10 15 16 15 16 23.64 22.90 21.81 

14 6 7 10 15 22.35 21.84 20.65 

18 11 9 10 13 1-8.49 21.63 21.28 

22 10 9 9 12 18.60 21.70 21.38 

6 10 8 9 9 18.60 21.70 21.37 

10 5 6 8 9 18.21 21.25 20.92 

14 3 2 4 7 17.51 20.38 20.12 

18 4 3 3 5 17.41 20.36 20.09 

22 4 3 3 5 17.44 20.34 20.08 

6 8 6 4 5 17.89 20.84 20.56 

10 9 6 5 6 17.92 20.91 20.56 

14 10 6 5 6 17.84 20.81 20.51 

18 13 10 7 7 18.35 21.43 21.11 

22 14 12 9 9 18.63 21.75 20.40 

6 16 14 12 12 19.99 22.13 21.69 

10 14 13 13 13 19.95 22.15 21.75 

14 13 10 11 13 18.56 21.63 21.30 

18 16 13 11 12 18.98 22.19 21.78 

22 16 15 13 13 19.16 22.42 22.03 

6 15 15 14 15 19.23 22.51 22.00 

10 14 13 13 15 18.98 22.23 21.85 

14 11 10 11 13 18.64 21.76 21.37 

18 15 12 11 12 18.98 22.23 21.81 

22 16 13 12 13 19.09 22.39 21.99 

6 14 12 12 13 19.09 22.32 21.95 

10 9. 10 11 13 18.79 22∞ 21.62 

14 3 4 7 11 17.76 20.73 20.44 

18 12 9 8 10 18.35 21.56 21.30 

22 11 9 8 10 18.45 21.62 21.31 

6 13 12 10 11 18.74 21.97 21.60 

10 5 6 9 10 18.21 21.28 20.97 

14 3 2 5 8 17.46 20.48 20.11 

18 8 5 5 6 17.60 20.71 20.38 

22 10 7 6 6 17.97 21.09 20.79 

D‘ 

19.83 

19‘91 

19.88 

19.56 

19.03 

19.02 

19.03 

19.32 

19.33 

19.25 

19.70 

19.92 . 

20.22 

20.20 

19.85 

20.23 

20.43 

20.55 

20.30 

19.99 

20.31 

20.43 

20.41 

20.18 

19.29 

19.98 

19.93 

20.19 

19.67 

19.03 

19.26 

19.55 
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Air tetn- Temperatures in trunk Distances between the pins 

Date Time 
perature (ーOC) (mm) 
(ーOC) T2 Ta T. D1 D2 Da D. T1 

Jan. 31 6 16 14 10 10 18.91 22.15 21.75 20.26 

10 10 9 10 11 18.56 21.75 21.39 19.95 

14 8 4 7 9 17.72 20.75 20.43 19.28 

18 11 7 7 8 18.15 21.30 20.90 19.60 

22 12 10 8 8 18.54 21.74 21.35 19.98 

Feb. 1 6 14 11 10 10 18.75 21.94 21.54 20.11 

10 10 9 10 10 18.45 21.60 21.23 19.83 

14 10 7 7 10 18.15 21.16 20.85 19.66 

18 15 10 8 9 18.56 21.72 21.35 19.93 

22 20 17 12 11 19.30 22.60 22.19 20.57 

2 6 20 17 14 15 19.35 22.70 22.29 20.63 

10 12 13 14 16 19.06 22.31 21.95 20.35 

14 6 7 10 13 18.33 21.39 21.07 19.72 

18 13 10 9 12 18.66 21.68 21.35 19.96 

22 16 13 11 12 18.98 22.28 21.90 20.38 

3 6 14 13 13 13 19.02 22.34 21.95 20.38 

10 11 1.0 11 13 18.76 21.96 21.56 20.08 

14 6 6 8 11 18.00 20.99 20.73 19.48 

18 12 8 7 9 18.18 21.26 20.97 19.71 

22 13 11 9 9 18.61 21.83 21.46 20.05 

4 6 10 10 9 10 18.65 21.67 21.33 19.94 

14 5 4 5 7 17.70 20.69 20.38 19.25 

18 6 5 4 6 17.61 20.60 20.30 19.23 

22 12 7 5 6 18.06 21.16 20.86 19.57 

5 6 14 12 9 9 18.72 21.91 21.52 20.02 

14 2 2 5 8 17.43 20.38 20.15 19.02 

18 8 3 4 6 17.30 20.29 20.02 19.03 

22 9 7 5 6 17.83 20.92 20.64 19.44 

6 6 18 14 11 10 18.89 22.21 21.80 20.24 

14 6 5 7 10 17.82 20.82 20.53 19.35 

18 9 6 5 8 18.05 21.05 20.77 19.55 

22 10 8 6 7 18.21 21.36 21.01 19.70 

7 6 13 12 10 18.81 22.05 21.65 20.09 

14 8 6 10 17.96 20.98 20.67 19.41 

18 12 8 9 18.03 21.13 20.85 19.50 

22 13 10 9 18.50 21.60 21.24 19.81 

8 6 13 11 11 18.67 21.85 21.48 20.00 
. 14 4 3 8 17.63 20.63 20.28 19.17 

18 7 4 7 17.61 20.63 20.39 19.25 

22 7 6 7 17.85 20.89 20.58 19.38 
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Air tem司 Temperature$ in trunk Distances between the pins 

Date Time 
perature (ーOC) {mm} 
(一。c)

じ IT. I T， D. D2 D. D. T. 

