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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
板状に形成された木材から構成され、木材に形成された年輪を横断するように形成され
た一対の小口面と、前記年輪を縦断するように形成された一対の木端面と、前記一対の小
口面と前記一対の木端面を挟むように前記年輪の内側と外側に位置する一方の面および他
方の面とを有する木板部と、
プラスチック複合材料を含み、前記年輪の湾曲線に対向するように前記年輪を前記内側
と前記外側から互いに挟むと共に前記一対の木端面と交差する方向に延びるように前記一
方の面と前記他方の面に接着される一対の形状拘束部とを備える室内外用板部材。
【請求項２】
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板状に形成された木材から構成され、木材に形成された年輪を横断するように形成され
た一対の小口面と、前記年輪を縦断するように形成された一対の木端面と、前記一対の小
口面と前記一対の木端面を挟むように前記年輪の内側と外側に位置する一方の面および他
方の面とを有する木板部と、
プラスチック複合材料を含み、前記年輪を前記内側と前記外側から互いに挟むと共に前
記一対の小口面と交差する方向に延びるように前記一方の面と前記他方の面に接着される
一対の形状拘束部とを備える室内外用板部材。
【請求項３】
前記一対の形状拘束部は、前記一方の面と前記他方の面において、前記木板部を挟んで
互いに対向する位置に配置される請求項１または２に記載の室内外用板部材。
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【請求項４】
前記一対の形状拘束部は、前記一方の面に接着される複数の一面側拘束部と、前記他方
の面に接着される複数の他面側拘束部とからなり、前記複数の一面側拘束部と前記複数の
他面側拘束部はそれぞれ等間隔に配列される請求項１〜３のいずれか一項に記載の室内外
用板部材。
【請求項５】
前記木板部は、スギ材から構成される請求項１〜４のいずれか一項に記載の室内外用板
部材。
【請求項６】
前記木板部と前記一対の形状拘束部を覆うように配置され、外部と内部の間を気体が通
過可能な材料から構成された外装シートをさらに備える請求項１〜５のいずれか一項に記
載の室内外用板部材。
【請求項７】
請求項１〜６のいずれか一項に記載の室内外用板部材と、
前記室内外用板部材を支持する脚部とを備えるテーブル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、室内外用板部材およびテーブルに係り、特に、木材から構成される室内外
用板部材およびテーブルに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、テーブルおよびドアなどの室内外で用いられる家具および建具において、板
状に形成された室内外用板部材が利用されている。室内外用板部材は、その形状および取
り付け状態を長期間にわたって維持する必要があり、変形し易く且つ柔らかいといった性
質を有する木材を用いて高品質な室内外用板部材を作製することは困難であった。
【０００３】
例えば、木材を板状に形成すると、年輪の湾曲面の凸部側に位置する木表面が収縮する
と共に年輪の湾曲面の凹部側に位置する木裏面が伸長し、室内外用板部材に反りが生じる
といった問題があった。また、板状に形成された木材は自重により変形し易く、例えば室
内外用板部材をテーブルの天板として用いた場合に、室内外用板部材の裏面を脚部により
部分的に支持すると、その脚部と脚部の間が下方に変形して室内外用板部材に撓みが生じ
るといった問題があった。さらに、木材は柔らかい性質を有するため、ビスなどの固定具
を用いて室内外用板部材を取り付けると、固定具を差し込んだ部分が変形して固定具が緩
み、室内外用板部材の立て付けが悪化するといった問題もあった。このような木材に特有
の問題を改善して木材から高品質な室内外用板部材を作製することが求められている。
【０００４】
そこで、室内外用板部材の反りを抑制する技術として、特許文献１には、板状体の繊維
方向を互いに直交させて厚み方向に板状体を積層接着した多層構成集成材が提案されてい
る。この多層構成集成材は、繊維方向が互いに直交するように板状体を積層するため、反
