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　　　　　　　　　　　　　　　　　　i。緒　　　雷　　　　　1

　　木製羅贈通蜆られ林拗木取方鏡よると・勲ど。・EfGi）三三で細5内夕F，・．針

轍酌25醗の大魚出置ので・勢離げ部材瞬け紬鋼さ噛する転転軽油は、
最早無覗できないものとなつ“ii來る．叉破損に就てもMises一心encky一一Schle三cherの畢論に徴して明

かな様に，勢断歪エネルギ　一一が非常に大きくなって早く破損を招くこ・とになる．從って勢噺弾性係

即鮪する輝臆騨柑で購に重大で洪嘩的齪脚嘩野るものである・、・の研
究では木材を，年輪に鵬妨向，繊維方向，年輪四角絆径方向の相：聖激する方向噛稻軸

鮪する直交異雄馴…h・t・’・ρi・b・dy）睨なして・北海道三三腱要樹種欄葉回り効λ

バ，ナラ，針葉樹よリエゾマツの3樹種をえらむで，その各々に？いて3個の封稻軸方向の勢漸弾

性係数を，一一つは墜縮Z）方法により，他は捻りの方法によって求めて，その結果を比較してみた。

　　　　　　　　　　　　　∬，勢断彌性係数の理論

　　　　　　　　　　　　　　〆1．』三三の方法の理論幹

この：方法は2次元直交異方性膿の築面鷹力問題として解析する～二とが三三る．今この二二内の

薩交異：方性膿の樹珊珊をX，yとし，この封稽群系に興して，同一卒肝内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y．’
に於て任意角θだけ傾く座標系を（〆，St／）とすれば（翻一1），3次元直交異

方性膿の弾性理論の特殊化により（方向鯨弦1＝＝　c・Sθ，・m　＝　sln　O），新座

標鞠’燗する白鞘係四割・ンtk，蜘難係数は知やうに奉

はし得る。　　　　　ny

　　．．オー響＋響ナ（1　2vxyG　　Eエ）s・n2・・…　・…・

　　　　　　　　　一ltt’“’　（1　＋　tan‘；　o）　t　（一b一　一　llt，　一一一　Sf・　）　tan2　o’

但し

fl’ P

・　汝
　　）sii　一1

　ew　一一　1

・…　（1．　1）

ve ｩ云一（1　2yxyGf　’　Ex）卿’’’”∴’●’○’”（L　2）

㌃（ユーt＋．、手＿＋一2豊ぬ政　　E／　　Ex）sil・2・・瑠醐…ツ…・…⑬

　　　　君臨、喉咽櫓轍意向の弾性係数

σ≡iσx∫婁（1z：X，　y方向に勢断編力を受けた場合のx軸の周IPの勢麟弾性係数．

　　　　ぬy：X方向の蚕直憲力による盗みに謝するy方向の歪みを表すポアソン比．

　　ED紐1転：　〆方向の弾性係数．

1）E；梁の長軸方向の粥生係販．

　G：梁の長軸を含む鉛直百に垂誼な勲の周りの勢臨弾性係鍛・
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　　　Ge　tt　Gx・y，＝一（み3〆，〆方向に勢断慮力を受けた場合の〆軸（このときはX軸と一致する）

　　　　　　　　　一　の剛の蠣弓鞭騨：・、

　　　　　　　物≡ン吻’：〆方向の垂直二二による歪みに封ずる〆方向の歪みをあらはすポァ

　　　　　　　　　　　　　ソン比．
縫て（1），（2拭より

　　　　　　．誹．豊＋｛÷《壱・＋か劉㎡2θ」・一……（・）

『故に（a）式から　　　　　　．　　　、

　　　　　　竃一義蕃　…1…・…t一…・・……・1一一…・…・一一……∵1・……（1・4）

これは野樗軸x，llに即し℃成り立つ法則勘／E渇島μ祠瑞と同様の法則が任意の直交：方向にも一…一■般

的に成り立つことを示す．（3），（a）式から　、　ヤ

ボ計影÷醗一÷＋睾灘（剛・…・⑮
（・）より’ P／・剛を勧・・れ・（・）・り　　　一．・

　　　　　　か鵡＋計劫卜不磐一…（・・）

・云÷篇ぐ濠の㎝2θ”●’”○”摩’∵．∵6．●’’’”・’　（・1・　7）　’

