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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部
を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形成した第１表面小幅板と、
　小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方向に沿う方向の凹凸部を設
け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その下縁に係止凸条を設け、凹部側側壁の
下縁に係止凸条を設けた第２表面小幅板と、
　からなり、
　上記第１表面小幅板の裏面の係止凹部を含む凹凸部の小幅板の長手方向の寸法と第２表
面小幅板の裏面の係止凸条を含む幅寸法とを略同一寸法とすると共に、第１表面小幅板の
裏面の凹部の小幅板の長手方向の寸法を第２表面小幅板の裏面の凸部の幅寸法より大きく
し、
　複数の第１表面小幅板を、それぞれの裏面の凹凸部の位置を合致させて平行に配設し、
　同じく複数の第２表面小幅板を平行に配置し、それぞれ第２表面小幅板の裏面の凸部を
第１表面小幅板の裏面の凹部中に嵌入して、第２表面小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条
を第１表面小幅板の係止凹部に係入すると共に、隣れる第２表面小幅板の係止凸条を係止
凹溝中に係入して第１表面小幅板の裏面の凹部と第２表面小幅板の裏面の凹部とによって
形成された空所中に楔を打ち込んで結合してなる無垢木材合成パネル。
【請求項２】
　小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部
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を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形成した第１表面小幅板と、
　小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方向に沿う方向の凹凸部を設
け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その下縁に係止凸条を設け、凹部側側壁の
下縁に係止凸条を設けた第２表面小幅板と、
　小幅板の下面に小幅板の長手方向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係
止凹溝を形成し、その下縁に係止凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設け、小幅
板の上面に小幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁
に係止凹部を形成した内部構造用小幅板と、
　からなり、
　上記第１表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の上面の係止凹部を含む凹凸部の小幅
板の長手方向の寸法と第２表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の下面の係止凸条を含
む幅寸法とを略同一寸法とすると共に、第１表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の上
面の凹部の小幅板の長手方向の寸法を第２表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の下面
の凸部の幅寸法より大きくし、
　複数の第１表面小幅板を、それぞれの裏面の凹凸部の位置を合致させて平行に配設し、
　同じく複数の内部構造用小幅板を平行に配置し、それぞれ内部構造用小幅板の下面の凸
部を第１表面小幅板の裏面の凹部中に嵌入して、内部構造用小幅板の係止凹部の下縁の係
止凸条を第１表面小幅板の係止凹部に係入すると共に、隣れる内部構造用小幅板の係止凸
条を係止凹溝中に係入して第１表面小幅板の裏面の凹部と内部構造用小幅板の下面の凹部
とによって形成された空所に楔を打ち込んで結合すると共に、
　同じく複数の第２表面小幅板を平行に配置し、それぞれ第２表面小幅板の裏面の凸部を
上記内部構造用小幅板の上面の凹部中に嵌入して、第２表面小幅板の係止凹部の下縁の係
止凸条を内部構造用小幅板の係止凹部に係入すると共に、隣れる第２表面小幅板の係止凸
条を係止凹溝中に係入して内部構造用小幅板の上面の凹部と第２表面小幅板の裏面の凹部
とによって形成された空所中に楔を打ち込んで結合してなる無垢木材合成パネル。
【請求項３】
　小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部
を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形成した第１表面小幅板と、
　小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方向に沿う方向の凹凸部を設
け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その下縁に係止凸条を設け、凹部側側壁の
下縁に係止凸条を設けた第２表面小幅板と、
　小幅板の下面に小幅板の長手方向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係
止凹溝を形成し、その下縁に係止凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設け、小幅
板の上面に小幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁
に係止凹部を形成した内部構造用小幅板と、
　からなり、
　上記第１表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の上面の係止凹部を含む凹凸部の小幅
板の長手方向の寸法と第２表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の下面の係止凸条を含
む幅寸法とを略同一寸法とすると共に、第１表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の上
面の凹部の小幅板の長手方向の寸法を第２表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の下面
の凸部の幅寸法より大きくし、
　複数の第１表面小幅板を、それぞれの裏面の凹凸部の位置を合致させて平行に配設し、
　同じく複数の内部構造用小幅板を平行に且つ複層に配置し、複層に配置した内部構造用
小幅板の下層の内部構造用小幅板の上面の凹部中に上層の内部構造用小幅板の下面の凸部
を嵌入して、上層の内部構造用小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を下層の内部構造用小
幅板の係止凹部に係入すると共に、隣れる内部構造用小幅板の係止凸条を係止凹溝中に係
入して下層の内部構造用小幅板の上面の凹部と上層の内部構造用小幅板の下面の凹部とに
よって形成された空所中に楔を打ち込んで結合して複層の内部構造層とし、
　上記複層の内部構造用小幅板の下面の凸部を第１表面小幅板の裏面の凹部中に嵌入して
、複層の内部構造層の係止凹部の下縁の係止凸条を第１表面小幅板の係止凹部に係入する
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と共に、隣れる下層の内部構造用小幅板の係止凸条を係止凹溝中に嵌入して第１表面小幅
板の裏面の凹部と複層の内部構造層の下面の凹部とによって形成された空所中に楔を打ち
込んで結合すると共に、
　同じく複数の第２表面小幅板を平行に配置し、それぞれ第２表面小幅板の裏面の凸部を
上記内部構造層の上面の凹部中に嵌入して、第２表面小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条
を内部構造層の係止凹部に係入すると共に、隣れる第２表面小幅板の係止凸条を係止凹溝
中に係入して複層の内部構造層の上面の凹部と第２表面小幅板の裏面の凹部とによって形
成された空所中に楔を打ち込んで結合してなる無垢木材合成パネル。
【請求項４】
　小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を
形成する片側壁に係止凹部を形成した第１表面小幅板と、
　小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を
形成する片側壁に係止凹部を形成した第２表面小幅板と、
　からなり、
　上記第１表面小幅板並びに上記第２表面小幅板の裏面の係止凹部を含む凹凸部の小幅板
の長手方向の寸法は互いに略同一寸法とすると共に、第１表面小幅板の裏面の凹部の小幅
板の長手方向の寸法を第２表面小幅板の裏面の凸部の幅寸法より大きくし、
　第２表面小幅板の裏面の凸部を第１表面小幅板の裏面の凹部中に嵌入して、第２表面小
幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を第１表面小幅板の係止凹部に係入すると共に、第１表
面小幅板の裏面の凹部と第２表面小幅板の裏面の凹部とによって形成された空所中に楔を
打ち込んで結合してなる無垢木材合成パネル。
【請求項５】
　上記内部構造用小幅板の上面に小幅板の長手方向に交互に連続して設けた凹凸部を内部
構造用小幅板の側壁に対して直交させて形成してある上記請求項２～４のうち何れかに記
載の無垢木材合成パネル。
【請求項６】
　上記内部構造用小幅板の上面に小幅板の長手方向に交互に連続して設けた凹凸部を内部
構造用小幅板の側壁に対して傾斜させて形成してある上記請求項２～４のうち何れかに記
載の無垢木材合成パネル。
【請求項７】
　上記係止凹部、係止凹溝及び係止凸条のそれぞれの断面を先すぼみとなるテーパー形状
にしてある上記請求項１乃至６の何れかに記載の無垢木材合成パネル。
【請求項８】
　上記各小幅板間を接着剤により接着してある上記請求項１乃至６の何れかに記載の無垢
木材合成パネル。
【請求項９】
　上記第１表面小幅板の両側壁に、小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝と嵌合用の凸条
を設け、互いに隣れる第１表面小幅板の側壁の凹溝と凸条とを嵌合してあり、
　同じく上記第２表面小幅板の両側壁に小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝と嵌合用の
凸条を設け、互いに隣れる第２表面小幅板の側壁の凹溝と凸条とを嵌合してある、
　上記請求項１乃至３の何れかに記載の無垢木材合成パネル。
【請求項１０】
　上記内部構造用小幅板の両側壁に、小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝と嵌合用の凸
条を設け、互いに隣れる内部構造用小幅板の側壁の凹溝と凸条とを嵌合してある上記請求
項２，３，４，５、６の何れかに記載の無垢木材合成パネル。
【請求項１１】
　小幅板の表裏両面に係合用凹凸部を設けて中心構造用小幅板を設け、この中心構造用小
幅板の両面の係合用凹凸部に上記内部構造用小幅板の下面の長手方向に沿う凹凸部を係合
して、この係合を楔を用いて楔作用により結合し、
　さらに、上記内部構造用小幅板の表面の凹凸部に表面小幅板の裏面の係合用凹凸部を係
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合し、この係合を楔を用いて楔作用により結合してなる請求項１～４のうち何れかに記載
の無垢木材合成パネル。
【請求項１２】
　上記中心構造用小幅板と表面小幅板との間に複層の内部構造用小幅板を介在結合してな
る請求項１～４のうち何れかに記載の無垢木材合成パネル。
【請求項１３】
　上記中心構造用小幅板の表裏両面の係合用凹凸部が、小幅板の長手方向に交互に連続す
る凹凸部であり、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形成してある上記請求項１１又
は１２に記載の無垢木材合成パネル。
【請求項１４】
　複数の中心構造用小幅板を並設し、同じく複数の内部構造用小幅板と表面小幅板とを並
設し、それぞれを中心構造用小幅板、内部構造用小幅板及び表面小幅板を楔作用により結
合してなる上記請求項１１乃至１３の何れかに記載の無垢木材合成パネル。
【請求項１５】
　上記中心構造用小幅板の表裏両面に長手方向に交互に連続して設けた係合用凹凸部を中
心構造用小幅板の側壁に対して傾斜させて形成してある上記請求項１１乃至１４の何れか
に記載の無垢木材合成パネル。
【請求項１６】
　上記中心構造用小幅板の両側壁に小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝又は嵌合用の凸
条を設け、互いに隣れる中心構造用小幅板の側壁の凹溝と凸条とを嵌合してある上記請求
項１１乃至１５の何れかに記載の無垢木材合成パネル。
【請求項１７】
　上記内部構造用小幅板の両側壁に小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝又は嵌合用の凸
条を設け、互いに隣れる内部構造用小幅板の側壁の凹溝と凸条とを嵌合してある上記請求
項１１乃至１５の何れかに記載の無垢木材合成パネル。
【請求項１８】
　上記表面小幅板の両側壁に小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝又は嵌合用の凸条を設
け、互いに隣れる表面小幅板の側壁の凹溝と凸条とを嵌合してある上記請求項１１乃至１
５の何れかに記載の無垢木材合成パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、有害物質を含まない、例えば住宅建築に有効活用できる無垢木材合成パネル
及びこの無垢木材合成パネルに使用する小幅板に関する。
【背景技術】
　山の森林はダムの役割をしている。そこで山が荒れると水源維持ができなくなる。即ち
、山林は人手をかけて管理しないと、風圧、積雪によって倒木に至り、有効に保存されな
い。特に人工林は、間伐、下草刈、枝打（年間６～７回）の手間をかけないと有効に保存
されない。ところが、現状では山林を皆伐し、山出しを行っても、人件費もでないから人
手をかけて管理していない山林が多い。そこで、国がとりあえず山を守るため、皆伐の予
算を出して木を切っている。しかし現状ではこの皆伐材、間伐材が使用されることなく無
駄になっている。
　一方、近年では日本の木材需要は、地球環境を破壊しながら輸入材に依存している。林
野庁の集計では、国産材の自給率は平均２０％を切る状態である。
　わが国でも地球環境のため、森林保全のため、皆伐、間伐を行い、資源の無駄使いが行
われている。
　建築循環資材としての木材は、３０年、５０年、１００年経たないと使えないので、本
来大事に使わなければならないはずである。
　国産材の振興を図り、決して無駄にすることなく、森林資源の木材を住宅建築に有効に
活用すること、そして、人工林と自然林のバランスを取りつつ、地球環境を維持すること
が、求められている。
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　そこで、フリーサイズ、フリー形状、フリー断面の無垢木材パネル（合成単体材）は、
厚さ、形状、面積の制約を受けず、無垢木材パネルの組立てが可能であり、ホルムアルデ
ヒド等の有害物質を含まない、地球環境、地域環境、住人に負荷をかけないエコロジー建
築に必要な無垢フリーサイズパネルの開発が求められており、既に提案されている（例え
ば特許文献１）。
［特許文献１］特表２００２－５２０１９８号公報
　上記無垢フリーサイズパネルは、地域木材使用、輸送コスト削減、ＣＯ２排出量の低減
ができ、断熱、調湿、吸音、遮音効果に優れ、省エネルギーが図れ、製造、輸送、廃棄、
人工材料等取り換え等による環境負荷の低減も図れる。
　しかも、葉干し乾燥した木材を柾目板状に製材し野積み乾燥後、含水率１５％程度の板
材を加工することが板の反り狂いを押え、強度の増した良質の部材提供が可能であり、部
材の標準化と建築の生産管理、品質管理、在庫管理も可能となり好ましい。
　さらに、人に対して安全、健康、癒し、やすらぎの付加価値を提供し、建物の価値評価
を増すことができる。
　即ち、このフリーサイズパネルを使用した木造壁式構造は、耐震的な建物を容易に造る
ことができ、部屋を構成している間仕切壁、天井、２階床板部分を容易に変えることがで
き、家族構成、ライフスタイルの変化に容易に対応できる。
　また、このフリーサイズパネルは軸組構造、木質壁式構造、パネル工法、鉄骨ＲＣ造り
建物にも使用可能であり付加価値効果大である。
　上記特許文献１の先行例は、上記した通り、人的環境、地球環境にきわめて好ましい。
　本発明は、この公知の無垢木材合成パネルの有効性はそのまま保ち、同じ厚さのパネル
であれば、より高い強度を発揮すると共にパネルの面積も大きく広げることができ、より
多くの用途に適応できる新規な無垢木材合成パネル及びこの無垢木材合成パネルに使用す
る小幅板を提供する。
【発明の開示】
　そのために、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面
に係合用凹凸部を設けた第１表面小幅板と、同じく小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の
裏面に係合用凹凸部を設けた第２表面小幅板と、からなり、上記第１表面小幅板と第２表
面小幅板とを、それぞれ裏面の係合用凹凸部を係合し、この係合を楔を用いて楔作用によ
り結合してなるものである。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に係合
用凹凸部を設けた第１表面小幅板と、同じく小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に
係合用凹凸部を設けた第２表面小幅板と、上下両面に係合用凹凸部を設けた内部構造用小
幅板と、からなり、上記第１表面小幅板の裏面の係合用凹凸部と内部構造用小幅板の下面
の係合用凹凸部とを係合し、上記第２表面小幅板の裏面の係合用凹凸部と内部構造用小幅
