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接触面圧で変化する表面性状を考慮した木材と鋼材の摩擦特性 

 

山川 僚太

 

1. はじめに 

2010 年以降, 我が国が保有する木材の需要創出を

目的に, 公共建築物等への木材利用が促進され, CLT 

に代表される新たな建築材料の開発と共に, 所謂中大

規模木造の実現に向けた様々な取り組みが進められて

きた 1) . しかし, 2016 年に発生した熊本地震による被

害が中大規模木造にも少なからず認められたように 2) , 

他の構造種別と同等の解析的検討が可能な環境を整備

する必要があると考えられる. そこで, 本研究は解析

モデルの設定に必要不可欠な境界条件の 1 つである

木材表面の摩擦特性の評価を目的として, それに影響

を及ぼす要因である表面性状を調べる. トライボロジ

ーにおける摩擦の凝着説では, 図 1 に示すように木

材と鋼材の摩擦は, 軟質な木材の凝着をせん断するた

めに必要な力と硬質な鋼材による掘り起こしに必要な

力の和と捉えることができる.3) 木材の摩擦特性に着

目した研究 4), 5) ではこれまで多くの知見を残してきた

が, 木材の表面特性が木材と鋼材の摩擦に与える影響

についての研究は殆ど報告されていない. 本研究では

木材表面の特性化を試み, 摩擦による木材表面の変化

を調べた結果をまとめたものである.  

2. 木材と鋼材の摩擦試験 

2.1 試験目的と試験計画 

本研究では, 圧縮試験, 摩擦試験と各試験前後で木

材表面の計測を実施し, 圧縮負荷や摩擦力による木材

表面の変化を調べた. 実験変数は接触面圧, 摩擦方向

とし, 樹種, 鋼面粗さは一定とした. 接触面圧は事前

に行った材料試験の結果から 0.56, 1.1, 2.2, 5.6, 11 MPa 

の 5 段階で変化させ, 接触面圧の方向は繊維方向 ( L 

方向 ) とした. 摩擦方向は半径方向 ( R 方向 ) と接

線方向 ( T 方向 ) の 2 パターンとした. 圧縮試験, 

摩擦試験用の木材はスギとし, 摩擦試験中に鋼面粗さ

による掘り起こしが生じないよう十分に滑らかな鋼材

を使用した. また, 摩擦試験で木材と鋼材の間に生じ

る摩擦力は木材にとってはせん断力として作用するた

め, 木材が鋼材との境界面近傍で図 2 のようにせん

断変形を生じると考えられる. そこで, 木材のせん断

変形に配慮しながら試験を実施した.  

2.2 木材試験片の作成と切断方法 

 圧縮・摩擦試験に用いる木材試験片の作成には, 木

理通直な 30 mm 角のスギ製材使用した. スギ製材 6 

本から木材試験片を 5 個ずつ作成し, 計 30 個の試験

片を作成した. 本研究では, 圧縮試験と摩擦試験によ

る木材表面の変化を観察するため, 試験片作成時の表

面粗さの差異を小さくするため切断機には図 3 に示

すような自動送り装置付き帯鋸を用いた. 本研究では, 

鋸速度を 10500 mm / s , 送り速度を 10 mm / s の一定

条件で切断し, 圧縮試験, 摩擦試験後の木材表面の変

化を観察した. また, 切断時に支圧盤を用いて木材を

固定することで支圧盤からの木材の出の高さをすべて

の切断で 3 mm とし, 摩擦試験中での木材の固定とせ

ん断変形を生じにくくするよう配慮した. 
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2.3 摩擦試験装置概要 

 本研究では, 桑村が既報 5) に示した試験方法を参考

に, 摩擦特性を調べる試験装置を開発した. 図 4 に概

要をまとめる通り, 本装置は木材とテフロンの間に引

抜き板と称する鋼板を挟んで鉛直方向に軸力を作用さ

せ, その軸力を一定に保持した状態で, その鋼板を引

抜く際に必要な力を摩擦力と考えるものである.  

 木材と鋼材に作用させる軸力はオートグラフを用い

て, 摩擦試験中の軸力を一定に制御した. 鋼板の引抜

きはマニュアル制御とし, 引抜き棒に接続したナット

を一定量ずつ回転させることで境界面に強制変位を与

え, ナットの回転が直ちに木材と鋼材の相対変位を生

むように, 支圧盤により木材試験片が引抜き方向に動

かないように固定した. この他, 適切な引抜きが達成

できていることを確認する変位計測を図 5 に示すよ

うに実施した. 木材表面のせん断変形は木材と鋼材の

境界面から高さ 1 mm , 鋼材の引抜き量は引抜き板の

中心にレーザーを照射し, 計測した. 