（3）にθ＝45。及びθ＋45。を代入すうと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　毒焔毒’・翫＋ヤ，．1…一・一……∵……一一∵（・・）・・

　　　　　　謡∴覇一三＋毒かか㍗き一灘一側

（9）三三（5），（6拭の秤あるから結歌の關係を得る・

　　　　　　誌・一＋揚∵＋領・・∵…・・∴…・・………一1…ゆ）tt．．

・儒嵌する臆幼向（岬櫛）の難係蜘・如て（θ＋鰍蘭の勇臨醗羅臓した

式で，（8）式の一般化である．（10）式にθ＝4δ。を入れると　　　　　・

　　　　　　毒一壷＋毒＋筆・1　　’

然るに．（3）式によりσ…　・＝　G，η球に功E1…一恥となり・從つで）

　1）B本航空學魯誌，第8倦，第79號；1139頁，（昭」6）．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　　　　　　　σ一一可〔聖三一・・…一・…∵………一・…………r・一・一1一（1・11）

　即ち2次元薩交異方性膿ではθ　＝＝　45。なる特殊の場合に限づて，等方性艦と全く同型の關係がG，

　E・x，e，　Y．lr），Jの購に成立することを知るゼ

　　　今～＝れを鍬総軸盆1，ッ声方向について一般的に表すと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

＼巴1）』し洞琴）1掌……轡…幽

回る・從って（脇（蜘（切三内に於て二品が識滋雨，方向と鯉の髄面す好
　　　　　　ゆ　試験片を作り，之に墜縮丁丁或は引張慮力を加えて懸力方向の弓軍性係鐵E．15・及びこれと直角方向の

・ボア・漉・纏測定するときは（・珂鹸って（渦隅を夫球める・罐得勧である．本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噸い　研究では墜縮慮力を用ひることとした．

　　　薙ラ坊睡みと直門醗みが期・號の場舗聴に野営を附して（1卦・・拭に入偶．仮

　封に同符號の場舎は，これに員狛：號を附する．後者は結晶艦やベニヤ合板の場含に次の條件が成り

　立つと唐にのみ稀に起り得る：

　　　　　　　　　　　　　離

　　　　　　　衝く葺＋d二・励

　　　　　　　叢く卸（・一・y・・）・………・一一∵…：’・・一r一一働

・一 @　鵡r＜一象＋（1一・Y・・）・　　　　一　一

　　　今木材の繊維方向をfl，年輪に切線方向をX・とすると，斯る＠．ψ2次元板或は合板の場合にの

み・針，四葉爾樹種に亙る多くの種類に就下働の最初の式の右擾の第1項は第2項に比べて殆ど

　無観することを得て，從って

〆．

@’い歪｛㌃・…一・・一……・…∵・一………一・…（脚

　がその條件となる。然しそれ以外の場合では一般に（12）の形を適用すべきである．■’　　tt　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．捻りの方法のk論　　　　　　、

　　　Gを求むるために「塵縮鷹力或は引張田力を．45。試験片に用ぴる方法は直交異方性艦に特有なも

のである・櫛堪ぺむとする捻ゆ雄随三方陸膿のみな硫等雄撒於ても葡剛

　ぴられるものであり，唯前者の場合に於て憶断弾性係数を求むる理論は異方性艦であるだけに複離

　である．　　　　　　　暫

　　　三三で雌旧識三三醐鷹方形鞭麓婦ひ雛醐騨騨の柳力疹
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面一弾性係鍛を求むる理論は斜方贔系（即ち直交異方性膿）のみならす一般結晶系にも適用され得る

ものであって，從って木材が本当な直交異方性艦の條件から藩干偏位しkり，或は叉試瞼片軸が木

材を直交異方性膿と見た場合の蜀三軸に嚴密には一致しなく

ても（これらは普通に起り得るくとである），大きな實験誤差

ξ）起る危瞼が少ない．之に幽して磁方形断面試瞼片の捻りか

ら勢蜥弾準係数を求むる理論は斜：方晶系にのみ特有な理論
　　　　　　　　　　　細　　　　　　　．　　．　　ξ　　　　　　‘
で，從って上記誤差が大きく起り得る危瞼ば正方形籔面では