板の上面の係合用凹凸部とを係合し、これらの係合を楔を用いて楔作用により結合してな
るものである。
　さらに、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に係
合用凹凸部を設けた第１表面小幅板と、同じく小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面
に係合用凹凸部を設けた第２表面小幅板と、上下両面に係合用凹凸部を設けた内部構造用
小幅板と、からなり、上記内部構造用小幅板をそれぞれの係合用凹凸部を係合してこれら
の係合を楔を用いて楔作用により結合して複層の内部構造層とし、上記第１表面小幅板の
裏面の係合用凹凸部と複層の内部構造用小幅板の下面の係合用凹凸部とを係合し、上記第
２表面小幅板の裏面の係合用凹凸部と複層の内部構造用小幅板の上面の係合用凹凸部とを
係合し、これらの係合を楔を用いて楔作用により結合してなるものである。
　そして、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小
幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を
形成した第１表面小幅板と、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方
向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その下縁に係止
凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設けた第２表面小幅板と、からなり、上記第
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１表面小幅板の裏面の係止凹部を含む凹凸部の小幅板の長手方向の寸法と第２表面小幅板
の裏面の係止凸条を含む幅寸法とを略同一寸法とすると共に、第１表面小幅板の裏面の凹
部の小幅板の長手方向の寸法を第２表面小幅板の裏面の凸部の幅寸法より大きくし、複数
の第１表面小幅板を、それぞれの裏面の凹凸部の位置を合致させて平行に配設し、同じく
複数の第２表面小幅板を平行に配置し、それぞれ第２表面小幅板の裏面の凸部を第１表面
小幅板の裏面の凹部中に嵌入して、第２表面小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を第１表
面小幅板の係止凹部に係入すると共に、隣れる第２表面小幅板の係止凸条を係止凹溝中に
係入して第１表面小幅板の裏面の凹部と第２表面小幅板の裏面の凹部とによって形成され
た空所中に楔を打ち込んで結合してなるものである。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅
板の長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形
成した第１表面小幅板と、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方向
に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その下縁に係止凸
条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設けた第２表面小幅板と、小幅板の下面に小幅
板の長手方向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その
下縁に係止凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設け、小幅板の上面に小幅板の長
手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形成した
内部構造用小幅板と、からなり、上記第１表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の上面
の係止凹部を含む凹凸部の小幅板の長手方向の寸法と第２表面小幅板の裏面及び内部構造
用小幅板の下面の係止凸条を含む幅寸法とを略同一寸法とすると共に、第１表面小幅板の
裏面及び内部構造用小幅板の上面の凹部の小幅板の長手方向の寸法を第２表面小幅板の裏
面及び内部構造用小幅板の下面の凸部の幅寸法より大きくし、複数の第１表面小幅板を、
それぞれの裏面の凹凸部の位置を合致させて平行に配設し、同じく複数の内部構造用小幅
板を平行に配置し、それぞれ内部構造用小幅板の下面の凸部を第１表面小幅板の裏面の凹
部中に嵌入して、内部構造用小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を第１表面小幅板の係止
凹部に係入すると共に、隣れる内部構造用小幅板の係止凸条を係止凹溝中に係入して第１
表面小幅板の裏面の凹部と内部構造用小幅板の下面の凹部とによって形成された空所に楔
を打ち込んで結合すると共に、同じく複数の第２表面小幅板を平行に配置し、それぞれ第
２表面小幅板の裏面の凸部を上記内部構造用小幅板の上面の凹部中に嵌入して、第２表面
小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を内部構造用小幅板の係止凹部に係入すると共に、隣
れる第２表面小幅板の係止凸条を係止凹溝中に係入して内部構造用小幅板の上面の凹部と
第２表面小幅板の裏面の凹部とによって形成された空所中に楔を打ち込んで結合してなる
ものである。
　さらに、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小
幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を
形成した第１表面小幅板と、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方
向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その下縁に係止
凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設けた第２表面小幅板と、小幅板の下面に小
幅板の長手方向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、そ
の下縁に係止凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設け、小幅板の上面に小幅板の
長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形成し
た内部構造用小幅板と、からなり、上記第１表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の上
面の係止凹部を含む凹凸部の小幅板の長手方向の寸法と第２表面小幅板の裏面及び内部構
造用小幅板の下面の係止凸条を含む幅寸法とを略同一寸法とすると共に、第１表面小幅板
の裏面及び内部構造用小幅板の上面の凹部の小幅板の長手方向の寸法を第２表面小幅板の
裏面及び内部構造用小幅板の下面の凸部の幅寸法より大きくし、複数の第１表面小幅板を
、それぞれの裏面の凹凸部の位置を合致させて平行に配設し、同じく複数の内部構造用小
幅板を平行に且つ複層に配置し、複層に配置した内部構造用小幅板の下層の内部構造用小
幅板の上面の凹部中に上層の内部構造用小幅板の下面の凸部を嵌入して、上層の内部構造
用小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を下層の内部構造用小幅板の係止凹部に係入すると
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共に、隣れる内部構造用小幅板の係止凸条を係止凹溝中に係入して下層の内部構造用小幅
板の上面の凹部と上層の内部構造用小幅板の下面の凹部とによって形成された空所中に楔
を打ち込んで結合して複層の内部構造層とし、上記複層の内部構造用小幅板の下面の凸部
を第１表面小幅板の裏面の凹部中に嵌入して、複層の内部構造層の係止凹部の下縁の係止
凸条を第１表面小幅板の係止凹部に係入すると共に、隣れる下層の内部構造用小幅板の係
止凸条を係止凹溝中に嵌入して第１表面小幅板の裏面の凹部と複層の内部構造層の下面の
凹部とによって形成された空所中に楔を打ち込んで結合すると共に、同じく複数の第２表
面小幅板を平行に配置し、それぞれ第２表面小幅板の裏面の凸部を上記内部構造層の上面
の凹部中に嵌入して、第２表面小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を内部構造層の係止凹
部に係入すると共に、隣れる第２表面小幅板の係止凸条を係止凹溝中に係入して複層の内
部構造層の上面の凹部と第２表面小幅板の裏面の凹部とによって形成された空所中に楔を
打ち込んで結合してなるものである。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、上記内部構造用小幅板の上面に小幅板の長手方向
に交互に連続して設けた凹凸部を内部構造用小幅板の側壁に対して直交させて形成してあ
る。