2.4 圧縮・摩擦試験手順 

 本研究では, 木材表面の圧縮, 摩擦による変化を確

認するために, 圧縮試験と摩擦試験を行い, 各試験終

了後に木材表面を計測した. 圧縮試験では, 木材の試

験片を試験装置にセットした後に, オートグラフによ

り境界面に軸力を作用させ , 目標荷重に到達すると, 

その荷重を 60 秒保持した. 摩擦試験では圧縮試験と

同様に境界面に軸力を作用させ, 目標荷重の 80 % に

到達した段階で, 引抜き棒のナットを手締めする. こ

の作業により引抜き時に鋼板が捩れずにまっすぐ引く

ことができる. その後, 目標とする軸力まで圧縮負荷

し, 目標荷重に到達すると, 試験を開始する. 摩擦試

験は, 6 回の強制変位を 10 秒間隔で与えるものとし, 

1 回にナットを  90 ° 回転させ , 0.5 mm の変位を約 

0.5 秒で与えるものとした. これらの手順を 1 試験と

し, 試験片を入れ替える場合には, 毎回鋼面に付着し

ている樹脂や摩耗粉をアセトンで拭き取り, 試験条件

を揃えるように配慮した. 

2.5 木材表面計測 

 圧縮試験, 摩擦試験後の木材表面を調べ, その特性

化を試みたため, 図 6 に概要を示す 2 次元の非接触

式変位計によって木材表面を計測した. 図 6 に示す

ように, 各試験片には共通のガイド線が設けてあり, 

レーザーの端部を合わせることで, 計測位置を定めて

おり, 各表面で左右と中央の 3 箇所の高さを調べた.  

3. 試験結果 

3.1 木材表面の特性化 

本研究では, 計測した木材表面の凹凸を 1 つの波

形と考え, フーリエ解析を基に分析を進めることにし

た. 木材表面の計測結果を図 7 に示す. 図 7 に示し

た結果は, 表面全体の傾斜を補正してあり, 左から切

断面, 圧縮面, 摩擦面である. 接触面圧毎の木材表面

の変化に着目すると, 接触面圧 2.2 MPa 以下では大き

な変化は確認できない. 一方, 接触面圧 5.6 MPa では

木材表面の振幅の小さい粗さ, 接触面圧 11 MPa では

木材表面全体が平滑化されていることが確認できる. 

木材

引抜き板
引抜き棒

ナット
M12

ロードセル

テフロン

引抜き力 P

圧縮荷重 N

支圧盤

図 4 摩擦試験装置概要 

図 5 変位計測概要 

測定線

ガイド線木材

支圧盤

レーザー光源

図 6 木材表面計測概要 

図 7 圧縮・摩擦試験前後の木材表面計測結果 
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図 9 粗さ・うねり曲線への波形分解概要 

接触面圧毎の木材表面のフーリエスペクトルを図 8 

に示す. 横軸は周波数, 縦軸には振幅が示されており, 

周波数が大きくなるとともに波長の短い粗さを表す. 

なお, 図 8 に示した結果は, 切断面・圧縮面・摩擦面毎

にアンサンブル平均を求めた結果である. フーリエス

ペクトルの振幅の変化に着目すると , 接触面圧 0.56 

MPa では切断面, 圧縮面, 摩擦面のいずれでも大きく

変化していないことから圧縮や摩擦による木材表面の

変化は小さいと考えられる. 接触面圧 1.1 MPa では周

波数 0.35 mm-1 にみられるピークが圧縮面, 摩擦面で

は減少し, 周波数 0.25 mm-1 の振幅が大きくなってい

る. 接触面圧 2.2 MPa では周波数 0.25 mm-1 にみられ

るピークが減少していることが分かる. 接触面圧 5.6, 

11 MPa では圧縮面, 摩擦面の振幅がすべての周波数

領域で切断面に比べ, 小さくなっている. このことか

ら接触面圧 1.1, 2.2 MPa では圧縮負荷と摩擦力により

木材表面に存在する振幅の大きな粗さが平滑化され, 

接触面圧 5.6, 11 MPa では木材表面全体が平滑化され

たと考えられる. さらに圧縮負荷と摩擦力による木材 

 