Feb. 9 6 10 8 8 18.12 21.17 20.90 19.60 

14 3 1 7 17.30 20.25 20.01 18.79 

18 7 2 5 17.17 20.02 20.91 18.82 

22 7 4 5 17.28 20.18 21.ω 18.97 

10 : 6 10 7 6 17.86 20.92 20.65 19.38 

14 7 4 7 17.57 20.53 20.31 19.08 

18 9 7 7 17.76 20.78 20.51 19.27 

22 10 7 7 17.92 20.95 20.70 19.35 

11 6 13 10 10 18.34 21.55 21.33 19.70 

14 7 4 10 17.71 20.85 20.41 19.12 

18 19 11 8 18.43 21.54 21.23 19.77 

22 20 17 8 19.08 22.47 22.11 20.36 

12 6 27 23 18 19.71 23.11 22.77 20.88 

14 10 9 17 18.33 21.39 21.12 19.76 

18 21 15 16 19.16 22.44 22.10 20.46 

22 22 19 17 19.65 23.06 22.69 20.89 

13 6 25 22 18 19.94 23.42 23.伺 21.16 

14 10 8 19 18.54 21.71 21.42 19.48 

18 12 9 13 18.49 21.73 21.39 20.04 

22 12 11 10 18.88 22.13 21.73 20.24 

14 6 12 11 11 18.91 22.13 21.74 20.22 

14 5 4 9 17.84 20.31 20.53 19.39 

18 13 7 8 18.03 21.11 20.83 19.65 

22 16 13 8 18.80 22.12 21.78 20.26 

15 6 18 17 16 19.45 22.85 22.46 20.76 

14 7 6 12 18.08 21.12 20.剖 19.54 

18 9 7 11 18.12 21.35 21.01 19.73 

22 10 8 10 18.39 21.54 21.23 19.85 
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Appendix III. 80me numerical values on squeezing of disks in green (A.sachalinensis). 

DIsk diameter: 8-10 cm. Height above the ground at which disks were cut : 18-20 m. 

Bark Disk number 
Sque-efZInC g at ※ No squeezing l swzing蹴

(x1O→) 
teIn(pーe℃rat)ure 

(x10→rC) 

With 1 7.3 14.2 1.5 

2 9.4 14.6 1.5 

3 8.3 14.0 1.6 

4 6.8 13.0 1.6 

5 8.8 12.5 1.4 

6 7.3 13.6 1.3 

7 3.1 8.7 1.4 

8 2.2 9.7 1.3 

9 5.7 14.0 1.3 

10 5.4 15.4 1.6 

11 4.3 11.9 1.5 

12 4.8 11.3 1.4 

13 6.4 14.5 1.4 

14 6.5 13.2 1.6 

15 3.9 10.8 1.5 

16 3.1 11.5 1.5 

17 7.9 13.4 1.6 

18 7.7 13.7 1.6 

19 8.0 13.6 1.5 

20 8.2 14.9 1.6 

21 5.9 11.6 1.8 

22 8.2 12.9 1.6 

Without 1 12.3 12.8 2.1 

2 12.3 13.5 1.8 

3 10.4 11.9 2.2 

4 6.5 11.5 1.9 

5 12.0 2.1 

6 8.4 12.0 2.1 

7 7.7 10.6 2.3 

8 6.3 11.1 2.1 

9 5.3 11.2 2.3 

10 10.0 11.1 2.3 

11 6.5 9.3 2.5 

Disk diameter: rd. 20 cm. Height above the ground: 8 m. 

Squ-eeVzinC g at o squeezmg I ，8山 zingrate Bark Disk number tem(pーe℃rat)ure 
(x1O-') (x1O-<rQ 

With 1 5.2 9.2 1.9 

2 4.0 8.4 1.9 

※ The figure of this column is given in the ratio of amount of so-called “squeezing" to 
the length of the outest circumference of each disk. 
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(Continued from the previous page) 

Bark i
 

r
 

e
 

-
D
 

m
 

u
 

n
 

-
K
 

ca 
D
 

両 面面ngat 
-60C 

(XI0-') 

No亙d瓦ぬzing
tem perature 

(ーOC)