大きい・弊木材の捻り灘戯る可個断瀦騨駄る
べきである1）．しかして懸断面捻りのGの理論は（2．1），（2．2）

式であらはされる（i難穏軸x’，y，xについては圖一2滲照．　G

の添字。印を以て劉断面なうことを示す）．

1・・c語÷（餓一÷，・誇携脇

　　　　　　Glfo　＝：　Hn2i（誤）i，一t一一聖一

　　　　　　G短÷（畿一÷・・一三吉脇

　　　　　　　　但し　　N：捻りモeメント

　　　　　　　　　　　　　　1・：捻り角測定長

　　．　　、　　　　　　if：捻り角

　　　　　　　　　　　　　r：　圓譜面の宇径

三って勢断弾性係籔は塗式の如くして求められる．

板q二

’駕

木ロ＼
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州・・瞬証艮

國一2
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．．．．，．．．．．．．．，．，．．　（2．　1）2）

　棚

　　　　s・・1　＝：ま「一死瓦喉・－

　　　　　一　　1
　　　　s・ド耳弘＋a・｛bo　）

　　　　砧麦払＋b・　一一　・・

σ。，σy，σ。は勢断弾性係轍（”Gle圭甑odu1”），

，．　．．，．．．．．，．，．，．，，．．．．．．．．・．．x・・・・・・・…　　（2．　2）

労

／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偽瓢σ講見掛けの粥灘産係藪（・D・ili・mgs－

m・d・1”）であり，面面艦では爾者は等し侮いが等方膿では・、、＝・，・瓢隔從って研炉ら

』となゆ爾者は等しくなる．即ち　　　　　　　　　　　　マ．、

1＞　1｛．’H6rig：　ajngenieur－Archiv，　VI，　H．　1．　（1935），　S．　8／14．

2i・・・…［・・hr…h…1〈…t・11ph・…，2・．・・6，・・928，・1・e・pzig・V・・…坐炉亜の・・を・・漁・一・・1｝・’

　　鰯砺三三し方総撒噸館やて紅る砧灘罐蜘
　　　　　　　x　　　　　’　　　　　　　　　魯
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　　　　σ一÷ぐ誤）・…∵………・∴・……“一∴1・……・…孟一一・・（・．　2．　a）

正方形鋤面捻りめときのGの理論は，福方形の避長を2rとすると女の様になる1）．

　　　　　　ρll・　＝：÷（器レか

　　　　　　％一｝（誤Σ〒赤、

　　　　　　σ！・・一÷（．誹一青1

　　　　　　　　　　　　　　　〃　＝＝　224922）

從って　　　　　　・

　　　　　　糖涜一一寒ギ葺＋無

　　　　　　ヤ三三鶏一恕ヂ灸》

　　　　　　勉一・1計か驚一一恕ン1

上式に於て　　”　　　　　　韓

　　　　　「』R抽・，。、一．〃．∴。。一⊥
　　　　　　　　　　9”　　　　　．　　qy　　　　　　　　q，：

　　　　　　1ト鴇

　　　　　　趣イ象書（旙壷　．、

双三鰍数について、

　　　　　　鰍一（廃y8妬廊《÷

1）’

u。三gらK・1…11phy・…k，　K。pt．　VIE，　2d老319β23．

　　りら

　毒1933）・S・　570／576．　　　、　　M〆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊♂　　　　　　　　　　　　　　　A7
　　れてるるが・これはぴ二7・1燭羅♂・乏した方が醗である・
　　　　ノ．

　　　　　　　　　　　　蕗

鴨一÷凡（S．r，r．　十　S（；｛i）

ゐ・＝ ﾂR“（…煽

解÷凡鰍嚇

，・・・・・・・・…　（2．　3）

．．．．．．．，．．．．．．．．．，．．．．・．　（2：　4）’

’