　さらに、本発明無垢木材合成パネルは、上記内部構造用小幅板の上面に小幅板の長手方
向に交互に連続して設けた凹凸部を内部構造用小幅板の側壁に対して傾斜させて形成して
ある。
　そして、本発明無垢木材合成パネルは、上記係止凹部、係止凹溝及び係止凸条のそれぞ
れの断面を先すぼみとなるテーパー形状にしてある。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、上記各小幅板間を接着剤により接着してあるとよ
い。
　次に、本発明無垢木材合成パネルに使用する小幅板は、小幅板の表面を平坦面とし、小
幅板の裏面に小幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側
壁に係止凹部を形成してなるものである。
　また、本発明無垢木材合成パネルに使用する小幅板は、小幅板の表面を平坦面とし、小
幅板の裏面に小幅板の長手方向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹
溝を形成し、その下縁に係止凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設けてなるもの
である。
　さらに、本発明無垢木材合成パネルに使用する小幅板は、小幅板の下面に小幅板の長手
方向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その下縁に係
止凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設け、小幅板の上面に小幅板の長手方向に
交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形成してなるもの
である。
　そして、本発明無垢木材合成パネルに使用する小幅板は、上記内部構造用小幅板の上面
に小幅板の長手方向に交互に連続して設けた凹凸部を内部構造用小幅板の側壁に対して直
交させて形成してあるものである。
　また、本発明無垢木材合成パネルに使用する小幅板は、上記内部構造用小幅板の上面に
小幅板の長手方向に交互に連続して設けた凹凸部を内部構造用小幅板の側壁に対して傾斜
させて形成してあってもよい。
　次に、別の特徴を有する本発明無垢木材合成パネルは、上記第１表面小幅板の両側壁に
、小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝と嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる第１表面小
幅板の側壁の凹溝と凸条とを嵌合してあり、同じく上記第２表面小幅板の両側壁に小幅板
の長手方向に沿う嵌合用の凹溝と嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる第２表面小幅板の側
壁の凹溝と凸条とを嵌合してなるものである。
　本発明無垢木材合成パネルは、上記内部構造用小幅板の両側壁に、小幅板の長手方向に
沿う嵌合用の凹溝と嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる内部構造用小幅板の側壁の凹溝と
凸条とを嵌合してあるものである。
　本発明無垢木材合成パネルに使用する小幅板は、上記小幅板の両側壁に、小幅板の長手
方向に沿う嵌合用の凹溝と嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる小幅板の側壁の凹溝と凸条
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とを嵌合可能にしてあるものである。
　さらに、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表裏両面に係合用凹凸部を設けて中心
構造用小幅板を設け、この中心構造用小幅板の両面の係合用凹凸部に上記内部構造用小幅
板の下面の長手方向に沿う凹凸部を係合して、この係合を楔を用いて楔作用により結合し
、さらに、上記内部構造用小幅板の表面の凹凸部に表面小幅板の裏面の係合用凹凸部を係
合し、この係合を楔を用いて楔作用により結合してなるものである。
　さらに、本発明無垢木材合成パネルは、上記中心構造用小幅板と表面小幅板との間に複
層の内部構造用小幅板を介在結合してなるものである。
　本発明無垢木材合成パネルは、上記中心構造用小幅板の表裏両面の係合用凹凸部が、小
幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部であり、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を
形成してあるものである。
　本発明無垢木材合成パネルは、複数の中心構造用小幅板を並設し、同じく複数の内部構
造用小幅板と表面小幅板とを並設し、それぞれを中心構造用小幅板、内部構造用小幅板及
び表面小幅板を楔作用により結合してなるものである。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、上記中心構造用小幅板の表裏両面に長手方向に交
互に連続して設けた係合用凹凸部を中心構造用小幅板の側壁に対して傾斜させて形成して
あるものである。
　本発明無垢木材合成パネルは、上記中心構造用小幅板の両側壁に小幅板の長手方向に沿
う嵌合用の凹溝又は嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる中心構造用小幅板の側壁の凹溝と
凸条とを嵌合してあるものである。
　本発明無垢木材合成パネル用の中心構造用小幅板は、小幅板の表裏両面に小幅板の長手
方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形成してな
るものである。
　また、本発明無垢木材合成パネル用の中心構造用小幅板は、上記小幅板の長手方向に交
互に連続して設けた凹凸部を小幅板の側壁に対して傾斜させて形成してある。
　さらに、本発明無垢木材合成パネル用の中心構造用小幅板は、上記中心構造用小幅板の
両側壁に小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝又は嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる中
心構造用小幅板の側壁の凹溝と凸条とを嵌合可能としてあるものである。
【図面の簡単な説明】
　　図１　本発明の基本的な無垢木材合成パネルの分解斜面図。
　　図２　図１図示の無垢木材合成パネルの要部の断面図。
　　図３　内部構造用小幅板を含む本発明の無垢木材合成パネルの分解斜面図。
　　図４　複層の内部構造用小幅板を含む本発明の無垢木材合成パネルの分解斜面図。
　　図５　第１表面小幅板と内部構造小幅板との結合の要部を示す断面図。
　　図６　第２表面小幅板と内部構造小幅板との結合の要部を示す断面図。
　　図７　上面の凹凸部を斜めに形成してある内部構造用小幅板の一例を用いた本発明無
垢木材合成パネルの分解斜面図。
　　図８　上面の凹凸部を斜めに形成してある内部構造用小幅板の別の例を用いた本発明
無垢木材合成パネルの分解斜面図。
　　図９　第１表面小幅板と第２表面小幅板とを結合した本発明無垢木材合成パネルの一
例を示す断面図。
　　図１０　同じく第１表面小幅板と第２表面小幅板とを結合した本発明無垢木材合成パ
ネルの一例を示す断面図。
　　図１１　同じく第１表面小幅板と第２表面小幅板とを結合した本発明無垢木材合成パ
ネルの他の例を示す断面図。
　　図１２　同じく第１表面小幅板と第２表面小幅板とを結合した本発明無垢木材合成パ
ネルのさらに別の例を示す断面図。
　　図１３　同じく第１表面小幅板と第２表面小幅板とを結合した本発明無垢木材合成パ
ネルの他の別の例を示す断面図。
　　図１４　同じく第１表面小幅板と第２表面小幅板とを結合した本発明無垢木材合成パ
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ネルのさらに他の別の例を示す断面図。
　　図１５　同じく第１表面小幅板と第２表面小幅板とを結合した本発明無垢木材合成パ
ネルの特別例を示す断面図。
　　図１６　第１表面小幅板と第２表面小幅板のそれぞれの側壁に嵌合用の凹溝又は凸条
を設けた実施例の分解斜面図。
　　図１７　図１６図示の実施例の断面図。
　　図１８　更に別の実施例の断面図。
　　図１９　第２表面小幅板の裏面に２条の凹部と凸部を形成した特別実施例の分解斜面
図。
　　図２０　図１９図示の特別実施例の断面図。
　　図２１　さらに別の特別実施例の断面図。
　　図２２　嵌合用の凹溝又は凸条を設けた内部構造用小幅板を含む実施例の分解斜面図
。
　　図２３　図２２図示の実施例の断面図。
　　図２４　嵌合用の凹溝又は凸条を設け、上面の凹凸部を斜めに形成してある内部構造
用小幅板の一例を用いた無垢木材合成パネルの分解斜面図。
　　図２５　同じく嵌合用の凹溝又は凸条を設け、上面の凹凸部を別の方向に斜めに形成
してある内部構造用小幅板の別の例を用いた無垢木材合成パネルの分解斜面図。
　　図２６　本発明無垢木材合成パネルに使用する中心構造用小幅板の実施例の斜面図。
　　図２７　図２６図示の中心構造用小幅板の平面図。
　　図２８　同じく中心構造用小幅板の側面図。