Squeezing rate 

(XlO-'rC) 
With 3 3.1 8.2 1.9 

4 2.5 8.0 1.9 

5 1.9 6.8 1.9 

6 2.4 8.0 1.9 

7 2.2 8.2 1.9 

8 2.9 7.8 2.0 

9 4.0 9.8 1.9 

10 3.8 9.7 1.7 

11 3.4 8.5 1.9 

12 3.0 8.8 2.7 

13 3.5 8.8 1.8 

14 3.1 8.7 2.0 

15 3.2 8.4 2.0 

16 3.2 8.0 1.9 

17 4.0 8.8 2.1 

18 2.0 8.0 2.1 

19 3.9 9.6 1.9 

20 4.0 9.8 1.8 

21 3.3 8.4 1.8 

22 3.0 8.7 1.9 

23 5.1 9.9 1.8 

24 4.2 9.4 2.0 

Without 1 7.7 9.0 2.5 

2 7.8 8.2 2.8 

3 8.9 9.0 2.4 

4 6.4 7.6 2.6 

5 8.1 8.0 2.7 

Disk diameter: rd. 25 cm. Height above the ground: 4 m. 

iD M m M i  
出qu-ee2z0iCng at No squeezing 

Squeezing rat怠
Bark tem(pーe℃rat)ure measuring place 

(xlO-‘) (XlO-'rQ 
With 1 S 翼民 13 9.7 1.5 

H 14 9.3 1.6 

2 S 13 10.1 1.4 

H 14 9.6 1.5 

3 S 14 9.8 1.6 

H 15 9.7 1.7 

4 S 12 9.7 1.3 

H 12 8.9 1.5 

5 S 14 10.1 1.5 

H 14 9.6 1.6 
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Bark l~山m凶r andi 
measuring place I 

t
 

a
 

時

C
吋

d
f
ω
 

蹴
一
一
×

円
U
E

Q
U
 

時
間

z
u
 

E
t
)
 

叫
ん

m
℃

切
戸
一

E
m
(
 

乱

回

目

N
 

Squeezing rate 

(xlO-<;oC) 

With 6 S 13 9.8 1.4 

H 12 9.0 1.6 

7 S 14 9.8 1.5 

H 15 9.4 1.7 

8 S 14 9.7 1.5 

H 15 9.4 1.6 

9 S 16 11.3 1.5 

H 17 10.6 1.7 

10 S 13 9.0 1.6 

H 15 8.2 1:8 

Without 1 S 22 10.0 1.9 

H 18 10.0 2.0 

2 S 19 10.4 2.0 

H 19 9.8 2.1 

3 S 18 10.1 1.7 

H 18 • 9.8 1.8 

4 S 17 11.3 2.0 

H 18 12.8 1.9 

5 S 18 10.5 2.0 

H 17 10.1 2.0 

6 S 19 10.8. 1.9 

H 19 11.0 2.0 

7 S 18 10.0 2.1 

H 19 10.2 2.1 

8 S 21 11.5 2.0 

H 20 10.6 2.0 

9 S 20 11.4 2.1 、
H 21 11.0 2.1 

10 S 21 11.2 2.0 

H 21 11.5 2.2 

Without soanp ly 1 22 10.6 2.2 
(heartwood only) 2 22 9.8 2.4 

3 21 9.5 2.6 

4 20 9.2 2.5 

5 21 9.8 2.3 

6 22 10.8 2.3 

7 21 9.8 2.3 

8 24 11.5 2.2 

9 22 10.7 2.1 

10 22 10.8 2.2 

※ S and H show both the outest part of the sapwood and the heart wood of a disk， 

respectively， at which squeezing was measured. 
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Appendix IV. Coefficient of linear thermal expansion of wood in green in 

range of temperatur巴 from~20 to -250C (A. sachalineπm功ア

Coefficient 品10isturecontent Speci五cgr合aVy1tyln 

Direction of grain 
(XlO-4) (%) oven 

mean t min. m mean t min. max mean t min. max 

Radial (a) 

Sapwood*キ 1.21 0.73 1.81 71 48 95 0.40 0.34 . 0.47 

Heartwood 1.31 0.56 1.97 47 36 98 0.40 0.33 0.47 

Tangential (O) 

Sapwood 2.67 1.49 3.64 lOl 68 150 0.39 0.32 0.47 

Heartwood 2.50 1.25 3.13 48 38 63 0.43 0.37 0.49 

* The measurement was carried out mainly by using of optical lever method with a 

magni五cationof about 2，0∞X. 

林 Specimensinclude a part of heartwood. 