・・・…
@　（2．　5）

ttt

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア＆・μ……・……・・…・∴（2・　6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1．o…El・・ti・ity・P・324・1934・珈9：1黎】9・一A「chr，　1▽・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

2＞F6pp！は8寓2：281とし，等方性糎に勤して6！＝7．014一一（tl　＝：蓬長）とし，多くの丈献にこの式か配載さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R・ark：Formuユas　f・r　stress　and　strain，　P・154，　Ut

享93＆磯のκ＝0・1406‘触同一馳麿ある・ζの㌍鼠149購Hδ「玉卿聯摩麟
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翫

と置くと　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　・　　　　　　轟

di

Ck．　／／’L’ll’iiil，．．＝＝＝’irm”PI”i”’11，LSt（’td））．．．，，．／　”’’’’”・’’’’”・．・・‘・・・・…1・・・・・・・…t・r（2．7）

なる關係があるので，f“．I」I」がわかればノ〃襯は庫ちに與えられる．今

　　　　　　1｝一4幕・幻・一i「一一．・・…一一・i一一一脚＠紛・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

としてP＞1「である如くi，　kをえらぶと，．

　　　　　　　　R（ガノ［P（1）］

　で亀從ってPの値を與えるとR胤は（5），（6），（7）式によっセ計算するζとが出來る．ρ＝1～10の値に

　饗してR一値を・・Hδtigは1個め表に整備して居る黛．吾々の目的はs．14，鰯，踊の値を正しく求めるに

あるが，・れが勲ら三脚瀞戦える弄と醐來馳聯にあるので・加回し欲燵べ

　る所謂R〈2））一方法を探記する．

　　　此の方法では，捻りの實二値から一

　　　　　　　　　ぜ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ

／　㌔一〃（織・・』＝：　gぐ織，略一・（紛・…一∵、（2・・）

　を求める．圓断面三三でも，正方形断面實験でも（γは可成ウ接近し泥値であることが考えられる
　　　　　み
ので・、先づ購面の欝版びR訊を｛xseして（燃1魎めて近嚇　　　’　ttt

“t

@　　　3。1漏殆千・』叩』，・，、＝・あ＋佑一み』，s、6　＝　a［］＋殆一・出・一（2．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　啓　　　　嵐

　によってs44…．Sf；6の第1近似値を求める。從って（8）式でρが決まるからRが（5），（6），（7），或はHδrig’

の表鳳って與えられる・かくRが回るξ（4）式によってs、、…・。の第2近似値が計算され涕

　1近似値よりも正確なものを得る．以上を鎖一i…∫6。の所嬰の精慶を得るまで繰返すのである．、三方

、晶系でも異方性の強いものほどR（P＞一方法の牧敷が悪い．二って木材ならば針葉樹が潤葉樹よりも

　異方性が強いのでR㈲一：方法をより多く繰返す必要があることになる．

　　　等方性膿の場合には触瓢…竃・、、bg漂9、初卉4，R。＝R庁R。瓢1となり，從って叛の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周知の關係が得られる．　層　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　阿　　．

　1）H。・ig・1・g・一Arch：・　IV・（1933）・　S・・570／576・1職πω即綴で・婦聡・グ’一露・2のtwで反碑騨もち・

　　貯曽で鞭）”　o・s43‘16　T’　thる・即ち細はか切1嘆噸で層・



・　　　　㌦騨及び蜘蹴鳳駄材の勢鰯牲鰍め雌蹴で　　　　　i51

　　　　　　σ一｝（Nlらψ〆1）・．か　　・

　　　　　　’9一一冨（÷）5，鶏一歯⑳｝2”も1）⊥川’”…『’”瓢て2・10）

　　　　　　　＝2．2492

t一

@’　　　　　」　　　　III，蜜　　験　　　　　　．∬

　　　　．，　　、　　1．妬．献験片の墜縮尊威、．

　　試験片は十一5に見る如き子細をなして製作し45．購軸によってxL・聡z蝋験片とPt

する．試蔽片寸法は日本標準規格により井面30×30mm，高さ60　mmとした・t試験片の内容を

表一1に示す．　　　　　　　　　　　tt

　　　　　　　　　さ

　　　　　＼諺．・／l　　　　　　x’