　　図２９　図２８上Ａ－Ａ線に沿う断面図。
　　図３０　同じく中心構造用小幅板の別の実施例の斜面図。
　　図３１　図３０図示の中心構造用小幅板の平面図。
　　図３２　同じくその側面図。
　　図３３　図３２上Ｂ－Ｂ線に沿う断面図。
　　図３４　上記中心構造用小幅板を使用し結合した本発明無垢木材合成パネルの一例を
示す正面図。
　　図３５　図３４上Ｃ－Ｃ線に沿う断面図。
【発明を実施するための最良の形態】
　本発明の無垢木材合成パネル及びこの無垢木材合成パネルに使用する小幅板の詳細につ
いて、以下に示す好ましいいくつかの実施例により詳細に説明する。
【実施例１】
　図１及び図２に基本的な本発明の無垢木材合成パネルの好ましい実施例を示してある。
　図中符号１が第１表面小幅板で、下面となる表面２を平坦面としてあり、上面となる裏
面に小幅板１の長手方向に交互に連続する凹部３及び凸部４を小幅板の幅一杯に形成して
設けてある。これら凹凸部３，４は小幅板１の長手方向に連続してあるから、それぞれ凹
部３と凸部４とで一組が形成され、各組の凹凸部３，４の凹部３と凸部４との境界壁６と
反対側の片側壁５の下部に係止凹部７を形成してある。
　次に図中１１が第２表面小幅板で、上面となる表面１２を平坦面としてあり、下面とな
る裏面に小幅板の長手方向に沿う方向の凹部１３と凸部１４を設け、凸部１４側の側壁１
５の下部に小幅板の長手方向に沿う係止凹溝１６を形成し、その下縁に同じく小幅板の長
手方向に沿う係止凸条１７を設け、凹部１３側の側壁１８の下縁に同じく小幅板の長手方
向に沿う係止凸条１９を設けてある。
　これら係止凹溝１６、係止凸条１７及び係止凸条１９は、通常の雌雄の実と同様に通常
の凹溝又は凸条でもよいが、図示した実施例では、図示する通りその断面形状を先ぼそり
のテーパー形状に形成してある。
　上記第１表面小幅板１の裏面の係止凹部７を含む凹凸部３，４の小幅板１の長手方向の
寸法Ｄと第２表面小幅板１１の裏面の係止凸条１９を含む幅寸法ｄとを略同一寸法として
あり、第１表面小幅板１の裏面の凹部３の小幅板の長手方向の寸法Ｌを第２表面小幅板１
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１の裏面の凸部１４の幅寸法１より大きくしてある。
　これら第１表面小幅板１及び第２表面小幅板１１によって無垢木材合成パネルを結合構
成するには次の通りである。
　即ち、複数の第１表面小幅板１を、それぞれの裏面の凹凸部３，４の位置を合致させて
同一表面上に平行に配列し、同じく複数の第２表面小幅板１１をそれぞれ平行に配列し、
この第２表面小幅板１１を第１表面小幅板１に対して直角に指向し、各第２表面小幅板１
１の裏面の凸部１４を第１表面小幅板１の凹部３中に嵌入する。そして、第２表面小幅板
１１の凸部側側壁１５の下縁に設けた係止凸条１７を第１表面小幅板１の凹部３に形成し
た係止凹部７中に第２表面小幅板１１をスライドさせて係入する。次いで隣れる第２表面
小幅板１１を、その凸部１４を第１表面小幅板の隣りの凹部３中に嵌入し、同様にスライ
ドさせて係止凸条１７を係止凹部７中に係入すると、図２に示すように第２表面小幅板１
１の係止凸条１９が隣れる第２表面小幅板１１の係止凹溝１６中に係入し、第１表面小幅
板１と第２表面小幅板１１とが係合する。
　この際、第１表面小幅板１の凹部３の寸法Ｌを第２表面小幅板１１の凸部１４の幅寸法
１より大きくしてあるから、凹部３と凹部１３との重なりにより空所が形成され、この空
所に楔９を打ち込んで第１表面小幅板１と第２表面小幅板１１の結合を強固なものとし、
結合強度の大きい無垢木材合成パネルとなしたものである。
　このようにして、複数の第１表面小幅板１と第２表面小幅板１１とを平面上に順次拡大
して結合することができ、結合パネルを平面上縦横方向に自由に延長することができる。
　上記係止凹部７、係止凹溝１６、係止凸条１７及び係止凸条１９を、その断面が先ぼそ
りとなるテーパー状に形成すると、各第１表面小幅板１および第２表面小幅板１１を結合
した際、噛み合い作用によって第１表面小幅板１と第２表面小幅板１１との圧着強度を高
めることができる。
　これら第１表面小幅板１、第２表面小幅板１１の接合面及び第１表面小幅板１，１間及
び第２表面小幅板１１，１１間に接着剤を介在させると、これらが接着結合され、より強
固な無垢木材合成パネルとすることができる。
【実施例２】
　図３に第１表面小幅板１と第２表面小幅板１１との間に１層の内部構造用小幅板２１を
介在させた本発明無垢木材合成パネルの実施例を示してある。第１表面小幅板１と第２表
面小幅板１１の構成は、図１及び図２に示した実施例１と全く同様である。従って、図３
には実施例１と同一の符号を付した第１表面小幅板１と第２表面小幅板１１とを示してあ
る。
　内部構造用小幅板２１の上面は第１表面小幅板１の上面となる裏面と全く同様の構成と
してあり、内部構造用小幅板２１の下面は第２表面小幅板１１の下面となる裏面と全く同
様の構成としてある。
　即ち、内部構造用小幅板２１の上面には、長手方向に交互に連続する凹部２３及び凸部
２４を小幅板の幅一杯に形成してある。そして、これら凹凸部２３，２４は小幅板２１の
長手方向に連続してあるから、同様にそれぞれ凹部２３と凸部２４とで一組が形成され、
各組の凹凸部２３，２４の凹部２３と凸部２４との境界壁２６と反対側の片側壁２５の下
部に係止凹部２７を形成してある。
　次に、内部構造用小幅板２１の下面は第２表面小幅板１１の下面となる裏面と全く同様
の構成としてあり、小幅板２１の長手方向に沿う方向の凹部３３と凸部３４を設け、凸部
３４側の側壁３５の下部に小幅板の長手方向に沿う係止凹溝３６を形成し、その下縁に同
じく長手方向に沿う係止凸条３７を設け、凹部３３側の側壁３８の下縁に同じく小幅板の
長手方向に沿う係止凸条３９を設けてある。
　これら内部構造用小幅板２１の各部の形状及び寸法関係は、第１表面小幅板１の対応す
る各部の構成及び第２表面小幅板１１の対応する各部の構成の形状及び寸法と全く同様で
ある。
　上記内部構造用小幅板２１を第１及び第２表面小幅板１，１１間に介在させた無垢木材
合成パネルを結合構成するには次の通りである。
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　複数の第１表面小幅板１を、それぞれの裏面の凹凸部３，４の位置を合致させて同一表
面上に平行に配列し、同じく複数の内部構造用小幅板２１をそれぞれ平行に配列し、この
内部構造用小幅板２１を第１表面小幅板１に対して直角に指向し、各内部構造用小幅板２
１の裏面の凸部３４を第１表面小幅板１の凹部３中に嵌入する。そして、内部構造用小幅
板２１の凸部側側壁３５の下縁に設けた係止凸条３７を第１表面小幅板１の凹部３に形成
した係止凹部７中に内部構造用小幅板２１をスライドさせて係入する。次いで隣れる内部
構造用小幅板２１を、その凸部３４を第１表面小幅板の隣りの凹部３中に嵌入し、同様に
スライドさせて係止凸条３７を係止凹部７中に係入すると、図５に示すように内部構造用
小幅板２１の係止凸条３９が隣れる内部構造用小幅板２１の係止凹溝３６中に係入し、第
１表面小幅板１と内部構造用小幅板２１とが係合する。
　この際、第１表面小幅板１の凹部３の寸法Ｌを内部構造用小幅板２１の凸部３４の幅寸
法より大きくしてあるから、凹部３と凹部３３との重なりにより空所が形成され、この空
所に楔９を打ち込んで第１表面小幅板１と内部構造用小幅板２１の結合を強固なものとし
た。
　次に、同じく複数の第２表面小幅板１１をそれぞれ平行に配列し、この第２表面小幅板
１１を上記内部構造用小幅板２１に対して直角に指向し、各第２表面小幅板１１の裏面の
凸部１４を内部構造用小幅板２１の凹部２３中に嵌入する。そして、第２表面小幅板１１
の凸部側側壁１５の下縁に設けた係止凸条１７を内部構造用小幅板２１の凹部２３に形成
した係止凹部２７中に第２表面小幅板１１をスライドさせて係入する。次いで隣れる第２
表面小幅板１１を、その凸部１４を内部構造用小幅板の隣りの凹部２３中に嵌入し、同様
にスライドさせて係止凸条１７を係止凹部２７中に係入すると、図６に示すように第２表
面小幅板１１の係止凸条１９が隣れる第２表面小幅板１１の係止凹溝１６中に係入し、内
部構造用小幅板２１と第２表面小幅板１１とが係合する。
　この際、内部構造用小幅板２１の凹部２３の寸法を第２表面小幅板１１の凸部１４の幅
寸法より大きくしてあるから、凹部２３と凹部１３との重なりにより空所が形成され、こ
の空所に楔９を打ち込んで内部構造用小幅板２１と第２表面小幅板１１の結合を強固なも
のとした。
　このようにして、第１表面小幅板１と内部構造用小幅板２１と第２表面小幅板１１とを
、内部構造用小幅板２１を第１及び第２表面小幅板１，１１間に介在させ、強固に結合し
た３層の無垢木材合成パネルとなし得た。
【実施例３】
　図４に２層の内部構造用小幅板２１，２１を直交させて結合し、この結合された２層の
内部構造用小幅板２１，２１を第１表面小幅板１と第２表面小幅板１１との間に介在させ
た実施例を示してある。同様にして内部構造用小幅板２１を３層以上に結合させて第１表
面小幅板１と第２表面小幅板１１との間に介在させて結合することもできる。
【実施例４】
　上記実施例１～４には、各小幅板を直交して配列して結合した例を示したが、図７及び
図８に示した実施例は小幅板を斜めに配列した例を示してある。