， Appendix V. "， A sample of cross sectional distribution of moisture content in a，disk (see photo 26). taken at 

l∞centimeter height above the ground of a trunk having frost cracks (A. sachalinensis) 
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写真説明

写真 1 トド 7 ツ凍裂木。 1956年，雨竜演習林11:て。積雪約2m。地上高約 1mから 8mにわたる

長い凍裂で，地上高3mの位置における凍裂の割目の隠は気温約一50Cにおいて 8mm。地

上高 8-9mの位置に幹の折損部，孔状部などあり。

写真 2 トド 7 ツ凍裂木。 1953年，天塩第一演習林lとて。形質良好なトド 7 ツ基幹部の凍裂。典型的

な霜腫れを形成す。凍裂の下方部11:樹皮裂あり。

写真 3 トドマツ凍裂木。 1953年，天塩第一演習林ICて。比較的若い凍裂で霜腫れ箸るしからず，二

つの根張りの聞の上方IC位置す。 BUSSEの論文参照。

写真 4 トドマツ凍裂木。 1953年，天塩第一演習林ICて。典型的な基幹部の凍裂，但しほとんど霜腫

れをなさず，むしろ溝状をなす。写真3と違って根張りの直上!C凍裂あり。

写真 5 トド7 ツ凍裂木。 1956年，雨竜演習林にて。地上高 1-5mの凍裂。細い枯枝と多くの節

(樹幹表面からは死節と認められるもの多し)。写真下端附近の凍裂割目幅はー50C:r:4mm。

写真 6 トドマツ凍裂木。 1956年雨竜演習林ICて。二叉部の直下にあり，太い枯枝多し。写真のよう

な枯枝が多くても，若し上方IL二叉部がなければ凍裂の出現することはすくない。

写真 7 トドマツ凍裂木。 1956年，雨竜演習林ICて。典型的な二叉部(樹幹分岐部)直下の凍裂。二

叉部下方 1-2mが最も著るしく凍裂。 トド?ツには ζ のような凍裂が非常に多い。

写真 8 トド 7 ツ凍裂木。 1956年，雨竜演習林にて。太い裕枝その他の材部露出部11:関連す。正面の

凍裂は癒着してしまっているが，左側面にみえるものは，気温ーアCで約 15mm(最大幅の

と乙ろで)裂調。

写真 9 トドマツ凍裂木。雨竜演習林ICて。凍裂は主幹の損傷部11:関連す。正面にみえる凍裂の外IC

なお小凍裂が損傷部附近にあり。その横断面の模様は写真30附近の材部11:類似するものと

判断される。

写真 10 トドマツ凍裂木。 1956年，雨竜演習林にて。典型的な基幹部の凍裂で，ほとんど地際から凍

裂。凍裂の割目ば通直でなく蛇行し，異常な霜腫れを形成す。

写真 11 トドマツ凍裂木。 1955年，十勝JlI上流附近にて。凍裂はなお若<"霜腫れが著しくないが，

通直にして，外見的には形質良好な樹幹の典型的な基幹部凍裂。ほぽ根張りの直上にあり。

写真 12 典型的なトドマツ凍裂霜腰部表面の樹皮。乙の凍裂は完全に癒着せるもので，その材部の状

況は写真 391C類似(文献 33のFig.40をも参照。)

写真 13 トドマツ孫裂木の線lとみられた孔状部。野幌国有林にて。凍裂は基幹部にあり，その内部の

水喰材は目廻りなどを通じて乙の孔状部IC接続。 LAGERBERG'"参照。

写真 14 凍裂幹材部外観。直径約 15cm。写真 13の凍裂木の凍裂部外観11:酷似。凍裂の割目幅は気

温ー50Cで約7mm(写真の丸太の中央附近で)あり， また割j目の 2，3信所IC裂かれた新し

い組織あり。次の写真参照。なお写真 23はこの丸太の横断面を示す。

写真 15 凍裂の割目にみられる新組織。この写真は冬季凍裂が裂関している際のもので，前年の生長

期IC凍裂部を被って形成された新しい組織が，冬季凍裂の裂関によって引き裂かれた状況を

示す。
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写真 16 凍裂の割目。常温では完全に閉鎖せる割目なるも写真 15のような新組織はみられず。 樹勢