T／

緊黙∴＼

1菱ぐ潟1
∴・1・へ・ご1☆、：

ネ正目σ8。｝

　　1’

X一言弍験片．

ザ

轡1　．
　　Ya試験汚÷

　　圃一3

　表一L1

許　1『
㎡

鰹

　　　ぜ

・絞目《輪つ

z＝試験片

　　　　1
樹　　種　1蟹験擁類

x一三瞼片 王乙試瞼片

マカンバ
破　　壌一k

蝿　　性

尿剃腫薩剣蕨T璽趨ξ

　　　　　　破　　壌
ナ・　　ラ

　　　　・　彊　　性

　　　　　　被　　図
工胸ツ w性

1

3 e．668

，690

1

3 O．656

668

　1　　1　’　1
　　　　　　537　　　　　　　　　　3　3／　　　　　　566
’1”

　］．　i　l　l
131　2gg　13

4go重
53躊

420
429

z試験片

綴｝樋｛脳胞計
i1　o・sg；　1　＃

　　　　　　　　ミ

1醗魏1，1．
一∵ u下…一一　一一葦…『一

・｝lll　・
　　紛破縷試瞼は工本と限らず補充蟹験をしたものもある，　　　　　”一

破壊試瞼により弾桃試験の三重段階を表一2の如くに豫定しfe．　一
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　　表一2
樹 種 1 ヤ　カ　ン　バ 1　・． ラ エ　ゾ　Y　ツ

試　験　　片 1剣・ xY yl・’レ ・．レ

破　壊　荷　重（kg｝
　　　サ垂×（破壌荷璽）（k9）

蝿性試験荷重刻み（kg）

同上段階殿

2930

732．5

50

エ4

4450

111　2．　or

20

31　｛

460ro

1162．or

50

18

盆750

687．5

30

23

700

175．0

10

17

1gso　1　l120

487．5　1　280．0

・i・、勇9

・5

550巨300
137．5　［　325．0

10　1　10

13　］　25

以上の如き回避にもとづいて實瞼を行ったところ勢断輝性係激に關して表一3の結果を得潅．

　　　　　　　　　　表一3　（含水率15％，軍位激g／cn・2）

樹 種． e

試　験　片
．岬

　勢回覧性係饗ゼ

マ　カ　ン　バ

［レ
ナ ラ

y拷「x

il

エ　ゾマ　ツ

・伊
剛・・88コ口84・1・…i　2519　1　73・・　1・・66334E　969・

　　　　　　　　　　　　　　2・捻りQ蜜験

研究量保有資材の寸法の關係上，wa・一一・4の捻り試験片中，　X一，　Z一爾種試験片は太さも長さも充

　　　　　　　　　　　　　　　f・・〃≧多ク
　　　　　　　　　　　　　　　　．ノ多予言〃
　　　　　　　　　　　　　　　　’／．’f・z；二閉修’

駕

・　×一試験片　♂

（

禦

Y一三王臣　　晒．

　　圃一4

　表一4

Z一試験倖

x一試験片 y，一i試高邑 z一試験片

樹　　種　　實聡種類｝本籔．比重｛震尖［rl本四｝比重｛外回1本鍛’i急結｛鍵尖’1本鍛計

マカンバ

ナ　　 ラ

鋤濫ソマツ

破　　屡

蝿　　三

州　　濃

彊　、性

破　　剛

強　　性

1

3
　　　　1
0．711

　　　　3884

　　　i’　1
0．s22　1
　　　　3wat3　，1

O．704
S43

1

3 O，669

706

3

9

1

3

1

3

O．471
6e3

戸
　3

O．42S

551

O．437
4S1

1

3 O．397
432

3

9

3

9
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　　分大きく木取ることは非常に困難であったのと，試瞼機のチヤツクの掴み噺両も亦小さい閥係から

