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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　竹ラスまたは竹板胚の長さ方向の少なくとも一端にほぞフックが形成されていると共に
、該ほぞフックに隣接して該ほぞフックの内側に引張溝が形成され、該引張溝と、他方の
竹ラスまたは竹板胚のほぞフックとが互いに連結されて成る長い竹板材において、
　前記ほぞフックは、端面が内側に傾斜した平面状の傾斜面を形成し、
　前記引張溝は、ほぞフック側内壁面と内側内壁面とが形成され、
　該内側内壁面が、前記他方の竹ラスまたは竹板胚の前記ほぞフックの前記平面状の傾斜
面と当接する内側に傾斜した平面状の傾斜面を形成していることを特徴とする継ぎ目無し
の長い竹板材。
【請求項２】
　前記竹ラスまたは竹板胚は、両端に各々ほぞフックが開けられていて、該ほぞフックに
隣接して該ほぞフックの内側に引張溝が形成され、
　前記引張溝の開口方向が同じであるか、または反対側に開口していることを特徴とする
請求項１に記載の継ぎ目無しの長い竹板材。
【請求項３】
　前記竹ラスまたは竹板胚のほぞフック及び／または引張溝は断面形状がＳ字弧面、Ｚ字
面、曲折面、歯形面、爪形面、不規則的な面のいずれかであることを特徴とする請求項１
又は２に記載の継ぎ目無しの長い竹板材。
【請求項４】
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　請求項１に記載の竹ラスまたは竹板胚が配列されて、長く連結されてなる継ぎ目無しの
長竹型材であり、そのうち、前記竹ラスまたは竹板胚が長さ方向で相互に対応する引張溝
、ほぞフックによってしっかり合わせて長く連結されて、幅と厚さの方向で順に配列して
いる竹ラスまたは竹板胚により相互に複合し、所定の寸法の竹型材を構成することを特徴
とする継ぎ目無しの長い竹板材。
【請求項５】
　前記しっかり合わせて長く連結されるとは竹ラスまたは竹板胚は長さ方向で少なくとも
一端に引張溝またはほぞフックが開けられていて、竹ラスまたは竹板胚のほぞフックが他
方の竹板胚の引張溝に嵌め入れられていて、相互に挟んで連結されていることであり、そ
のうち、前記引張溝とほぞフックとの当接面が各々内側への傾斜面であることを特徴とす
る請求項４に記載の継ぎ目無しの長い竹板材。
【請求項６】
　前記長く連結された竹ラスまたは竹板胚を平板状に配列する時に、その隣り合っている
連結位置を相互にずれさせることを特徴とする請求項４に記載の継ぎ目無しの長い竹板材
。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の継ぎ目無しの長い竹板材を用いてなる室内外の柱、梁
、
手すり、プラットホーム床タイル、プラットホーム床、室内外床、自動車の荷台板、船用
踏み板、コンテナ板及び建設型板。
【請求項８】
　下記のステップを含む長い平板状の竹板材の製造方法。
　ステップ１：請求項１に記載の継ぎ目無しの長い竹板材を複数本準備する。
　ステップ２：前記竹ラスまたは竹板胚のほぞフックを他方の竹ラスまたは竹板胚の引張
溝に嵌め込み、両竹ラスまたは竹板胚のほぞフックを相互に連結させ、長く連結されてい
る竹ラスまたは竹板胚を形成させる。
　ステップ３：長く連結されている竹ラスまたは竹板胚を幅または厚さの方向に拡張し、
貼り合わせて平板状に連結させる。
　ステップ４：前記連結した平面状の竹ラスまたは竹板胚を、一回の圧締または複数回の
複合圧締をして平板状の竹板材の完成品を作る。
【請求項９】
　前記ステップ２で、挟んで連結させる強さを大きくするように、前記二つのほぞフック
を相互に挟んで連結させている傾斜面に貼り合わせ剤層が塗られていることを特徴とする
請求項８に記載の継ぎ目無しの長い竹板材の製造方法。
【請求項１０】
　前記ステップ４において、一回の圧締複合による成形は三枚または三枚以上の単層板材
Ａ及び／または単層板材Ｂを重ね、プレッサーで圧締複合を行い、厚さ１５０ｍｍまでの
複合竹型材になすことを特徴とする請求項８に記載の継ぎ目無しの長い竹板材の製造方法
。
【請求項１１】
　前記圧締複合は熱圧複合であり、熱圧温度が８５～１６５℃、圧力が５～３５ｋｇ／ｃ
ｍ２であることを特徴とする請求項１０に記載の継ぎ目無しの長い竹板材の製造方法。
【請求項１２】
　前記単層板材Ａ及び／または単層板材Ｂを重ねるとは、単層板材の間の同じ方向の重な
りまたは縦横交差重なりのことであることを特徴とする請求項１０に記載の継ぎ目無しの
長い竹板材の製造方法。
【請求項１３】
　前記ステップ２において、長く連結される材料が竹ラスである場合、
長く連結されるまで竹ラスに対する処理が行われ、そのうちの処理には水炭化処理、湿炭
化処理または乾炭化処理を含むことを特徴とする請求項８に記載の継ぎ目無しの長い竹板
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材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
図本発明は室内外用板材、特に竹を原料とする継ぎ目無しの長竹型材及びその製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
現在、室内外に用いられる舗装または装飾用板材は普遍的に古風で優雅な風格を追求して