りおよびねじれを抑制することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１−２３２６０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、特許文献１の多層構成集成材は、製造において様々な工程を必要とし、
大きな労力を要するといった問題があった。
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【０００７】
この発明は、このような従来の問題点を解消するためになされたもので、品質を簡便に
向上することができる室内外用板部材およびテーブルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
この発明に係る室内外用板部材は、板状に形成された木材から構成され、木材に形成さ
れた年輪を横断するように形成された一対の小口面と、年輪を縦断するように形成された
一対の木端面と、一対の小口面と一対の木端面を挟むように年輪の内側と外側に位置する
一方の面および他方の面とを有する木板部と、
プラスチック複合材料を含み、年輪の湾曲線に対向するように年輪を内側と外側から互
いに挟むと共に一対の木端面と交差する方向に延びるように一方の面と他方の面に接着さ
れる一対の形状拘束部とを備えるものである。
【０００９】
また、この発明に係る室内外用板部材は、板状に形成された木材から構成され、木材に
形成された年輪を横断するように形成された一対の小口面と、年輪を縦断するように形成
された一対の木端面と、一対の小口面と一対の木端面を挟むように年輪の内側と外側に位
置する一方の面および他方の面とを有する木板部と、プラスチック複合材料を含み、年輪
を内側と外側から互いに挟むと共に一対の小口面と交差する方向に延びるように一方の面
と他方の面に接着される一対の形状拘束部とを備えるものである。
【００１０】
ここで、一対の形状拘束部は、一方の面と他方の面において、木板部を挟んで互いに対
向する位置に配置されることが好ましい。
【００１１】
また、一対の形状拘束部は、一方の面に接着される複数の一面側拘束部と、他方の面に
接着される複数の他面側拘束部とからなり、複数の一面側拘束部と複数の他面側拘束部は
それぞれ等間隔に配列することができる。
【００１２】
また、木板部は、スギ材から構成することが好ましい。
また、木板部と一対の形状拘束部を覆うように配置され、外部と内部の間を気体が通過
可能な材料から構成された外装シートをさらに備えることができる。
【００１４】
この発明に係るテーブルは、上記のいずれかに記載の室内外用板部材と、室内外用板部
材を支持する脚部とを備えるものである。
【発明の効果】
【００１５】
この発明によれば、プラスチック複合材料を含み、木板部に形成された年輪の湾曲線に
対向して延びるように一方の面と他方の面に接着される一対の形状拘束部を備えるので、
品質を簡便に向上することができる室内外用板部材およびテーブルを提供することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】この発明の実施の形態１に係る室内外用板部材を備えたテーブルの構成を示す斜
視図である。
【図２】図１のＡ−Ａ線断面図である。
【図３】緩み止め部を介して固定具が木板部に差し込まれた様子を示す図である。
【図４】外装シートを設けたテーブルを示す斜視図である。
【図５】木板部に拘束部用溝部と緩み止め部用溝部を形成した様子を示す斜視図である。
【図６】木板部に反り拘束部、撓み拘束部および緩み止め部を接着した様子を示す斜視図
である。
【図７】木板部の反りを示す図である。
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【図８】木板部の撓みを示す図である。
【図９】室内外用板部材に脚部を取り付ける様子を示す斜視図である。
【図１０】この発明の実施の形態１に係るテーブルの変形例を示す図である。
【図１１】この発明の実施の形態１に係るテーブルの他の変形例を示す図である。
【図１２】この発明の実施の形態２に係る室内外用板部材を備えたドアの構成を示す斜視
図である。
【図１３】木板部に対する固定具の緩み難さを検証した実施例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
実施の形態１
図１に、この発明の実施の形態１に係る室内外用板部材を備えたテーブルの構成を示す
。このテーブルは、板形状を有する室内外用板部材１と、室内外用板部材１の裏面に固定