の衰えた立木ICしばしば乙のような凍裂がみられ，時lClま夏の生長期間中にも割目の閉じな

い場合あり。なお，本文中にしばしば凍裂の割目隠と記したのはこの写真にみられるような

割目で，多くの場合特定の位置についてキャリパーを以て測定。

写真 17 トドマツの水喰材。水喰材のある丸太の片側から連続して板を製材しその順序に並べた状況

を示す。不規則な模様が水喰材で，その概時の形を示すため黒く縁取りす。凍裂なし。

写真 18 写真 17lC類似の水喰材部。水喰材は節(多くは死節と認められる)を中心にして分布。何れ

も枯枝或いは樹幹表面lC露出した死節応接続するもので枝水喰即，49)に属す。凍裂なし。

写真 19 凍裂のある丸太を写真 17と同法で製材し，並べたもの。 凍裂は板の下方約 1/3の部分にあ

るが(板 3，4，5IC現わる)，水喰材も丸太のおおむね下半部に分布。

写真 20 凍裂丸太の水喰材。丸太の中央附近lC集まり幹輸方向に長〈分布す。凍裂はこの写真に示す

全長にわたり，半径方向は板の番号 11，10，…lの方向。

写真 21 凍裂木の水喰材。写真 19と略々同類。完全な柾目板で多くの目廻りが板の縦方向の細線と

して走る。 その割自の中には氷がつまっている。 乙れに関しては写真46，47など参照のこ

と。凍裂はとの写真IC直角IC，向う側から入っている。

写真 22 凍裂のある板の水喰材部。水喰材として総括的lC扱っている材部も，乙の写真から明らかな

ようにその含水率分布は極めて複雑。縦lC走る細い黒線は目廻りの縦断面。一般に暗色部は

明色部IC比べて含水率が高い。写真26，附表(巻末)v参照の ζ と。

写実 23 凍裂幹材部横断面。写真 12参照。約一wcの低温室でうっす。 ζ の凍裂は約30年前lC割

裂したものであるが，その後，毎年，害j裂，癒着を繰返し，典型的な霜腫れを形成した。凍

裂の割目ば，ほとんど直線的lC円形断面の半径ほどの長さで内方の目廻りに接続する。

写真 24 トドマツ丸太木口面l己分散的に現われた枝水喰材。凍裂はな.く，北海道の天然林の冬の伐採

現場では極く普通にみられる。 反対似11 (上方)約 1mの断面には水倹材なきも更に上方の断

面ICは寄在す。

写真街 地上高約13mの位置に二叉部を持つトドマツ凍裂木の，地主高 65cm附近の断面。凍裂の

割目(左上方)は 3本lC分れ，複雑な形状を示す。その内方に幅 2-3mmの目廻りあり，氷

をみたす。水喰はやや分散的。写真左下方，右上方部に辺材lC達する長い割れあり。以下写

真 38まではこの凍裂木の幹材部の模様を示す。

写真部 地上高 lOOcmの横断面。凍裂は樹皮表面より約lOcm真直ぐに髄心方向に入り，目廻り，放

射方向の割れに接続して，結局，髄心lC達す凍裂の最外側はなお若干関孔せるも，やや内

方での割目幅lC比べてかなりせまい。従って，本円板の水喰材が完全に融け，凍裂の最外側

が接触すなわち凍裂が完全に閉鎖した状態でも，その内部には比較的幅の広い劃!日が残って

いるものと判断される(文献 33の Fig.30など参照のこと〉。 なお本円板の含水率分布を附

表 V1C示す。円板の暗色部は一般に含水率が高い(文献 33参照の乙と〉。

写真 27 地上高 6.5m附近の断面。髄心のやや上方にある目廻りの中央部から外方lCのびる放射状割

れあり，これが曲折して樹幹外周部の二つの割れ目lC接続す。左の割目は樹皮表面lC達し，

いわゆる凍裂として外部から認知する ζ とができる。右側の割目は樹皮表面lC達していない

ので外部から認知できないが，その尖端は樹皮直下の形成層lζ達し，毎年，わずかながら傷



368 北海道大学農学部演習林研究報告祭 22巻第2号

捷組織を形成。 ζ れはR.HARTIGのいわゆる InnereFrostspalten !C該当するものと判

断される。なお， ζ の割目は，梢下方部において樹皮表面!C現われ，明らかな凍裂として認

知された(文献 33の491頁， Fig. 4， 45-47など参照のこと〕。

写真 28 地主高 730cmの断面。右上の凍裂は外部から明らかに認知でき，上方のものは認知できず。

本文中!Cも記したように，右上部の凍裂の幅とその内万にある目廻りとの聞に量的関係あり，

目廻り中の氷を除去することにより凍裂は割目を閉じた。乙の写真のように，大きな目廻り

の外側に，それに直接あるいは間接して外方!Cのびる放射状割れの出現すること多し。

写真 29 地上高 940cmの断面。 主なる凍裂の外!C数個の凍裂様の割目があり，明らかに異常成長を

している。円板中央部の割目の数も多く，形も大きい。かつほとんど氷をみたしている。写

真 47-50を参照のとと a 融解後凍裂は閉鎖せるも，その内方には大きな割れ目を残す。

写真 30 前者より梢土方の円板。凍裂の割れ目の内方の目廻中の氷を除いた状況。氷除去のため凍裂

の割目幅は，最外側で約 3mm減少した(約 5
0Cの低温室にて)。しかし割目は完全には閉

じなかった。乙のような円板では，いわゆる充実円板 (Soliddisk)の考え方は全く適用でき