　そのために、図７及び図８に示した実施例４では、内部構造用小幅板２１の上面の凹部
２３と凸部２４を小幅板の側壁に対して傾斜して形成した実施例を示してある。この斜め
配置により、小幅板が直交配置だけでないから斜め方向にも強度が付与され強固になり好
ましい。
【実施例５】
　図９乃至図１４は、第１表面小幅板１と第２表面小幅板１１の種々の変形例が示してあ
る。図９には第２表面小幅板１１の左右両壁上部を斜めにして、大面４１を形成した例を
示してある。次に図１０には第２表面小幅板１１の凹部側側壁の上部を直角状に切削して
目透し４２を形成した例を示してある。次に図１１及び図１２は第２表面小幅板１１の変
形例で僅かに面取り４３した例を示してある。さらに図１３及び図１４は第１表面小幅板
１及び第２表面小幅板１１の変形例を示してあり、同じく僅かに面取り４３した例を示し
てある。
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　次に図１５にさらに別の変形実施例を示してある。この実施例では第２表面小幅板１１
の裏面に２条の凹部１３と２条の凸部１４を形成した実施例を示してある。
【実施例６】
　図１６及び図１７に本発明無垢木材合成パネルの好ましい実施例を示してある。図中図
１及び図２に示した実施例の符号と同じ符号を付した部材及び部分は同じ部材及び部分を
示す。本実施例の特徴は、第１表面小幅板１及び第２表面小幅板１１のそれぞれの側壁１
５，１８に、小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝４４又は凸条４５を設けてあり、互い
に隣れる第１表面小幅板１の側壁の凹溝４４と凸条４５とを嵌合し、同じく互いに隣れる
第２表面小幅板１１の側壁の凹溝４４と凸条４５とを嵌合してある。これにより隣り同士
の第１表面小幅板又は第２表面小幅板の結合強度を高め、断面二次モーメントが大きくな
ることにより、タワミが小さくなる。
　図１８に示した実施例は、図１６，１７に示した実施例に比し、第２表面小幅板１１の
厚みを１つの凹溝４４又は凸条４５の厚みだけ少なくしたものであり、隣り同士の小幅板
の凹溝４４及び凸条４５が嵌合する構成で図１６，１７に示した実施例と同じである。
【実施例７】
　図１９及び図２０に示した実施例は、図１５に示した実施例と同様に、第２表面小幅板
１１の裏面に２条の凹部１３と凸部１４を形成した実施例を示してある。この実施例を図
１６及び図１７に示した実施例と同様、第１表面小幅板及び第２表面小幅板１１のそれぞ
れの側壁１５，１８に、小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝４４又は凸条４５を設けて
あり、互いに隣れる第１表面小幅板１の側壁の凹溝４４と凸条４５とを嵌合し、同じく互
いに隣れる第２表面小幅板１１の側壁の凹溝４４と凸条４５とを嵌合してある。これによ
り上記実施例６と同様に隣り同士の小幅板の結合強度を高め、断面二次モーメントが大き
くなることにより、タワミが小さくなる。
　図２１に示した実施例は図１９及び図２０に示した実施例に比し、第２表面小幅板１１
の厚みを１つの凹溝４４又は凸条４５の厚みだけ少なくしたものであり、隣り同士の小幅
板の凹溝４４と凸条４５とが嵌合する構成で、図１９及び図２０に示した実施例と同じで
ある。
【実施例８】
　図２２及び図２３に本発明無垢木材合成パネルの好ましい実施例を示してある。この実
施例は図３に示した実施例と同様に第１表面小幅板１と第２表面小幅板１１との間に内部
構造用小幅板２１を介在結合させた実施例であり、図中図３に示した実施例の符号と同じ
符号を付した部材及び部分は同じ部材及び部分を示す。この実施例の特徴は上記実施例６
，７と同様で、第１表面小幅板１及び第２表面小幅板１１のそれぞれの側壁１５，１８に
、小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝４４又は凸条４５を設けてあり、同様に内部構造
用小幅板２１の側壁１５，１８にも嵌合用の凹溝４４又は凸条４５を設けてあることであ
る。
　そして、第１表面小幅板１、第２表面小幅板１１及び内部構造用小幅板２１のそれぞれ
において、互いに隣れる小幅板の側壁の凹溝４４と凸条４５とを嵌合して、隣り同士の小
幅板の結合強度を高め、断面二次モーメントが大きくなることにより、タワミが小さくな
る。
【実施例９】
　上記実施例６乃至８には各小幅板を直交して配列して結合した例を示したが、図２４及
び図２５に示した実施例は小幅板を斜めに配列した例を示してある。そのため、図２４及
び図２５に示した実施例では、内部構造用小幅板２１の上面の凹部２３と凸部２４を小幅
板の側壁に対して傾斜して形成してある。勿論この図２４及び図２５に示した実施例でも
、各小幅板の両側壁に嵌合用の凹溝４４又は凸情５を設け、互いに隣れる小幅板の凹溝４
４と凸条４５とを嵌合して、隣り同士の小幅板の結合強度を高め、断面二次モーメントが
大きくなることにより、タワミが小さくなる。
　この図２４及び図２５に示した実施例では、内部構造用小幅板２１の上面の凹部２３と
凸部２４の小幅板の側壁に対する傾斜方向を反対としたものである。
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【実施例１０】
　図２６乃至図２９に中心構造用小幅板５１の一実施例を示してある。この中心構造用小
幅板５１の上下面には、上記内部構造用小幅板２１の上面に形成した凹部２３及び凸部２
４と同様の凹部５３及び凸部５４を小幅板の幅一杯に形成してある。これら凹凸部５３，
５４は小幅板５１の長手方向に連続してあり、同様に凹部５３と凸部５４とで一組が形成
され、各組の凹凸部５３，５４の凹部５４と凸部５４との境界壁５６と反対側の片側壁５
５の下部に係止凹部５７を形成してある。
　この凹部５３と凸部５４とは、小幅板の両側壁に対して直交させてもよいが、図に示し
た実施例では、この凹部５３と凸部５４とを小幅板の両側壁に対して斜めに構成してあり
、好ましくはその傾斜角を４５°とすることがよい。
　図示した実施例では小幅板の上下の凹凸部５３，５４の傾斜方向を逆向きにしてある。
　この中心構造用小幅板５１のそれぞれの側壁１５，１８にも、小幅板の長手方向に沿う
嵌合用の凹溝４４又は凸条４５を設けてある。そしてこの中心構造用小幅板５１，５１を
平行して接合する場合、隣れる小幅板の凹溝４４と凸条４５とを嵌合して、隣り同士の小
幅板の結合強度を高めるものである。
【実施例１１】
　図３０乃至図３３に別の中心構造用小幅板６１の実施例を示してある。この中心構造用
小幅板６１にもその上下面に中心構造用小幅板５１と同様、凹部６３と凸部６４を小幅板
の幅一杯に形成してある。同様にこの凹凸部６３，６４は小幅板６１の長手方向に連続し
てあり、凹部６３と凸部６４で一組が形成され、各組の凹凸部６３，６４の凹部６３と凸
部６４との境界壁６６と反対側の片側壁６５の下部に係止凹部６７を形成してある。この
実施例の中心構造用小幅板６１は、図２６乃至図２９に示した実施例の凹凸部５３，５４
の傾斜方向と逆向きの傾斜方向に凹凸部６３，６４を形成してあるものである。
　同様にこの中心構造用小幅板６１のそれぞれの側壁１５，１８にも、小幅板の長手方向
に沿う嵌合用の凹溝４４又は凸条４５を設けてある。そして同様にこの中心構造用小幅板
６１，６１を平行して接合する場合、隣れる小幅板の凹溝４４と凸条４５とを嵌合して、
隣り同士の小幅板の結合強度を高めるものである。
【実施例１２】
　図３４，３５に上記した第１、第２表面小幅板１，１１、内部構造用小幅板２１及び中
心構造用小幅板５１，６１を使って無垢木材合成パネルを組み合わせ結合構成した実施例
を示してある。この実施例では開口部７０を形成したパネルの実施例である。
　先ず、床パネル５０上に中心構造用小幅板６２をその凹凸部６３，６４のある上下面を
側面にして横に載置する。そしてこの中心構造用小幅板６１上に中心構造用小幅板５１，
５１を平行に配置し、それぞれの凹溝４４と凸条４４とを嵌合させてパネル状に起立させ
る。この際、隣れる中心構造用小幅板６１，６１の凹凸部６３，６４が連なるように配置
する。次にこの中心構造用小幅板６１によって構成したパネルの両側面に、上記した適宜
の内部構造用小幅板２１を係合構成し、楔によって楔結合させ、表面に表面小幅板１，１
１を同様にして係合構成し、楔により楔結合させてある。この実施例では開口部７０の両
側には表面小幅板１，１１が縦向きに位置付けられている。
　次に開口部７０の上方にも同様に合成パネルが構成されるが、この合成パネルはその中
心に中心構造用小幅板５１を架設し、その両面に同様にして内部構造小幅板２１を係合構
成し、表面に表面小幅板１，１１を係合して楔結合させてある。
産業上の利用の可能性
　本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に係合用凹凸
部を設けた第１表面小幅板と、同じく小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に係合用
凹凸部を設けた第２表面小幅板と、からなり、上記第１表面小幅板と第２表面小幅板とを
、それぞれ裏面の係合用凹凸部を係合し、この係合を楔を用いて楔作用により結合してな