図 10 圧縮・摩擦試験前後のうねり曲線の変化 

表面の変化を調べるために, 振動数領域において, 年

輪間隔がうねり曲線に分類されるように境界振動数を 

0.25 mm-1 として, 木材表面を波長の短い粗さ曲線と

波長の長いうねり曲線に分類し, 結果を整理した. 波

形分解の概要を図 9 に示す. 木材表面を粗さ曲線と

うねり曲線に分類し, 摩擦特性に影響を与えると考え

られるうねり曲線を比較したものを図 10 に示す. ま

ず, 各うねり曲線の振幅の変化を比較すると, 接触面

圧 0.56 MPa では振幅に大きな変化はない. 一方, 接

触面圧 1.1 MPa では摩擦面でうねり曲線の振幅が減

少し, 接触面圧 2.2 MPa 以上では切断面と圧縮・摩擦

面のすべてにうねり曲線の変化が確認できる. このこ

とから , 接触面圧  1.1 MPa 以上で摩擦力, 接触面圧 

2.2 MPa 以上で圧縮負荷によりうねり曲線の平滑化が

摩擦方向に関係なく確認された.  
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3.2 摩擦特性の評価 

 摩擦試験は, 図 4 に示す通り木材, テフロンと鋼板

の 2 面摩擦となるため摩擦係数は次式で算定した. 

                  μ =
𝑃 − 𝐹𝑡

𝑁
                                              (1) 

式 (1) で, P , N は計測した引抜き力と境界面に作用さ

せた圧縮軸力である. 𝐹𝑡  はテフロンの摩擦力である. 

得られた試験結果の一例として, 図 11 に摩擦試験に

おける摩擦係数の時刻歴を示す. 試験結果には引抜き

回数 = 6 回のピークが現れることが確認される. これ

らのピークを拡大したものを図 12 に示す. 境界面の

接触圧が低いものでは木材表面に変形が生じず, 鋼板

の引抜き開始と同時に鋼材と木材に相対変位が生じ, 

摩擦係数がピークとなる. 一方, 境界面の接触圧が高

いものでは木材表面に変形が生じ, 鋼板の引抜き開始

点では, 鋼板と木材の相対変位が生じずに, 木材変形

終了点で摩擦係数がピークとなる. そこで, 本研究で

は木材変形の有無に応じて, 静摩擦係数を鋼板の引抜

き開始点と木材変形の終了点で評価した. 

3.3摩擦試験結果 

 摩擦試験によって算定された静摩擦係数の摩擦回数

による変化を, 接触面圧と摩擦方向毎にまとめ, 図 13 

に結果を示す. 摩擦の繰返しによる摩擦係数の変化に

着目すると, 接触面圧 0.56 MPa では, 静摩擦係数は

摩擦の繰返しによりほとんど変化しない. これに対し, 

接触面圧 1.1 MPa 以上では, 繰返しにより静摩擦係数

が上昇した.  続いて, 静摩擦係数の接触面圧による変

化を図 14 に示す. このときの静摩擦係数は比較的に

摩擦係数が安定する繰返しの後半 3 回の平均値とし

た. 接触面圧 2.2 MPa までは, 接触面圧の増加ととも

に静摩擦係数が増加し, 接触面圧 5.5 MPa 以上では, 

接触面圧の増加とともに静摩擦係数が低下した. 摩擦

の繰返しと接触面圧による静摩擦係数への影響は, 摩

擦方向に関係なく, 摩擦方向による差は小さい. 

4. 結論 

摩擦試験と木材表面の変化から, 摩擦特性と木材表

面の相関関係について考察する . 摩擦試験結果より, 

接触面圧 1.1 MPa 以上の条件下では摩擦の繰返しに

より静摩擦係数が増加していく傾向がみられた. これ

は木材表面が接触面圧 1.1 MPa 以上で摩擦により平

滑化されたことから, 鋼板の引抜きにより生じたせん

断力で木材表面が平滑化され, 木材と鋼材の真実接触

面積が増加したためだと考えられる. また, 接触面圧

による静摩擦係数への影響も, 接触面圧の増加に伴う

真実接触面積の増加によるものだと考えられるが, 接

触面圧 5.6 MPa 以上では木材表面全体が完全に平滑

化されてしまい, 接触面圧が増加しても, 真実接触面

積が増加せず, 静摩擦係数が減少したと推察される.  
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