いるが、竹材はその優れた材質及び風格でこの分野で一席の地位を占めているものである
。通常、普通の竹板材は竹ラスまたは竹板胚をにかわ接着・圧締することにより作られる
ものである。竹ラスまたは竹板胚の貼り合わせ後の一般的な圧締プロセスには三つの要因
が含まれ、原料によって異なる厚さや性質に応じて温度、圧力及び圧締時間を調整する。
【０００３】
ここで、竹ラスとは大工機械で長さ、幅の異なる原竹を、その利用可能性に応じて、任意
の長さと幅に細長く切り上げたもののことであり、竹板胚とは竹ラスを幅方向または長さ
方向に、にかわで接着後、圧締を行って形成した板材のことである。木材と同じように、
大面積で敷設される竹板材は、原材料が長く連結されていることが必要である。従来の加
工方法は、竹ラスまたは竹板胚の端部に溝及びそれに対応するほぞを設け、相互に連結さ
せる。この方法には二つの欠点がある。先ず、溝とほぞとの連結方式が、ほぞを溝に差し
込むだけで、せいぜい貼り合わせ剤による貼り合わせが追加されるだけであるため、横向
きの連結強さは充分ではない。次に、このように作られた板材には継ぎ目が形成され、美
観が損なわれるだけでなく、継ぎ目に汚れが入り込むこともあるので、洗浄が更に難しく
なる。
【０００４】
竹は中国で産出量が巨大な自然資源である。通常、板材製作用の竹材と木材とは非常に似
ているように見えるが、実際に大きく違っているものである。竹は独特な構成があり、そ
の内部が中空であり、板材の製作に用いられるのは竹肉だけである。また、竹は根部が大
きく、頂部が小さく、即ち、根部での竹肉の厚さが頂部での厚さよりはるかに大きく、更
に構成が筒状であり、弧度があるので、板材の製作での利用が大いに制限されている。通
常、竹の緑色部、竹の黄色部が切りはがれた立方体形状の竹ラスユニットは、厚さが０．
３～１．０ｃｍ、幅が０．５～２．５ｃｍしかないので、長い板材として利用されること
がほとんどない。
【０００５】
通常、従来の竹板材は、竹ラスまたは竹板胚をにかわで接着後、圧締により加工されて
なるものであり、竹ラスまたは竹板胚及び貼り合わせ剤の仕様により温度、圧力及び圧締
時間を調整する。
【０００６】
従来の加工技術は、長く連結するように、竹ラスまたは竹板胚の端部に溝またはそれに対
応するほぞを設けて、相互に連結させることである。この方法には二つの欠点がある。先
ず、溝とほぞとの連結方式がほぞを溝に差し込むだけで、せいぜい貼り合わせ剤による貼
り合わせが追加されるだけであるため、横向きの連結強さは充分ではない。次に、このよ
うに作られた板材には継ぎ目が形成され、美観が損なわれるだけでなく、継ぎ目に汚れが
入り込むこともあるので、洗浄が更に難しくなる。
【０００７】
また、現有の竹材は板材の製造に限られていて、竹型材の製造プロセスは確立されていな
い。安定性がよく、変形し難く、硬度が高く、強度があり、生産周期が短いなどの竹自体
の特長を利用して、一定の厚さ、幅及び長さを有する竹型材を造りだしてから、はじめて
真正に竹で木及び鋼を代替するという目的に達することができる。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明が解決しようとする技術的課題は、横向きの連結強さが確保でき、且つ長く連結さ
れた状態でも大きな継ぎ目のない継ぎ目無しの長い竹板材を提供することにある。
【０００９】
本発明が解決しようとする技術的課題は、継ぎ目無しの長竹板材の製造方法を提供するこ
とにもある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明が前記の技術的課題を解決するためにとった技術的手段は、竹ラスまたは竹板胚の
長さ方向の少なくとも一端にほぞフックが形成されていると共に、該ほぞフックに隣接し
て該ほぞフックの内側に引張溝が形成され、該引張溝と、他方の竹ラスまたは竹板胚のほ
ぞフックとが互いに連結されて成る長い竹板材において、前記ほぞフックは、端面が内側
に傾斜した平面状の傾斜面を形成し、前記引張溝は、ほぞフック側内壁面と内側内壁面と
が形成され、該内側内壁面が、前記他方の竹ラスまたは竹板胚の前記ほぞフックの前記平
面状の傾斜面と当接する内側に傾斜した平面状の傾斜面を形成していることを特徴とする
継ぎ目無しの長い竹板材である。
【００１１】
ほぞフックが他方の竹板胚の引張溝に嵌め入れられていて、この引張溝がほぞフックと相
互に組み合わせていて、二方の竹ラスまたは竹板胚のほぞフック相互に挟まれていて連結
している。ほぞフックの断面形状は、Ｓ字弧面、Ｚ字面、曲折面及び歯形面のような各種
の異なる形状にしてもよく、前記の断面に限らないが、加工しやすくするように断面をあ
まり複雑にしないほうが望ましい。
【００１２】
前記の竹ラスまたは竹板胚の一端に設けられている引張溝が、この引張溝に対応して形成
したほぞフックの形状と相互に組み合わさっているので、ほぞフックがちょうど嵌め入れ
られて、引張溝を完全に埋め合わせることができる。それにより、相互に連結している竹
ラスまたは竹板胚が自然的に一体に合わさって、作られた竹板材の整体は厚さが一致し
ている。また、このような引張溝を開ける技術により複製して形成された竹ラスまたは竹
板胚の多数が直接的に相互に連結できるので、生産工程を大きく簡略化することができる
。
【００１３】
前記のほぞフックは、トップ端面が内に傾斜し斜面を形成していて、前記の引張溝は内側
壁にほぞフックの斜面と当たる斜面を形成している。この設置の著しい効果は次の通りで