　　細く且つ短い試験片を探用せねばならなかつ旋．

　　　　しかして細V・材料から圓断面野寄片を製作するときの材料に與える悪影響を慮って止むを得す

　　J［E方形断面とし，試験片寸法は10×10×140mm，測黙距離85　m雛とした，試験片の内容は表一4

’　の如くである．　　　　’　　　“　　砿　　　　　　　　．　　　　　　．

　　　　破壊試瞼により弾性試験の員荷段階を表一5の如く豫定した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ttt表一5

樹 種 マカジバ ナ’ ラ 出　ゾ　マ　ツ

試骨片豚　ツ zは y z Ar Y’ P　－

破壇聖苛霊（kgCm、

（ま～壱）砦破目；荷露

蝿性認瞼晶晶刻み
　　ヨ岡’纃相K鍛

21．2

5．：1　kgcm

1　kgcTn

　6

　62．0

12．4kgcni

　2　kgeml

　．6

25，7

6．4魂cm

1　kgern

　6

20．0

13．so

Or5’

10

33・，8

8．5　kgcrn

1　kgcm

　7

　21．0

5．25kgcni

O．5　kgcm

　10

7．e

14．30’

O．5＝

14

23．0　1　6．8

5．8kgenil　IO．4e

l　kgctni　o．5’

　6　　1　13

　　　es）破壇祷重の小さいものは蜜瞼の都合上荷重潮み奪捻り角度であらはした．

弾挫下等の結果，G象・Gl・・G；．は表　　　　．　．　表一一7

一一Uのやうになる．

　　　　　　三一6
　　　（含水牽15％，箪位lcg／cm雲）

　　　　！e（ノ）

樹　種　　反覆

　　　　四品

樹　種

マカンバ

ナ　　　ラ

ェゾreツ

暢 。｝　　ら

l1897　1　305S

S244　1　3014

6241　1　541

マカンバ　　　5

ノLLdi

7L’，J

ノら

　　s．“　，　；　G’x
　　S5F，　1　（；’Y
e　S66　1　（7L／

（cm2／kg＞　1’（kg／cm2）

O．95893

99642

977Sl

O．OOOIIO600

000558330

000058110

3383

2598

535

ナ　　　ラ

　　褒一6の結果力疹R呼方法極

覆して孜敏したR℃勢継嗣挫係数を計

算するi！表一7のやケになる．

ユソマツ

5

11ve

・　O．985’tf3

　99443

　96421　・

O．93145

99979

92710

O．OOOO75550

000612674

00016S414

O．OOO14917

003S4133

00017135

9042

1ワ91

172e9

王3236

1632

0’938

6704

260

5836

赫）Iv！tだけは4女轍が非常に早かった＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iv．結　　　論

　　前節の實瞼結果を表一8にまとめて比較し，且つ實瞼を通じて次の窮柄がわかる．

　　（1）・此ゐ實瞼では45。燃縮試瞼より得られ友勢断離陸係数は，捻り試験のそれよりも大となる

傾向を示し，σ。についてナラ，エゾマツが滋ゐ現象を示すのみである．爾者の差のかなり大きい

もののあるのは次の理由によるものと考えられる．　　　　’　・
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（a）試瞼片を木取つ允木材が直樫の比蝉的に小さ

　　い原木より製材し允ものである）”tめ，試験片

　　は巌密な直交異方性の條件に合致して、みな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樹　　種
　　い．捻り茅試験片はそれが特に著しい．

（b）45。墜縮及び捻り試験片の長軸と45。軸及びi封

　　国画との醐の製作上の誤差が可成り大きいも　　マヵンバ

　　のがある．

（c）捻り試瞼片を短かくせねばならなカ・つk－feめ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ　　　ラ
　　に捻りの測瓢と試瞼片忌み部分との距離が近

　　く勧・激って試験片の固定講面高｛立を拘

　　幽する影響が面忘にる相當あったことと思は．　エゾマヅ

　　れる．この影響は矩形断面は園断面（異方性

．表一8　（含水率15％）

婁レ｛1灘

（一位：kg／cm2）

14鞭縮陣り
9273

23SS

17S42

9042．．

工791
．iue”i’20g

（efoi）

一十　2．6

十　33．3

“　3．7

S29D

25ユ9．

73：）6

6466

334

9690

　　　i　一59013236
ib5一　rkl，’