された４つの脚部２とを有する。
【００１８】
室内外用板部材１は、木板部３と、木板部３の表面および裏面に接着される一対の形状
拘束部４と、木板部３の裏面に脚部２の固定箇所に対応して接着される緩み止め部５とを
有する。
図２に、室内外用板部材１の断面図を示す。木板部３は、板状に形成された木材から構
成され、木材に形成された年輪６の外側に木表面７が位置すると共に年輪６の内側に木裏
面８が位置する。また、木表面７と木裏面８を接続するように小口面９と木端面１０が位
置し、小口面９が年輪６を横断するように幅方向Ｗに延びると共に木端面１０が年輪６の
延びる長さ方向Ｌに延びている。このため、小口面９には、年輪６の湾曲線１１が木表面
７側に凸状となるように形成されている。また、木板部３は、木表面７、木裏面８、小口
面９および木端面１０がそれぞれ矩形状となるように形成されている。
なお、木板部３は、例えば、スギ材、ヒノキ材、パイン材および合板などの木材から構
成することができる。
【００１９】
一対の形状拘束部４は、肉薄に形成され、木板部３の変形する箇所に沿って延びるよう
に木板部３の木表面７と木裏面８に接着剤を介して接着されている。具体的には、一対の
形状拘束部４は、年輪６の湾曲線１１に対向して延びるように木表面７と木裏面８に接着
された一対の反り拘束部１２と、木表面７と木裏面８の長辺と平行に延びるように接着さ
れた一対の撓み拘束部１３とを有する。
【００２０】
反り拘束部１２は、温度および湿度などの周囲環境に応じて生じる木板部３の反りを拘
束するものである。反り拘束部１２は、木表面７と木裏面８にそれぞれ複数配置され、こ
の複数の反り拘束部１２が木板部３の互いに対向する縁部の間、すなわち木端面１０の間
を連続して延びるように形成されると共に長さ方向Ｌに向かって互いに平行に等間隔で配
列されている。また、反り拘束部１２は、木表面７と木裏面８において、木板部３を挟ん
で互いに対向する位置に配置されている。
【００２１】
撓み拘束部１３は、自重および外力に応じて生じる木板部３の撓みを拘束するものであ
る。撓み拘束部１３は、木表面７と木裏面８にそれぞれ２つ配置され、２つの撓み拘束部
１３が木板部３の互いに対向する縁部の間、すなわち小口面９の間を連続して延びるよう
に形成されている。また、２つの撓み拘束部１３は、互いに平行に配置され、複数の反り
拘束部１２の両端部に接続されている。
【００２２】
ここで、反り拘束部１２と撓み拘束部１３は、プラスチック複合材料から構成されてい
る 。 プ ラ ス チ ッ ク 複 合 材 料 と し て は 、 繊 維 強 化 プ ラ ス チ ッ ク （ Fiber Reinforced Plastic
s； Ｆ Ｒ Ｐ ） な ど が 挙 げ ら れ 、 特 に 引 張 力 、 強 度 お よ び 重 さ の 観 点 か ら 炭 素 繊 維 強 化 プ ラ
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スチックおよびガラス繊維強化プラスチックを用いることが好ましい。
なお、反り拘束部１２と撓み拘束部１３は、木板部３に形成された拘束部用溝部１４内
に収められ、その表面が木板部３の木表面７および木裏面８と同一平面上に位置される。
【００２３】
緩み止め部５は、木板部３の木裏面８の４隅に配置され、接着剤を介して木板部３に接
着されている。図３に示すように、緩み止め部５は、肉薄に形成されて木板部３に形成さ
れた緩み止め部用溝部１５内に収められており、その表面が木板部３の木裏面８と同一平
面上に位置される。
ここで、緩み止め部５は、反り拘束部１２および撓み拘束部１３と同様に、プラスチッ
ク複合材料から構成されている。プラスチック複合材料としては、繊維強化プラスチック
などが挙げられ、特に引張力、強度および重さの観点から炭素繊維強化プラスチックおよ
びガラス繊維強化プラスチックを用いることが好ましい。
【００２４】
脚部２は、室内外用板部材１を支持するもので、木板部３に固定される根元部分にフラ
ンジ１６を有し、このフランジ１６を介してビスなどの固定具１７を木板部３内に差し込
むことにより固定されている。この時、固定具１７は、緩み止め部５を貫通して木板部３
内に差し込まれている。
なお、図４に示すように、木板部３、形状拘束部４および緩み止め部５を覆う外装シー
ト１８を配置することが好ましく、これにより形状拘束部４および緩み止め部５を外部か
ら見えないように隠すことができる。
【００２５】
次に、テーブルを製造する方法について説明する。