ず，定量的扱いは不可能。

写真 31 地上高 1030cmの断面。乙の部分では，外見上主なる凍裂は aであるが， bも樹皮に達して

おり，また cはかつて樹皮表面にまで達していたことが樹皮の外部形態から明らか。また d

lま樹皮!C割裂の痕跡を残していないが，過去約 10年聞にわたり，形成層の活動による異常肥

大組織を形成している。鑓の周辺lζ褐色の魔朽が出現。

写真 32 魔朽は分散的IC拡大し，また著しい内部割れのため氷の融解後は円板としての原形は保持し

得ず。外万部の割目の中lCは氷を充している。樹幹の，この附近で自につくととは，目廻り

の発達がいちじるししその外側!C放射状割れが数多く発生し，その比較的多数のものが凍

裂に接続し，あるいは凍裂様の割目となっているととである。伐採当時割裂していた割目は

aのみ。

写真部 写真 32の下方部。

写真 34 写真 32の円板の左下方部。下方および左下方にのびた割目 (b，c， d)はすべて癒着を完了し

ているが，樹皮には明らかに君事j裂当時の痕跡を残す。

写 真 35 地上高 13.5m附近。樹幹はこの附近から 2本!C分岐し，それぞれの乙とから上方約 2m!ζ

わたり全面的な水喰状態を示すが内部創れは全くみられず，凍裂もない。さらに上方へ行く

につれ樹幹は正常な含水率分布をとり戻す。

写真鍋 写真 29附近の円板の一部。円板の中央部には放射方向，円周方向の，比較的大形の宵j目あ

り，氷をみたす。外方ICのびる一つの放射状割れ及びジグザグに接続し乍らのびる一つの割

目あり，両者とも尖端附近の 2-3年輸が異常成長している。 ζ の種の割目はかなり屡々現

われるが，写真のように外方に尖った笠形の特殊な着色を示すのが，その尖端部分の特徴で

ある。

写真 37 写真 26附近の材部の一部。約8年前から 5年間，辺材部割自の尖端に異常肥大成長が起り，

また傷爽樹脂溝を形成(写真 40参照)。しかし樹皮!Cは割裂の痕跡認められず。

写真 38 写真 36の同類υ 笠形の着色部が三つあるが，その一つには割目がこの断面では認められず。

しかし，樹幹のとの断面よりやや下方から，乙の変色部に対応する割自が現われはじめ，下
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方へ行くにつれ大きくなった。

写真 39 完全に癒着した凍裂幹材部の横断面。この凍裂は伐採した年から 51年前にはじめて割裂し，

約 15年間，割裂癒着の経過を繰返し，割裂後約 20年にして癒着を完了。内部に大きな放射

万向の割れを包蔵する。乙の樹幹の場合は癒着完了後の数年目から急激に肥大成長を増す。

写真 40 凍裂の癒着組織(材部のみ)。写真 39参照。本格的な凍裂発生の年(矢印)の 2年前から乙の

附近の組織に異常あり，傷痕樹脂溝を形成，凍裂発生後 9年間毎冬割裂。 10年目以後は割裂

せず，癒着完了。写真左上方の割目は凍裂に非ず。

写真 41 癒着の完了した凍裂と，なお裂開中の凍裂を含む樹幹のー断面で，多数の，小さいが肉眼を

以って認知可能な放射方向の割れを含む円板。明らかに樹皮~(痕跡を残す凍裂が 8 個あり，

また内部にある凍裂様割れは十数個あり。円板の含水率分布は文献 33)，484頁に掲載。

写真 42 凍裂 a，bは明らかに樹皮!(痕跡を残す。 c，d， e などは異常組織を形成するも外部~(痕跡

なし。ほかに，なお cなどと類似の小さい割目が数個あるも写真には現われず。

写真 43 写真41の一部で癒着の完了せる凍裂の附近。乙の凍裂は約 60年前!(割裂， 30年前にほぼ癒

着を完了。凍裂の内方lζ は多数の放射状割れあり。但し含水率ば比較的低し。

写真 44 写真 41 の一部で，冬季にはなお裂関する凍裂。約 50 年前~(割裂。凍裂の内万には放射状割

れが多いが，また辺材部に逮する凍裂様の小さな割れが，大きな凍裂に接近して存在。内万

部の含水率比較的高し。

写真 45 写真41の一部で放射状割れの集合する状態を示す。割れ目の長さ，.幅などについては第 11

表参照。これらの割れは氷の融解後は肉眼による認知やや困難となる。

写真 46 大きな周囲状割れとその内部の氷を示す。

写真 47 水腹材内部の割れ目。凍裂の内方~(分布する。乙のような割れ目は憶とんど氷でみたされて

いる。

写真鍋 写真47に類似。上方!(凍裂の一部あり。自廻り中の氷を除くと凍裂幅が減少した。

写真 49 1 年輪或いは 2 年輸にわたる短い放射状害jれが右~(，左にずれ乍ら伸びる状態を示す。中央

左側~(示されるように 1 年輪の長さの割れ目の場合は秋材部を中心とする凸レンズ状のこ

とが多い。

写真 50 割れ目の中の氷。氷は黒〈写っているが，その中に点在する白い部分は気泡。目廻りはしば

しば樹脂溝列の位置に発生。

写真 51 復張実験~(用いた円板の一部。円板は写真の架台に保持し，雪洞，室内などで温度を調節。
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Explanation on the photos 1-51. 