ある。先ず、内に傾斜している斜面により、竹ラスまたは更に竹板胚は二対二に相互に挟
んで連結し易くなり、ほぞフックは更に引張溝に伸び入れ易くなる。第二に、内に傾斜し
ている斜面が、竹ラスまたは竹板胚が連結した時に形成した継ぎ目を完全に覆うことがで
きるので、貼り合わせ圧締により作られた竹板材の完成品は継ぎ目無しの連結という目的
を達成することができる。
【００１４】
前記の竹ラスまたは竹板胚は両端に各々引張溝が開けられていて、引張溝に対応して端部
に各々ほぞフックを形成していて、引張溝の開口方向が同じであり、または反対になって
いる。本発明では、引張溝が竹ラスまたは竹板胚の上下表面にも、側向きの表面にも設け
られてもよい。同じ設置方向または反対の設置方向は連結形式上の違いだけであり、設置
方向が同じである場合、隣り合って連結している竹ラスまたは竹板胚は表裏を相互に反対
にして合わせて連結し、設置方向を反対にしている場合、隣り合って連結している竹ラス
または竹板胚は同じ方向で連続して合わせて連結する。
【００１５】
力の集中による長く連結されている竹板材の断裂を避けるために、前記の長く連結された
竹ラスまたは竹板胚を配列する時に、その連結位置で少なくとも一部分にずれる。
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【００１６】
更に堅牢性を確保するように、前記の長く連結されている竹ラスまたは竹板胚を配列する
時に、その隣り合っている連結位置を相互にずれさせる。面積があまり大きくない竹板材
にとって、前記の長く連結されている竹ラスまたは竹板胚は連結位置が同一の直線に位置
していない。
【００１７】
前記の竹板胚は、竹ラスを幅または厚さの方向からにかわで接着後、圧締により成形させ
た竹板胚である。
【００１８】
本発明は下記のステップを含む長い平板状の竹板材の製造方法を提供する。
　下記のステップを含む長い平板状の竹板材の製造方法。
　ステップ１：請求項１に記載の継ぎ目無しの長い竹板材を複数本準備する。
　ステップ２：前記竹ラスまたは竹板胚のほぞフックを他方の竹ラスまたは竹板胚の引張
溝に嵌め込み、両竹ラスまたは竹板胚のほぞフックを相互に連結させ、長く連結されてい
る竹ラスまたは竹板胚を形成させる。
　ステップ３：長く連結されている竹ラスまたは竹板胚を幅または厚さの方向に拡張し、
貼り合わせて平板状に連結させる。
　ステップ４：前記連結した平面状の竹ラスまたは竹板胚を、一回の圧締または複数回の
複合圧締をして平板状の竹板材の完成品を作る。
【００１９】
このうち、前記のステップ２で、挟んで連結させる強さを大きくするように、前記の二つ
のほぞフックを相互に嵌め込んで連結させている接触面に貼り合わせ剤層が塗られている
。
【００２０】
前記のほぞフックはトップ端面が外へ傾斜して斜面を形成し、前記の引張溝の内側壁にほ
ぞフック斜面と当接する内側に傾斜する傾斜面を形成している。外への傾斜はもう一種の
変形形式であり、加工から言えば内へ傾斜するほぞフックと同じであるが、内への傾斜よ
り設置し難い。
【００２１】
前記の竹ラスまたは竹板胚のほぞフック及び／または引張溝は、断面形状がＳ字弧面、Ｚ
字面、曲折面、歯形面、爪形面、不規則的な面のいずれかである。ほぞフック及び／また
は引張溝の断面形状から言えば各種の異なる形状にして、前記の断面に限らなくてもいい
が、竹ラスまたは竹板胚に対応する引張溝及びほぞフックのあるものはすべて本発明の範
囲内にあり、加工しやすくするように、断面をあまり複雑にしないほうが望ましい。
【００２２】
竹ラスまたは竹板胚を竹板材に連結してから、上表面に継ぎ目ないようにするのが目的で
あるので、上表面にあるほぞフックのトップに斜面を設置すれば充分であり、それに対応
する引張溝の内壁にも斜面があり、下表面にあるほぞフックと引張溝に斜面を設けなくて
もいい。言うまでもなく、上下表面の接触継ぎ目を斜面に設置してもよい。それにより、
竹ラスまたは竹板胚は対称な構成となるので、加工が更に容易になる。
【００２３】
本発明が解決しようとする技術的課題は、継ぎ目無しの長竹型材を提供することにあり、
長く連結したり、貼り合わせたり、圧締したりして長さ方向、幅方向、厚さ方向での複合
を実現して、柱状、板状などの竹型材に作る。
【００２４】
本発明が前記の技術的課題を解決するためにとった技術的手段は次の通りである。竹ラス
または竹板胚が配列されて、長く連結されてなる継ぎ目無しの長竹型材であり、そのうち
、前記の竹ラスまたは竹板胚が長さ方向で相互に対応する引張溝、ほぞフックによってし
っかり合わさって長く連結されて、幅と厚さの方向で順に配列している竹ラスまたは竹板
胚により相互に複合し、所定の寸法の竹型材を構成する。
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【００２５】
本発明の構成によれば、竹ラスの材質選択に特殊な要求はなく、最大の限度で竹資源を利
用することを前提にして、寸法利用率の最も高い竹ラスユニットを長く連結し、複合して
もいい。利用率の最も高い竹ラスユニットは長さが１０～２００ｃｍ、幅が０．５～２．
５ｃｍ、厚さが０．３～１．２ｃｍである。
【００２６】
前記の「しっかり合わさって長く連結される」とは、竹ラスまたは竹板胚は長さ方向で少
なくとも一端に引張溝またはほぞフックが開けられていて、竹ラスまたは竹板胚のほぞフ
ックが他方の竹板胚の引張溝に嵌め入れられていて、相互に挟んで連結されていることで