るものであるから、第１表面小幅板と第２表面小幅板の結合力が増し、だぼ、木釘等の結
合具を用いなくとも、無垢木材合成パネルを提供できる効果がある。
　また、上記結合用凹凸部の結合及び楔作用により、凹凸部のない小幅板の合成パネルよ
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り、強度の大きい無垢木材合成パネルを提供できる効果がある。
　さらに、小幅板を延長接合することにより、パネルを平面上縦横方向に自由に延長でき
る効果がある。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に係合
用凹凸部を設けた第１表面小幅板と、同じく小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に
係合用凹凸部を設けた第２表面小幅板と、上下両面に係合用凹凸部を設けた内部構造用小
幅板と、からなり、上記第１表面小幅板の裏面の係合用凹凸部と内部構造用小幅板の下面
の係合用凹凸部とを係合し、上記第２表面小幅板の裏面の係合用凹凸部と内部構造用小幅
板の上面の係合用凹凸部とを係合し、これらの係合を楔を用いて楔作用により結合してな
るものであるから、３層構造からなる強固な結合力を有する強度の大きい無垢木材合成パ
ネルを提供できる効果があり、上記同様小幅板を延長接合することにより、パネルを平面
上縦横方向に自由に延長できる効果もある。加えて、各小幅板の向きが交差することにな
るから、木の繊維方向、木の中心からの放射方向又は木の接線方向のもつ木材の欠点を補
うことができ、この意味でも強度を大きくできる効果がある。
　さらに、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に係
合用凹凸部を設けた第１表面小幅板と、同じく小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面
に係合用凹凸部を設けた第２表面小幅板と、上下両面に係合用凹凸部を設けた内部構造用
小幅板と、からなり、上記内部構造用小幅板をそれぞれの係合用凹凸部を係合してこれら
の係合を楔を用いて楔作用により結合して複層の内部構造層とし、上記第１表面小幅板の
裏面の係合用凹凸部と複層の内部構造用小幅板の下面の係合用凹凸部とを係合し、上記第
２表面小幅板の裏面の係合用凹凸部と複層の内部構造用小幅板の上面の係合用凹凸部とを
係合し、これらの係合を楔を用いて楔作用により結合してなるものであるから、複層構造
からなる厚みのあるしかも強度の大きい無垢木材合成パネルを提供できる効果がある。
　そして、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小
幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を
形成した第１表面小幅板と、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方
向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その下縁に係止
凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設けた第２表面小幅板と、からなり、上記第
１表面小幅板の裏面の係止凹部を含む凹凸部の小幅板の長手方向の寸法と第２表面小幅板
の裏面の係止凸条を含む幅寸法とを略同一寸法とすると共に、第１表面小幅板の裏面の凹
部の小幅板の長手方向の寸法を第２表面小幅板の裏面の凸部の幅寸法より大きくし、複数
の第１表面小幅板を、それぞれの裏面の凹凸部の位置を合致させて平行に配設し、同じく
複数の第２表面小幅板を平行に配置し、それぞれ第２表面小幅板の裏面の凸部を第１表面
小幅板の裏面の凹部中に嵌入して、第２表面小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を第１表
面小幅板の係止凹部に係入すると共に、隣れる第２表面小幅板の係止凸条を係止凹溝中に
係入して第１表面小幅板の裏面の凹部と第２表面小幅板の裏面の凹部とによって形成され
た空所中に楔を打ち込んで結合してなるものであるから、具体的な係止凹部、係止凸条の
構造により、だぼ、木釘等を用いることなく、きわめて結合力の大きい無垢木材合成パネ
ルを提供できる効果がある。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅
板の長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形
成した第１表面小幅板と、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方向
に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その下縁に係止凸
条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設けた第２表面小幅板と、小幅板の下面に小幅
板の長手方向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その
下縁に係止凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設け、小幅板の上面に小幅板の長
手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形成した
内部構造用小幅板と、からなり、上記第１表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の上面
の係止凹部を含む凹凸部の小幅板の長手方向の寸法と第２表面小幅板の裏面及び内部構造
用小幅板の下面の係止凸条を含む幅寸法とを略同一寸法とすると共に、第１表面小幅板の
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裏面及び内部構造用小幅板の上面の凹部の小幅板の長手方向の寸法を第２表面小幅板の裏
面及び内部構造用小幅板の下面の凸部の幅寸法より大きくし、複数の第１表面小幅板を、
それぞれの裏面の凹凸部の位置を合致させて平行に配設し、同じく複数の内部構造用小幅
板を平行に配置し、それぞれ内部構造用小幅板の下面の凸部を第１表面小幅板の裏面の凹
部中に嵌入して、内部構造用小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を第１表面小幅板の係止
凹部に係入すると共に、隣れる内部構造用小幅板の係止凸条を係止凹溝中に係入して第１
表面小幅板の裏面の凹部と内部構造用小幅板の下面の凹部とによって形成された空所に楔
を打ち込んで結合すると共に、同じく複数の第２表面小幅板を平行に配置し、それぞれ第
２表面小幅板の裏面の凸部を上記内部構造用小幅板の上面の凹部中に嵌入して、第２表面
小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を内部構造用小幅板の係止凹部に係入すると共に、隣
れる第２表面小幅板の係止凸条を係止凹溝中に係入して内部構造用小幅板の上面の凹部と
第２表面小幅板の裏面の凹部とによって形成された空所中に楔を打ち込んで結合してなる
ものであるから、上記同様、具体的な係止凹部、係止凸条の構造により、だぼ、木釘等を
用いることなく、きわめて結合力の大きい３層構造からなる無垢木材合成パネルを提供で
きる効果がある。
　さらに、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小
幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を
形成した第１表面小幅板と、小幅板の表面を平坦面とし、小幅板の裏面に小幅板の長手方
向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その下縁に係止
凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設けた第２表面小幅板と、小幅板の下面に小
幅板の長手方向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、そ
の下縁に係止凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設け、小幅板の上面に小幅板の
長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形成し
た内部構造用小幅板と、からなり、上記第１表面小幅板の裏面及び内部構造用小幅板の上
面の係止凹部を含む凹凸部の小幅板の長手方向の寸法と第２表面小幅板の裏面及び内部構
造用小幅板の下面の係止凸条を含む幅寸法とを略同一寸法とすると共に、第１表面小幅板
の裏面及び内部構造用小幅板の上面の凹部の小幅板の長手方向の寸法を第２表面小幅板の
裏面及び内部構造用小幅板の下面の凸部の幅寸法より大きくし、複数の第１表面小幅板を
、それぞれの裏面の凹凸部の位置を合致させて平行に配設し、同じく複数の内部構造用小
幅板を平行に且つ複層に配置し、複層に配置した内部構造用小幅板の下層の内部構造用小