，Photo 1. Distant view of a frost cracked tre巴 of“Todomatsu"，Abies sachalinensis， having a 

long frost crack extending about one to 8 meters above the gtound. The main 

trunk forks at about the height of 8 meters above the ground. 

Photo 2. A“Todomatsu" trunk having a typical frost rib at its basal part. 

Photo 3. “Todomatsu" trunk having a relatively young frost crack， the outer view of which is 

rather flat. The crack is located at a part of the collar of two primary roots. 

Photo 4. A“Todomatsu" trunk having a typical frost crack at the base. It is not located at 

the collar part as is the case of Photo 3 but just above a primary root. 

Photo 5. A“Todomatsu" trunk having a frost crack from 1 to 5 meters in height above the 

ground where it has also many dead branches. 

Photo 6. A “Todomatsu" trunk having a frost crack located from 5 to 7 meters above the 

ground where there are many thick living branches. 

Photo 7. A typical frost crilck which often appears under the forked part of“Todomatsu" 

trunk. The place under the forked part of trunk is often severely injured by frost 

cracks. 

Photo 8. A “Todomatsu" trunk having some frost cracks in conjunction with thick dead 

branches and some kinds of scar of the trunk. The photo shows a perfectly healed 

frost crack on the front side and not yet healed cracks on the left side of the treE弘

Photo 9. A“Todomatsu" trunk having an approximately 3 meter long frost crack locatedon 

the front side together with some 20 to 30 centimeters long cracks， which are' 

conne氾tedwith a broken .wound part of the trunk as shown in the photo. 

Photo 10. A“Todomatsu" trunk having an abnormal frost crack in a exterior view， viz.， it 
runs upwards in a zigzag line， ranging from near the ground level to about 6 

meters in height. 

Photo 11. A typical form of frost crack which often appears in the basal part of a tree 

trunk. The trunk shown here was free from any defects in the outer view except 

the frost crack over 10 meters in height from the grouhd level. But it must have 

wetwood in the internal part 

Photo 12. Close-up of the outer surface of a perfectly healed frost crack. The inner part 

。fthe trunk resembled very closely that shown in photo 39. 

Photo 13. The main root of a frost cracked trunk which was injured at the basal portion. 

The root has a hole through which the water penetrated to the heartwood of the 

trunk to form wetwood at the trunk part where the frost crack was located. 

Photo 14. Outer view of a small frost cracked log of rd. 15 centimeters in diameter. The 

frost crack opened about 7 milimeters in width in the middle portion after 2 days 

from that it was put into a cold chamber of temperature ofー50C.
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Photo 15. Teared tissues which were bridged over the crack in the preceding growing season 

and which were broken when the frost crack reopend during the following winter. 

Photo 16. Opening of a frost crack without teared bridged-tissue_ This often occurs in such 

cases of over matured trunks. 

Photo 17. Picture showing distribution of wetwood in a log and in a number of boards which 

were sawn from that log. Wetwood parts are outlined with black chalk in order 

to show the wetwood clearly. 

Phoをo18. Sawn boards from a log without any frost cracks， showing wetwood distribution 

and how it penetrates to the inner wood part through dead knots. 

Photo 19. Sawn boards from a log with a frost crack， showing wetwood districution in relation 

to the frost crack which is located in boards No. 3， 4 and 5. 

Photo 20. Sawn boards from a log with frost crack extending over the entire length of it， 
showing wetwood which distributes collectively around the pith part. 

Photo 21. A magnified view of a portion of one of the boards shown in photo 19. Many ring 

shakes which are packed with ice run parallel to grain of the board. 

Photo 22. A magnified view of a portion of a edge grain board. It shows complicated 

distribution of moisture and many cracks packed with ice in wetwood. See 

photographs 46 or 47 etc.， concerning these cracks and also see photo 26 and 

Appendix V concerning moisture distribution in a disk numerically. 

Photo 23. Cross sectional view of the frost cracked log shown in photo 14， at temperature of 
_150C. During the repetition of healing and reopening for about 30 years， the 

frost crack formed a typical frost rib as shown in this photograph. 

Photo 24. A view of branch-born wetwood of“Todomatsu" which usually appears scatteringly 

at end surfaces of logs in the case of free from frost cracks. 

pho主o25. A magnified cross sectional view having frost cracks inside which there is a ring 

shake packed with large ice of about 3 mi1imeters in width. There also are long 

radial cracks reaching to sapwood at the left lower and right upper parts. 

Photo 26. A cross sectional view at 100 centimeters height above the ground of the same tree 

trunk as that shown in photo 25. It has a frost crack which spreads irtward in 

length of about 10 centimeters， conn民 tingwith some ring shakes or internal radial 

splits in inner part of the trunk. The moisture content of this disk is illustrated in 

Appendix V， of which two lines， a vertical and a horizontal， are respectively 

corresponded with the dotted lines in this photograph. 