ある。そのうち、前記の引張溝とほぞフックとの連結面は各々内側方向への斜面である。
【００２７】
具体的には、引張溝が開けられている端部に、引張溝に対応してほぞフックを形成し、こ
の引張溝とほぞフック形状とが相互に組み合わさるので、どのような竹ラスまたは竹板胚
のほぞフックでもちょうど挟み入れて完全に他方の竹ラスまたは竹板胚の引張溝を埋め合
わせることができ、このように相互に連結している竹ラスまたは竹板胚が自然的に一体に
合わさり、無限に長く連結する目的を達成することができる。
【００２８】
また、前記のほぞフックは、トップ端面が内向きまたは外向きの斜面であり、前記の引張
溝の内側壁にほぞフック斜面と当たる斜面を形成している。この斜面設置は、二つの顕著
な効果がある。先ず、内に傾斜している斜面により竹ラスまたは竹板胚は二対二に相互に
挟んで連結し易くなり、ほぞフックは更に引張溝に伸び入れ易くなる。第二に、内に傾斜
している斜面により竹ラスまたは竹板胚が連結した時に形成した継ぎ目を完全に覆ってい
るので、貼り合わせ、圧締により作られた竹板材の完成品継ぎ目無しの連結という目的を
達成することができる。
【００２９】
竹型材、竹板胚を滑らかで、つるつるしていて、継ぎ目無しの外観を持たせるように、本
発明による竹型材は少なくとも外表面が前記の斜面で合わさって構成されるものである。
【００３０】
前記の竹ラスまたは竹板胚は、両端に各々引張溝が開けられていて、引張溝に対応して端
部に各々ほぞフックを形成していて、二か所の引張溝の開口方向が同じであり、または反
対にしている。引張溝は竹ラスまたは竹板胚の上下表面にも、側向きの表面にも設けても
よい。同じ設置方向または反対にしている設置方向は連結形式での違いだけであり、設置
方向が同じである場合、隣り合って連結している竹ラスまたは竹板胚は表裏を相互に反対
にして合わせて連結し、設置方向が反対にしている場合、隣り合って連結している竹ラス
または竹板胚は同じ方向で連続して合わせて連結する。
【００３１】
前記の継ぎ目無しの長竹型材の製造方法につき、請求項１に記載の継ぎ目無しの長い竹板
材を複数本準備して、下記の通りに竹ラスまたは竹板胚に対する長さ、幅、厚さの方向で
の複合を行う。
ステップ１：二つまたは二つ以上の竹ラスまたは竹板胚を連続して挟み入れ、貼り合わせ
て長く連結しやすいように、竹ラスまたは竹板胚の端部に引張溝またはほぞフックを設け
、引張溝またはほぞフック及び連結面ににかわを塗り、竹ラスまたは竹板胚の厚さの方向
または幅方向ににかわを塗る。そのうち、にかわを塗る場合、竹ラスまたは竹板胚の上下
表面を滑らかに研磨して、貼り合わせ剤を塗り、貼り合わせ剤を乾燥させておく。
ステップ２：先ず、長さ方向で長く連結し、竹ラスまたは竹板胚を相互に対応する引張溝
とほぞフックにより挟み入れて所定の寸法に長く連結し、幅と厚さの方向で圧締により所
定の寸法に複合する。具体的に、ロットごとの同じ厚さの複数のにかわを塗った竹ラスま
たは竹板胚を挟み入れて、長く連結して、厚さの方向で順に配列してから、複合圧締によ
り単層板材Ｂを形成し、またはロットごとの同じ幅の複数のにかわを塗った竹ラスまたは
竹板胚を挟み入れて、長く連結して、幅方向で順に配列してから、プレッサーで複合圧締
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により単層板材Ａを形成する。
ステップ３：最後に、表面ににかわを塗った単層板材Ａ及び／または単層板材Ｂを所定の
寸法に重ねて、一回圧締複合または長さ方向での別の圧締複合により竹型材を形成する。
【００３２】
ステップ３で、単層板材Ａ及び／または単層板材Ｂを所定の寸法に重ねる方法は：単層板
材Ａの間の重なり、単層板材Ｂの間の重なり、二枚の単層板材Ａの間に単層板材Ｂを挟む
ことによる重なり、二枚の単層板材Ｂの間に単層板材Ａを挟むことによる重なり方法のい
ずれかである。
【００３３】
　圧締複合により竹型材をなす方法は下記の通りである。
一回圧締複合の成形方法：単層板材Ａの重なり、単層板材Ｂの重なり、二枚の単層板材Ａ
の間に単層板材Ｂを挟むことによる重なり、二枚の単層板材Ｂの間に単層板材Ａを挟むこ
とによる重なり、プレッサー下で圧締複合により竹型材をなすことを含む。ここで、前記
の単層板材Ａまたは単層板材Ｂの重なりとは、二枚のまたは二枚以上の重なりのことであ
る。
【００３４】
二回圧締複合による成形：一回複合で成形した竹型材の上表面及び／または下表面ににか
わを塗り、単層板材Ａまたは単層板材Ｂを重ね、プレッサーで二回圧締複合を行う。
【００３５】
二回以上の圧締複合成形：二回複合により成形したステップを繰り返して、二回以上の圧
締複合により所定の寸法の竹型材をなす。
【００３６】
一回の圧締複合による成形は、三枚または三枚以上の単層板材Ａ及び／または単層板材Ｂ
を重ね、プレッサーで圧締複合を行い、厚さ１５０ｍｍまでの複合竹型材になす。
【００３７】
熱圧複合技術は、プレッサーのプレッサー板の熱伝導により材料の内部とにかわに熱と圧
力を伝え、その粘着付与剤を硬化させて一体に結び合わせる。また、一定の厚さの多層型
材をにかわで結び合わせる場合、二回及び二回以上の複合成形方法を利用する。即ち、単
層板材の表面を滑らかに研磨してからにかわを塗り、配列してから、熱プレッサーに入れ
て複合させる。この熱圧複合方法を利用すれば、熱が速く伝えられ、にかわの結合硬化時