まず、図５に示すように、木板部３の木表面７と木裏面８に拘束部用溝部１４が形成さ
れると共に、木板部３の木裏面８に緩み止め部用溝部１５が形成される。続いて、図６に
示すように、形状拘束部４の反り拘束部１２と撓み拘束部１３が、拘束部用溝部１４内に
収容されて接着剤を介して木板部３に接着される。また、緩み止め部５が、緩み止め部用
溝部１５内に収容されて木板部３に接着される。この時、反り拘束部１２、撓み拘束部１
３および緩み止め部５を構成するプラスチック複合材料は、幅広い種類の接着剤に対して
接着効果が得られ、例えば木板部３に好適に用いられる木工用の接着剤で接着することが
できる。
【００２６】
ここで、図７に示すように、木板部３の木表面７および木裏面８に反り拘束部１２を接
着しない場合には、木表面７側が収縮すると共に木裏面８側が伸長するため、木板部３に
反りが生じるおそれがある。また、図８に示すように、木板部３の木表面７および木裏面
８に撓み拘束部１３を接着しない場合には、木板部３が自重により下方に湾曲して撓みが
生じるおそれがある。
【００２７】
そこで、上記のように、木板部３の木表面７と木裏面８に反り拘束部１２を接着するこ
とにより、反り拘束部１２が木表面７と木裏面８の両側から木板部３の反りを拘束する。
また、木板部３の木表面７と木裏面８に撓み拘束部１３を接着することにより、撓み拘束
部１３が木表面７と木裏面８の両側から木板部３の撓みを拘束する。
この時、反り拘束部１２および撓み拘束部１３は、木板部３と比較して大きな引張力と
強度を有するプラスチック複合材料から構成されている。このため、木板部３の幅方向Ｗ
および長さ方向Ｌへの変形が反り拘束部１２および撓み拘束部１３の大きな引張力と強度
により抑制され、木板部３の反りおよび撓みを長期間にわたって抑制することができる。
また、プラスチック複合材料は、金属などの剛性が強い素材と比較して軽いため、反り拘
束部１２および撓み拘束部１３を接着しても木板部３に大きな負荷を与えることがなく、
木板部３の変形を確実に抑制することができる。
【００２８】
ここで、反り拘束部１２および撓み拘束部１３は、繊維強化プラスチックから構成する
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ことが好ましく、これにより引張力と強度をより高めることができ、反り拘束部１２およ
び撓み拘束部１３を薄く形成した場合でも一定の引張力と強度を保つことができる。また
、繊維強化プラスチックに含まれる繊維材料は、反り拘束部１２および撓み拘束部１３が
それぞれ延びる方向に一方向に配置することが好ましい。すなわち、反り拘束部１２は木
板部３の幅方向Ｗに延びるように繊維材料が配置され、撓み拘束部１３は木板部３の長さ
方向Ｌに延びるように繊維材料が配置される。これにより、繊維材料を複数方向に互いに
交差するように配置した場合と比較して、多くの繊維材料から反り拘束部１２および撓み
拘束部１３を構成することができ、引張力および強度をさらに高めることができる。
また、反り拘束部１２および撓み拘束部１３は、木板部３に対して接着剤を介して接着
されており、その接着面積に応じて接着力を向上させることができる。このため、反り拘
束部１２および撓み拘束部１３は、表面に凹凸を形成する、いわゆるＨｉ−Ｇｒｉｐ処理
を施すことにより表面積を高めることが好ましく、これにより接着力をさらに向上させる
ことができる。
【００２９】
また、反り拘束部１２は、木板部３の長さ方向Ｌに向かって互いに平行に等間隔で配置
されており、これにより少量の反り拘束部１２で木板部３の反りを確実に抑制することが
できる。また、反り拘束部１２は、幅方向Ｗに連続して延びるように形成されており、木
板部３の反りを幅方向Ｗにわたって抑制することができる。
また、撓み拘束部１３は、木板部３の幅方向Ｗに互いに平行に長さ方向Ｌに連続して延
びるように形成されており、これにより少量の撓み拘束部１３で木板部３の撓みを確実に
抑制することができる。
【００３０】
なお、長さ４ｍ、幅１ｍおよび厚さ３ｃｍの室内外用板部材１を作製する場合には、例
えば、長さ８０ｃｍおよび幅５ｃｍの７つの反り拘束部１２を長さ方向に６０ｃｍ間隔で
配置すると共に、長さ３．５ｍおよび幅７５ｃｍの２つの撓み拘束部１３を幅方向に８０
ｃｍの間隔で配置することができる。
【００３１】
続いて、図９に示すように、木板部３および形状拘束部４を覆うように外装シート１８
を設けることで室内外用板部材１が作製され、この室内外用板部材１の４隅に脚部２が取