593S　i　＋23．4

6704

2，60

5836

1　r　3・7

十　2S．2

－t一　66．｛｝

　　　　　膿では圓臨闘の場合にもある）の場合よりも更に悪豚

　　　（2）45．墜縮試験の方が捻り試瞼よりも質験辮附簡箪であり，①一（・）の様な悪織情もなく，

　最も妊ましいこと・に綜荷重の段階数を捻りの場合よ夢馬遙かに多くとり得る。叉試験片の製作が容

　易なので資材に特朗な條件は要らな〉・．結局45。試三三墜縮の方が信頼度の高い聾噺弾性係数を普

　通には與える竜のと思はれる．．　　　　　　　　　　　　　・

　　．（3）勢籔弾性係数に關する異方牲は，針葉樹（鑑ソマツ）の方が澗葉樹（マカンバ｝ナラ）よりも

　遙かに顯著である．

　　　（4）いつれの場合を問はす，温品軍牲係敷の甥稻軸方向の最小値は砧である．

　　　（5）マカンバでは45。転属，捻り試瞼とも尋x＜G，，ヂラでは爾試験ともGx＞G、，エブマツ

　は45。墜縮（？le＜G、，捻りGx＞G、となってみるt）．　　　　　　　・

　　　（6）見掛けの勢漸弾性係数（1・Dri王1ungs！nod蕊r，）Gx，　Gi，，　G：と純正の勢断弾性係数Cηq，砧と

　は莫の値に於ても，亦その値の大小配列の順序に於ても全く異なる馬のである．
ヂ

　　　（7）捻り試験に記する表一8，7によρて，各樹種1こ楚て《三一，（考の大小配列の順序は夫々

　8↓峨55，866　（・即ち塑漸揮性係籔の逆籔）のぞ劇と全く合致する．この場合硯は常に勤樗軸上の最大

　値であil　s且つGix，駕は可成り接虚した値をもつ．而してこの法則は∫55が鋤，366に比して非常

　に大きい直交異方性艦である木材に於て，凡ての樹種を通じて一般的に適用し得るものであること

　は次の關係が護明する．園達意に就で）

　　．1）St・merの靭賜では，カバG・＞G・，カシ・ナラの類。・・＞o・，トウ・Gx＞σ・・　Eなってみる・

　　　S〔amer：In9。一Arch．，　VI（1935），　S・1．；　IIUrig：D（h，　S．8．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐸

　　　　　　　　　な
　　2）St・mαの簑瞼でtt・G！の灘新雨及び正方灘緬に於け磯は・懸勺針葉雛。％以下・1縢樹5％以一1くである

　　　（Stamerの前記論文）．



　　　　　　　”

　　　　　　　　　　　麟及び獅實駄よる劇初勢綿翼晦緻の購蹴て　　　　　溺

、，。．，一Gき詳マ煮（、＋≒∂≒留ヒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sr，　r｝

．・
ｼ毒黒（　11＋＿乏・’・鼠　　Sr・i］）≒謀一一・・：一一…∴綱　tt・

　　　　　　一発㌃急÷或は誌ご

となるから（11・は，常に最大値となりデ他の2者にあっては

　　　　　　σ垂i≧Gl　，　乱、4芝・66

なる聴する關係でGll，・GE・a・）大小ρ二筋映まり，三って上の法∫騨搬的なものであるeとが

わかるのであう・

　　禽鰺蜘だ脚瞳船脚購弾性騰歪鰍を鮒ることとし綱一56ハ

　　紗に本臓に序する實騨聯123年1肚り2月唖って行はれたカ9・醜制限

の困難tfe　feかつて絡始實験と」冬の計算の三三に盤力された研究察賄田幸蟻宮内一一xe，

　　　　　　　　∬工ご⊃．三二］　　　＾

　　　　　　　　　t　li　1お

la，eee

　L’

トエ
1昌

一一u］＝＝［三
　　I　I
　楠一 P…㎜齢『1’一1

一ww．L

　　　1一

r．m．一

マ『

t’一

吋｝…内惣

　　∫コ
iii・一i．ii．．i．1

　　　　　　圓二・マカンバ購難係鯉購
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