間が短く、内在するにかわ接着強さと製品の性能を損なうことがなく、製品の品質が保証
されるものとなる。しかしながら、従来の方法で一定の厚さの製品に対する熱圧を行う場
合、熱硬化、にかわ接着が実現できず、製品の品質が保証されず、にかわ接着の強さが弱
くなる。
【００３８】
よって、本発明によれば、厚さ１５０ｍｍ以内の竹型材に対して一回複合成形、厚さ１５
０ｍｍ以上の竹型材に対して二回及び二回以上複合成形を利用する。本発明の方法で厚さ
１０ｍｍ～１０００ｍｍ、幅１０ｍｍ～１３００ｍｍ、任意の長さの継ぎ目無しの長く連
結された竹型材を生産できる。
【００３９】
前記の圧締複合は熱圧複合であり、熱圧温度が８５～１６５℃、圧力が５～３５ｋｇ／ｃ
ｍ２である。
【００４０】
前記の重なりとは単層板材の間の同じ方向の重なりまたは縦横交差重なりのことである。
【００４１】
竹にはカビが生えることがあり、カビが生える速度は木材より速いので、製造するまでの
間には防腐処理が必要である。前記の竹ラスには長く連結されるまで炭化処理が行われた
。そのうち、前記の炭化処理は水炭化処理、湿炭化処理または乾炭化処理を含む。
【００４２】
前記の長く連結されている竹ラスまたは竹板胚は、厚さ及び／または幅の方向に配列され
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る場合、その隣り合っている連結位置が相互にずれている。
【００４３】
前記の製造方法による継ぎ目無しの長竹型材製品は室内外の柱、梁、手すり、プラットホ
ーム床タイル、プラットホーム床、室内外床、自動車の荷台板、船用踏み板、コンテナ板
及び建設型板などに用いられ、木材を原料とする木製品及び建材系木製品の一切の素材を
代替するものである。
【００４４】
前記の竹板胚は、竹糸または皮を薄く裂いた竹を圧締により作った竹板胚に似た材料も含
む。
【発明の効果】
【００４５】
１、本発明による継ぎ目無しの長い竹板材は、新規な構成である引張溝とほぞフックの構
成があり、貼り合わせ圧締による製品の表面に継ぎ目を形成しない。
【００４６】
２、本発明によれば、横向きに引いて連結する効果があり、横向きの連結強さが強化され
ている。
【００４７】
３、本発明の技術によれば、竹材料の利用率と製品の付加価値が向上し、竹資源が節約さ
れ、竹資源を保護することができる。
【００４８】
４、本発明による継ぎ目無しの長い竹板材は、静態曲げ強さ、硬度などの力学的性質は一
般の竹床と同様であるが、変形度が大きく低下している。
【００４９】
５、本発明によれば、床、家具板、室外床、庭園製品、建築材料などを含む竹製品の応用
で長さが制限されている課題を解決していて、任意の長さで連結できるので、真正に竹で
鋼材と木材を代替するという目標を達成している。
【００５０】
６、本発明によれば、前記の継ぎ目無しの長竹型材は、新規な構成である引張溝とほぞフ
ックの構成があり、ほぞフックのトップに斜面が設置されていて、貼り合わせ圧締による
製品が表面に継ぎ目を形成せず、且つ横向きに引き連結の効果があり、横向きの連結強さ
が強化されていて、製品の安定性が大いに向上されている。
【００５１】
７、本発明によれば、竹材料の利用率と製品の付加価値が大いに向上され、竹資源が節約
され、竹資源を保護することができる。
【００５２】
８、本発明によれば、異なる要求により任意の長さ、幅、厚さの竹型材、柱、梁、手すり
、プラットホーム床タイル、プラットホーム床など各種の製品を作ることができる。竹材
は高い強さ、高い硬度及び小さな変形性という特徴があり、真正に竹で鋼材と木材を代替
するという目標を達成している。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は本発明の両端に引張溝の設けた竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図で
ある。
【図２】図２は本発明の両端に引張溝の設けた竹ラスまたは竹板胚の他方の断面構成の説
明図である。
【図３】図３は本発明の一端に引張溝の設けた竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図で
ある。
【図４】図４は本発明の竹ラスまたは竹板胚の連結構成の説明図である。
【図５】図５は本発明の継ぎ目無しの長い竹板材の構成の説明図である。
【図６】図６は本発明の実施例３の竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図である。
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【図７】図７は本発明の実施例４の竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図である。
【図８】図８は本発明の実施例５の竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図である。
【図９】図９は本発明の実施例６の竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図である。
【図１０】図１０は本発明の平面排列の単層板材Ｂの構成の説明図である。
【図１１】図１１は本発明の側面排列の単層板材Ａの構成の説明図である。
【図１２】図１２は本発明の実施例７の竹型材の構成の説明図である。
【図１３】図１３は本発明の実施例８の竹型材の構成の説明図である。