Photo 27. A cross sectional view at 6.5 meters above the ground of the same trunk as that 

of photo 25， showing 2 frost cracks (upper part)， some radial and ring cracks and 

wetwood. The left one of the frost cracks reaches to outest part of the trunk， viz.， 
surface of bark， but the other one dosn't in the picture. 

Phoω28. Across sectional view at 7.3 meters height above the ground， having 2 frost cracks， 
many internal cracks and wetwood. Opening of one (right) of the frost cracks 

closed entirely by eliminating packed ice from a ring shake which was located just 
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inside the frost crack as shown this picture. This is the case which often uccurs in 

“Todomatsu". The other one (upper) which apparently formed wound wood tissue 

as shown in this picture. However， this did not reach to the surface of the bark. 

Photo 29. A cross sectional view showing frost cracks， and many internal cracks extending 
radially or tangentially. Some of the frost cracks are perfectly healed but one of 

them (upper) not， as shown in this picture. 

Photo 30. A cross sectional view of a disk with a frost crack (upper) after eliminating ice from 

ring shakes which were located inside the frost crack. Width of the frost crack at 

the outest part decreased by the eliminating of the ice， but not closed entirely. 

Photo 31. A cross sectional view at about 10 meter height above the ground of the same 

trunk as that of photo 25 etc. It has 4 main frost cracks two (a， b) of which 

reached to the surface of the bark， one (d) reached only to the cambium and has 

formed wound tissue for these 10 years. There appear some brown rot;s in the 

center portion of the disk in the picture. 

Photo 32. A magnified cross sectional view at about 11 meter height above the ground， showing 

frost cracks， many internal cracks with packed ice， and scattered rotten wood 

parts. 

Photo 33. View of lower part of the same disk as that of photo 32. 

Photo 34. View of lower left part of the same disk as that of photo 32. Frost cracks b， c， d 

have been perfectly healed up in this cross section. 

Photo 35. A cross sectional view at 13.5 rn.eter height， of the 'same trunk as that of photosゐ

from 25 to 34. The trunk has been forked at about 13 meter height above the 

ground level and had no frost cracks above this height. The part above this height 

of the trunk， however， has wetwood without any ice packed cracks as shown in 

this picture. 

Photo '36. Radial cracks extending from central portion outward straightly or zigzag. Such 

cracks appear very often in“Todomatsu" trunk in Hokkaido. They have usually 

special discoloration at the top as shown in this picture. 

Photo 37. A similar radial crack to that of photo 36. 

Photo 38. The similar radial cracks which have typical discoloration in the form as shown in 

the picture. These cracks (including those of photos 36， 37)， did not reach to outer 

surfaces of the barks. 

Photo 39. A cross sectional view with a frost crack healed up perfectly. This frost crack was 

originated 51 years ago (from the year when the tree felled) and perfectly healed 

up by cullus tissue about 20 years ago after repetition of bridging and reop胆 ing

for about 15 years. There is a large radial crack， a frost crack， and is a large 

number of radial， tangential cracks which are invisible with naked eyes. 

Photo 40. A magnified (about 4 times) cross sectional view of ctillus tissue of a frost crack 

like that of photo 39. An arrow shows the y回 rin which this cracksplited fot 

the first time as a so-called frost crack. After repetition of bridging and reopening 

for 9 years it was healed perfectly by the cullus tissue. 
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Photo 41. A cross sectional view of a disk cut from a mature “Todomatsu" trunk of 70 centi-

meters in diameter at breast height， showing a perfectly healed frost crack and a 

not healed crack， and many other small cracks. 

Photo 42. A magnified view of a portion of the same disk as that of photo 41. Cracks a to 

e respectively have cullus at only the wood part or both at the wood and the bark. 

Photo 43. View of a perfectly healed frost crack and a large number of small radial cracks 

which appear inside the frost crack. 

Photo 44. View of a main frost crack and some small cracks which apparently formed cullus 

tJssue. 

Photo 45. A magni五edview of a portion of that of photo 41， showing a large number of 

small radial cracks appearing collectively in inner part of the disk. It is hard to 

see them with naked eye after thawing. 

Photo 46. A disk having a frost. crack and some remarkably big ring shakes inside the frost 

crack. These internal cracks with packed ice had the width of about 1 to 1.5 centi-

meters in maximum value. The frost crack closed entirely after e1iminating the 

ice in these ring shakes. 

Photo 47. A magni五edview of a disk with a frost crack， showing many ring shakes， radial 

cracks with packed ice distributed in inner part of the disk. 

Photo 48. Similar view to that of the photo 47. 

Photo 49. Similar view to that of the photos 47 and 48. 

Photo 50. A magni五edview of ice packed in ring shakes and radial shakes. There are many 

small whit~ spots which show bubbles of air being included in the ice. 

Photo 51. Disks used for measuring squeezing in low temperature. 
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