幅板の上面の凹部中に上層の内部構造用小幅板の下面の凸部を嵌入して、上層の内部構造
用小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を下層の内部構造用小幅板の係止凹部に係入すると
共に、隣れる内部構造用小幅板の係止凸条を係止凹溝中に係入して下層の内部構造用小幅
板の上面の凹部と上層の内部構造用小幅板の下面の凹部とによって形成された空所中に楔
を打ち込んで結合して複層の内部構造層とし、上記複層の内部構造用小幅板の下面の凸部
を第１表面小幅板の裏面の凹部中に嵌入して、複層の内部構造層の係止凹部の下縁の係止
凸条を第１表面小幅板の係止凹部に係入すると共に、隣れる下層の内部構造用小幅板の係
止凸条を係止凹溝中に嵌入して第１表面小幅板の裏面の凹部と複層の内部構造層の下面の
凹部とによって形成された空所中に楔を打ち込んで結合すると共に、同じく複数の第２表
面小幅板を平行に配置し、それぞれ第２表面小幅板の裏面の凸部を上記内部構造層の上面
の凹部中に嵌入して、第２表面小幅板の係止凹部の下縁の係止凸条を内部構造層の係止凹
部に係入すると共に、隣れる第２表面小幅板の係止凸条を係止凹溝中に係入して複層の内
部構造層の上面の凹部と第２表面小幅板の裏面の凹部とによって形成された空所中に楔を
打ち込んで結合してなるものであるから、厚みのあるしかも強度の大きい複層構造からな
る無垢木材合成パネルを提供できる効果がある。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、上記内部構造用小幅板の上面に小幅板の長手方向
に交互に連続して設けた凹凸部を内部構造用小幅板の側壁に対して直交させて形成してあ
るから、３層以上の複層構造を直交配置させて強度の大きい無垢木材合成パネルを提供で
きる効果がある。
　さらに、本発明無垢木材合成パネルは、上記内部構造用小幅板の上面に小幅板の長手方
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向に交互に連続して設けた凹凸部を内部構造用小幅板の側壁に対して傾斜させて形成して
あるから、複層構造の直交配置だけでなく、斜め配置にすることによりさらに強度の大き
い無垢木材合成パネルを提供できる効果がある。
　そして、本発明無垢木材合成パネルは、上記係止凹部、係止凹溝及び係止凸条のそれぞ
れの断面を先すぼみとなるテーパー形状にしてあるから、楔作用によって小幅板間の圧着
をより大きくすることができ、さらに強度の大きい無垢木材合成パネルを提供できる効果
がある。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、上記各小幅板間を接着剤により接着する場合、楔
効果の圧縮力で機械による圧縮が必要なく、接着強度のある無垢木材合成パネルを提供で
きる効果がある。
　次に、本発明無垢木材合成パネルに使用する小幅板は、小幅板の表面を平坦面とし、小
幅板の裏面に小幅板の長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側
壁に係止凹部を形成してなるものであるから、この小幅板を使用して強度の大きい無垢木
材合成パネルを提供できる効果がある。
　また、本発明無垢木材合成パネルに使用する小幅板は、小幅板の表面を平坦面とし、小
幅板の裏面に小幅板の長手方向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹
溝を形成し、その下縁に係止凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設けてなるもの
であるから、同じくこの小幅板を使用して強度の大きい無垢木材合成パネルを提供できる
効果がある。
　さらに、本発明無垢木材合成パネルに使用する小幅板は、小幅板の下面に小幅板の長手
方向に沿う方向の凹凸部を設け、凸部側の側壁の下部に係止凹溝を形成し、その下縁に係
止凸条を設け、凹部側側壁の下縁に係止凸条を設け、小幅板の上面に小幅板の長手方向に
交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形成してなるもの
であるから、内部構造用小幅板として提供でき、複層の無垢木材合成パネルを提供できる
効果がある。
　そして、本発明無垢木材合成パネルに使用する小幅板は、上記内部構造用小幅板の上面
に小幅板の長手方向に交互に連続して設けた凹凸部を内部構造用小幅板の側壁に対して直
交させて形成してあるものであるから、小幅板を直交配置して強度の大きい無垢木材合成
パネルを提供できる効果がある。
　また、本発明無垢木材合成パネルに使用する小幅板は、上記内部構造用小幅板の上面に
小幅板の長手方向に交互に連続して設けた凹凸部を内部構造用小幅板の側壁に対して傾斜
させて形成してあるから、複層構造の直交配置だけでなく、斜め配置にすることによりさ
らに強度の大きい無垢木材合成パネルを提供できる効果がある。
　次に、本発明無垢木材合成パネルは、上記第１表面小幅板の両側壁に、小幅板の長手方
向に沿う嵌合用の凹溝と嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる第１表面小幅板の側壁の凹溝
と凸条とを嵌合してあり、同じく上記第２表面小幅板の両側壁に小幅板の長手方向に沿う
嵌合用の凹溝と嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる第２表面小幅板の側壁の凹溝と凸条と
を嵌合してあるから、それぞれ第１表面小幅板同士又は第２表面小幅板同士の結合強度を
高め、断面二次モーメントが大きくなることにより、小幅板及び小幅板間のタワミが小さ
くなるという効果がある。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、上記内部構造用小幅板の両側壁に、小幅板の長手
方向に沿う嵌合用の凹溝と嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる内部構造用小幅板の側壁の
凹溝と凸条とを嵌合してあるから、内部構造用小幅板同士の結合強度を高め、断面二次モ
ーメントが大きくなることにより、小幅板及び小幅板間のタワミが小さくなるという効果
がある。
　本発明無垢木材合成パネル用の表面小幅板又は内部構造用小幅板は、上記小幅板の両側
壁に、小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝と嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる小幅板
の側壁の凹溝と凸条とを嵌合可能にしてあるから、これにより無垢木材合成パネルに結合
した際、小幅板及び小幅板間のタワミの小さい、きわめて結合強度の高い表面小幅板又は
内部構造用小幅板を提供できる効果がある。
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　次に、本発明無垢木材合成パネルは、小幅板の表裏両面に係合用凹凸部を設けて中心構
造用小幅板を設け、この中心構造用小幅板の両面の係合用凹凸部に上記内部構造用小幅板
の下面の長手方向に沿う凹凸部を係合して、この係合を楔を用いて楔作用により結合し、
さらに、上記内部構造用小幅板の表面の凹凸部に表面小幅板の裏面の係合用凹凸部を係合
し、この係合を楔を用いて楔作用により結合してなるものであるから、中心構造用小幅板
を中心とした比較的厚みのある強固な無垢木材合成パネルを提供できる効果がある。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、上記中心構造用小幅板と表面小幅板との間に複層
の内部構造用小幅板を介在結合してなるものであるから、更に厚みのある強固な無垢木材
合成パネルを提供できる効果がある。
　また、本発明無垢木材合成パネルは、上記中心構造用小幅板の両側壁に小幅板の長手方
向に沿う嵌合用の凹溝又は嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる中心構造用小幅板の側壁の
凹溝と凸条とを嵌合してあるから、それぞれ中心構造用小幅板同士の結合強度を高め、断
面二次モーメントが大きくなることにより、小幅板及び小幅板間のタワミが小さくなると
いう効果がある。
　さらに、本発明無垢木材合成パネル用の中心構造用小幅板は、小幅板の表裏両面に小幅
板の長手方向に交互に連続する凹凸部を設け、各凹凸部を形成する片側壁に係止凹部を形
成してなるものであるから、本発明無垢木材合成パネルを結合構成する際の中心をなし、
その両面に多くの小幅板を結合構成することにより、強度の高い無垢木材合成パネルを提
供できるという効果がある。
　また、本発明無垢木材合成パネル用の中心構造用小幅板は、上記中心構造用小幅板の両
側壁に小幅板の長手方向に沿う嵌合用の凹溝又は嵌合用の凸条を設け、互いに隣れる中心
構造用小幅板の側壁の凹溝と凸条とを嵌合可能としてあるから、中心構造用小幅板同士の
結合強度を高め、断面二次モーメントが大きくなることにより、小幅板及び小幅板間のタ
ワミが小さくなるという効果がある。
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