【図１４】図１４は本発明の実施例９の竹型材の構成の説明図である。
【図１５】図１５は本発明の実施例１０の竹型材の構成の説明図である。
【図１６】図１６は本発明の実施例１１の竹型材の構成の説明図である。
【図１７】図１７は本発明の実施例１２の竹型材の構成の説明図である。
【図１８】図１８は本発明の実施例１３の竹型材の構成の説明図である。
【図１９】図１９は本発明の実施例１４竹型材の構成の説明図である。
【図２０】図２０は本発明の実施例１５の竹型材の構成の説明図である。
【図２１】図２１は本発明の実施例１６の竹型材の構成の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
以下に図面を参照して本発明を説明する。
【実施例１】
【００５５】
図１は本発明の両端に引張溝を設けた竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図、図３は本
発明の一端に引張溝を設けた竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図であり、竹ラスまた
は竹板胚１０が配列され、長く連結されてなる継ぎ目無しの長い竹板材であり、最端部に
は竹ラスまたは竹板胚３０でシールヘッドと長く連結されている。そのうち、前記の竹ラ
スまたは竹板胚３０は長さ方向の一端部に引張溝３１が開けられていて、この端部の引張
溝３１に対応してほぞフック３２が形成されている。
【００５６】
図竹ラスまたは竹板胚１０は、長さ方向での両端部に各々引張溝１１、１１’が開けられ
て
いて、引張溝１１、１１’に対応してほぞフック１２、１２’を形成していて、且つ引張
溝１１、１１’の開口方向は同じである。
【００５７】
前記の竹ラスまたは竹板胚１０の一端に設けた引張溝１１、１１’が、この引張溝１１、
１１’に対応してほぞフック１２、１２’を形成していて、相互に組み合わさる形状とな
っている。
【００５８】
前記のほぞフック１２、１２’の側端面には、内へ傾斜する斜面１２１、１２１’が形成
され、前記の引張溝１１、１１’の内側壁には対応する斜面１１１、１１１’が形成され
ている。
【００５９】
図４は本発明の竹ラスまたは竹板胚の連結構成の説明図であり、竹ラスまたは竹板胚１０
、１０’は、連結する時に表裏が相互に反対となる組み合わせ形式で二対二に連結してい
る。竹ラスまたは竹板胚１０のほぞフック１２が他方の竹ラスまたは竹板胚１０’の引張
溝１１、１１’に嵌め入れられていて、この引張溝がほぞフック１２と相互に組み合わせ
て、二つのほぞフックを相互に挟んで連結させ、端部に竹ラスまたは竹板胚３０が合わせ
て連結されていて、そのほぞフック３２が竹ラスまたは竹板胚１０’の引張溝に嵌められ
ていて、この引張溝がほぞフック３２と相互に組み合わせていて、二つのほぞフックを相
互に挟んで連結させ、一体の平面板材を形成する。
【００６０】
図５は本発明の継ぎ目無しの長い竹板材の構成の説明図であり、前記の長く連結されてい



(10) JP 5249332 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

る竹ラスまたは竹板胚の隣り合っている連結位置４０相互にずらされている。
【００６１】
継ぎ目無しの長い竹板材の製造方法は下記のステップを含む。
ステップ１：竹ラスまたは竹板胚を長さ方向で少なくとも一端に引張溝を設け、この端部
の引張溝に対応してほぞフックを形成する。
ステップ２：竹ラスまたは竹板胚の引張溝を他方の竹ラスまたは竹板胚の引張溝に差し入
れて、二つのほぞフックを相互に挟み入れて二対二で連結させ、連結部分に貼り合わせ剤
を塗り、長く連結された竹ラスまたは竹板胚を形成させる。
ステップ３：長く連結された竹ラスまたは竹板胚を幅または厚さ方向に貼り合わせて連結
させる。
ステップ４：周知の技術により圧締して竹板材の完成品を作る。具体的には、竹ラスまた
は竹板胚に圧力１０～３０ｋｇ／ｃｍ２を加え、温度１１０～１５０℃で（冷圧成形でも
よい）５～３０分間圧締を行い、継ぎ目無しの長い竹板材に成形する。
【実施例２】
【００６２】
図２は本発明の竹ラスまたは竹板胚のもう一つの断面構成の説明図であり、竹ラスまたは
竹板胚２０が長さの方向での両端部に各々引張溝２１、２１’が開けられていて、引張溝
２１、２１’に対応してほぞフック２２、２２’を形成し、且つほぞフック２２、２２’
の方向が反対となっているが、他の構成はすべて実施例１と同じである。連結する時には
、連続して組み合わせて連結する形式で二対二で連結する。
【実施例３】
【００６３】
図６は本発明の実施例３の竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図であり、竹ラスまたは
竹板胚５０、５０’のほぞフック５２、５２’、引張溝５１、５１’の断面形状が爪形に
設置されていて、各々このほぞフック５２、５２’に対応して引張溝５１、５１’を形成
し、この引張溝５１に対応してほぞフック５２を形成するが、他の構成はすべて実施例１
と同じである。前記のほぞフック５２、５２’の側端面が内へ傾斜して斜面５２１、５２
１’を形成し、前記の引張溝５１、５１’の内側壁に対応する斜面５１１、５１１’を形
成する。
【実施例４】
【００６４】
図７は本発明の実施例４の竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図であり、竹ラスまた
は竹板胚６０、６０’の断面形状をＺ字面としているが、他の構成はすべて実施例１と同
じである。
【実施例５】
【００６５】
図８は本発明の実施例５の竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図であり、竹ラスまたは
竹板胚７０、７０’の断面形状を歯形面としているが、他の構成はすべて実施例１と同じ
である。
【実施例６】
【００６６】
図９は本発明の実施例６の竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明図であり、竹ラスまたは
竹板胚８０、８０’の断面形状が不規則的な面に形成されているが、他の構成はすべて実
施例１と同じである。
【００６７】
竹ラスまたは竹板胚が配列し、長く連結されてなった継ぎ目無しの長竹型材である。その
うち、前記の竹ラスまたは竹板胚は、長さの方向で相互に対応する引張溝、ほぞフックに
よりしっかり合わさって長く連結されて、幅方向と厚さ方向で順に配列した竹ラスまたは
竹板胚により相互に複合していて、所定の寸法の竹型材を構成する。
【００６８】
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前記の「しっかり合わせる」とは、竹ラスまたは竹板胚の長さの方向で少なくとも一端に
引張溝またはほぞフックが開けられていて、竹ラスまたは竹板胚のほぞフックの他方の竹
板胚の引張溝に嵌め入れられていて相互に挟んで連結している。そのうち、前記の引張溝
とほぞフックとの連結面は各々内向きまたは外向きの斜面である。
【００６９】
継ぎ目無しの長竹型材の製造方法：
下記の通りに、水炭処理、湿炭処理または乾炭処理で竹ラスまたは竹板胚に対する炭化処
理を行って、竹ラスまたは竹板胚に対する長さ、幅、厚みの方向での複合を行う。
【００７０】
ステップ１：図１は本発明の両端に引張溝を設けた竹ラスまたは竹板胚の断面構成の説明
図であり、竹ラスまたは竹板胚１０の長さの方向の両端部に各々引張溝１１、１１’が開
けられていて、引張溝１１、１１’に対応してほぞフック１２、１２’を形成し、且つ引
張溝１１、１１’の開口方向が同じである。前記の竹ラスまたは竹板胚１０の一端に設け
た引張溝１１、１１’とこの引張溝１１、１１’と対応してほぞフック１２、１２’を形
成し、形状を相互に組み合わせている。前記のほぞフック１２、１２’のトップ端面は内
に傾斜するほぞフック斜面１２１、１２１’を形成し、前記の引張溝１１、１１’の内側
壁に対応する引張溝斜面１１１、１１１’を形成している。引張溝またはほぞフック及び
連結面ににかわを塗り、竹ラスまたは竹板胚の厚さの方向または幅の方向にもにかわを塗
って、にかわを乾燥させておく。
【００７１】
ステップ２：長さの方向で長く連結させる。図４は本発明の複数の竹ラスまたは竹板胚が
連続して長く連結された構成の説明図であり、竹ラスまたは竹板胚１０、１０’を連結す
る時に、表裏が相互に反対となる組み合わせ形式で二対二に連結している。竹ラスまたは
竹板胚１０のほぞフック１２を他方の竹ラスまたは竹板胚１０’の引張溝１１’に嵌め入
れる。この引張溝１１’はほぞフック１２と相互に組み合わせていて、挟み入れて連結し
て、引張溝またはほぞフックのところに貼り合わせ剤が塗られていて、二つまたは二つ以
上の竹ラスまたは竹板胚は相互に対応する引張溝とほぞフックに挟み入れて、所定の寸法
で長く連結されている。
【００７２】
幅と厚さの方向で圧締複合により所定の寸法にする。図１０は本発明の平面に配列してい
る単層板材Ｂの構成の説明図、図１１は本発明の側面に配列している単層板材Ａの構成の
説明図である。図１０の通りに、ロットごとの同じ厚さの複数のものを長く連結し、厚さ
の方向でにかわを塗った竹ラスまたは竹板胚を順に平面に配列し、厚さの方向で貼り合わ
せ、圧締により単層板材Ｂ９０にする。または、図１１の通りに、ロットごとの同じ幅の
複数のものを長く連結して、幅の方向でにかわを塗った竹ラスまたは竹板胚を順に側面に
配列し、幅の方向で貼り合わせ、圧締により単層板材Ａ１００になす。熱圧温度が８５～
１６５℃、圧力が５～３５ｋｇ／ｃｍ２である。そのうち、前記の長く連結されている竹
ラスまたは竹板胚の隣り合っている連結位置４０が相互にずらされている。単層板材Ａま
たは単層板材Ｂの上下表面を滑らかに研磨して、貼り合わせ剤を塗って、乾燥させておく
。
【００７３】
ステップ３：表面ににかわを塗った単層板材Ａ及び／または単層板材Ｂを所定の寸法に重
ね、一回の圧締複合または長さ方向での別段の圧締複合により竹型材を作る。
【実施例７】
【００７４】
図１２は本発明の実施例７の竹型材の構成の説明図であり、二枚の単層板材Ａ１００、１
０１を相互に同方向で重ね、圧締複合成形によりプレッサーで側圧熱圧複合を行い、熱圧
温度８５～１６５℃、圧力５～３５ｋｇ／ｃｍ２で竹型材に作る。
【実施例８】
【００７５】
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図１３は本発明の実施例８の竹型材の構成の説明図であり、三層の単層板材Ａ１００、１
０１、１０２を相互に縦横に交差させて重ね、圧締複合により成形する。
方法：プレッサーで側圧熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１６５℃、圧力５～３５ｋｇ／
ｃｍ２で竹型材に作る。
【実施例９】
【００７６】
図１４は本発明の実施例９の竹型材の構成の説明図であり、二枚の単層板材Ａ１００、１
０１の間に単層板材Ｂ９０を挟んで、三枚の単層板材を相互に縦横に交差させて重ね、圧
締複合により成形する。
成形方法：プレッサーで側圧熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１６５℃、圧力５～３５ｋ
ｇ／ｃｍ２で竹型材を作る。
【実施例１０】
【００７７】
図１５は本発明の実施例１０の竹型材の構成の説明図であり、二枚の単層板材Ａ１００、
１０１の間に単層板材Ｂ９０を挟んで、三枚の板材を相互に同じ方向で重ね、圧締複合に
より成形する。
方法：プレッサーで側圧熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１６５℃、圧力５～３５ｋｇ／
ｃｍ２で竹型材に作る。
【実施例１１】
【００７８】
図１６は本発明の実施例１１の竹型材の構成の説明図であり、二枚の単層板材Ｂ９０、９
１の間に単層板材Ａ１００を挟んで、三枚の板材を相互に縦横に交差させて重ね、圧締複
合により成形する。
　方法：プレッサーで平圧熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１６５℃、圧力５～３５ｋｇ
／ｃｍ２で竹型材に作る。
【実施例１２】
【００７９】
図１７は本発明の実施例１２の竹型材の構成の説明図であり、二枚の単層板材Ａ１００、
１０１を相互に同じ方向で重ね、圧締複合により成形する。
方法：プレッサーで側圧熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１６５℃、圧力５～３５ｋｇ／
ｃｍ２で一回複合成形を完成する。
【００８０】
一回複合により成形した竹型材の上下表面ににかわを塗り、上下に各々単層板材Ａ１０２
、１０３を相互に同じ方向で重ね、プレッサーで側圧熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１
６５℃、圧力５～３５ｋｇ／ｃｍ２で二回複合竹型材に作る。
【実施例１３】
【００８１】
図１８は本発明の実施例１３の竹型材の構成の説明図であり、三枚の単層板材Ａ１００、
１０１、１０２を相互に縦横に交差させて重ね、圧締複合を行う。
方法：プレッサーで側圧熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１６５℃、圧力５～３５ｋｇ／
ｃｍ２で一回複合竹型材を完成する。
【００８２】
一回複合により成形した竹型材の上下表面ににかわを塗り、上下に各々単層板材Ａ１０３
、１０４を重ね、一回複合により成形した竹型材の面板を相互に交差させて重ね、プレッ
サーで熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１６５℃、圧力５～３５ｋｇ／ｃｍ２で二回圧締
複合を完成し、五層の単層板の複合竹型材に作る。
【実施例１４】
【００８３】
図１９は本発明の実施例１４の竹型材の構成の説明図であり、五枚の単層板材Ａ１００、
１０１、１０２、１０３、１０４の表面ににかわを塗り、相互に同じ方向で重ね、プレッ
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５０ｍｍの一回複合竹型材に作る。
【実施例１５】
【００８４】
図２０は本発明の実施例１５の竹型材の構成の説明図であり、二枚の単層板材Ａ１００、
１０１の間に単層板材Ｂ９０を挟んで、三枚の板材を相互に同じ方向で重ね、圧締複合を
行う。
方法：プレッサーで側方熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１６５℃、圧力５～３５ｋｇ／
ｃｍ２で一回複合竹型材に作る。
【００８５】
一回複合竹型材の上下表面ににかわを塗り、上下に各々単層板材Ｂ９１、９２を相互に同
じ方向で重ね、プレッサーで平圧熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１６５℃、圧力５～３
５ｋｇ／ｃｍ２で二回複合竹型材に作る。
【実施例１６】
【００８６】
図２１は本発明の実施例１６の竹型材の構成の説明図であり、二枚の単層板材Ｂ９０、９
１の間に単層板材Ａ１００を挟んで、三枚の板材を同じ方向で重ね、圧締複合を行う。
方法：プレッサーで平圧熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１６５℃、圧力５～３５ｋｇ／
ｃｍ２で一回複合竹型材に作る。
【００８７】
一回複合竹型材の上下表面ににかわを塗り、上下各々に単層板材Ａ１０１、１０２を相互
に同じ方向で重ね、プレッサーで側圧熱圧複合を行い、熱圧温度８５～１６５℃、圧力５
～３５ｋｇ／ｃｍ２で二回複合竹型材に作る。
【符号の説明】
【００８８】
１０、１０’、２０、３０、５０、５０’、６０、６０’、７０、７０’、８０、８０’
－竹ラスまたは竹板胚
１１、１１’、２１、２１’、３１、５１、５１’－引張溝
１１１、１１１’、５１１、５１１’－斜面
１２、１２’、２２、２２’、３２、５２、５２’－ほぞフック
１２１、１２１’、５２１、５２１’－斜面
４０－連結位置
９０、９１－単層板材Ｂ
１００、１０１、１０２、１０３、１０４－単層板材Ａ
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