り付けられる。この時、脚部２は、固定具１７を木板部３内に差し込むことにより固定さ
れるが、木板部３が柔らかい性質を有する木材から構成されており、固定具１７を木板部
３に直接差し込むと、その差し込み部分が変形して固定具１７に緩みが生じ、脚部２の立
て付けが悪化、いわゆるガタツキが生じるおそれがある。そこで、図３に示すように、固
定具１７が、緩み止め部５を介して木板部３内に差し込まれることにより、固定具１７を
緩み止め部５に食い込ませて強固に固定することができ、脚部２の固定を長期間にわたっ
て維持することができる。
【００３２】
なお、緩み止め部５は、固定具１７のネジ山２つ分以上の厚み、例えば２．５ｍｍ以上
の厚みを有することが好ましい。これにより、固定具１７において１周分以上のネジ山を
緩み止め部５に接合させることができ、固定具１７が全周にわたって支持されるため、固
定具１７をより強固に緩み止め部５に固定することができる。
また、緩み止め部５は、木板部３に対して接着剤を介して接着されており、その接着面
積に応じて接着力を向上させることができる。このため、緩み止め部５は、表面に凹凸を
形成する、いわゆるＨｉ−Ｇｒｉｐ処理を施すことにより表面積を高めることが好ましく
、これにより接着力をさらに向上させることができる。
【００３３】
さらに、緩み止め部５は、繊維強化プラスチックから構成することが好ましく、これに
より緩み止め部５に固定具１７をより強固に固定することができる。また、繊維強化プラ
スチックに含まれる繊維材料は、長さが１０ｍｍ以上であるのが好ましい。また、繊維強
化プラスチックに含まれる繊維材料は、一方向ではなく、複数方向に互いに交差するよう
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に配置されることが好ましく、これにより緩み止め部５に固定具１７をさらに強固に固定
することができる。
また、緩み止め部５は、積層構造とすることもできる。例えば、緩み止め部５は、２層
構造とし、固定具１７を挿入する外側の層を複数方向に互いに交差する繊維強化プラスチ
ックから構成すると共に、木板部３に接する内側の層をフレーク状の短繊維および粒状の
ペレットなどの繊維強化プラスチックまたはプラスチックから構成することができる。ま
た、緩み止め部５は、３層構造として、固定具１７が挿入される外側の層と木板部３に接
する内側の層を複数方向に互いに交差する繊維強化プラスチックから構成すると共に、こ
れらの間に配置される中間層をフレーク状の短繊維および粒状のペレットなどの繊維強化
プラスチックまたはプラスチックから構成することができる。
【００３４】
本実施の形態によれば、木板部３に反り拘束部１２、撓み拘束部１３および緩み止め部
５を接着するだけで木板部３の反りおよび撓みが拘束されると共に固定具１７が木板部３
に強固に固定されるため、高品質な室内外用板部材１を簡便に得ることができる。
【００３５】
ここで、木板部３は、一般的に、製造段階においても反りを抑制するために大きな労力
を要する。例えば、原木を板状に切断した後に、その木板部を長期間にわたって載置し、
木板部に含まれる水分を自然乾燥させることにより、木板部の反りが抑制されている。さ
らに、乾燥処理後の木板部に反りが生じた場合には、その反り部分を削り取る必要があり
、歩留まりが低いといった問題もあった。
そこで、木板部３を製造する早い段階、例えば原木を切断した後の早い段階で木板部３
に反り拘束部１２を接着することにより、木板部３に長期間の乾燥処理を施すことなく、
木板部３に水分が含まれた状態で室内外用板部材１を製造することができ、木板部３の反
りを抑制するための労力を大幅に削減することができる。
【００３６】
このようにして、作成されたテーブルは、室内外用板部材１の木板部３が木材から構成
されているため、その木材が有する調湿機能により周囲の湿度を一定に調整することがで
きる。ここで、反り拘束部１２と撓み拘束部１３は、木板部３の全体を覆うことなく、木
板部３の反りおよび撓みが生じる箇所に沿って延びるように配置されており、これにより
木板部３を構成する木材部分の多くが外側に露出されている。このように、反り拘束部１
２と撓み拘束部１３は、木板部３の調湿機能を妨げることなく反りおよび撓みを抑制する
ことができる。
【００３７】
木板部３を構成する木材としては、高い調湿機能を有するスギ材を用いることが好まし
い。このスギ材は、高い調湿機能を有する一方で、変形し易く且つ柔らかいといった性質
が顕著な木材、すなわち反り、撓みおよび固定具１７の差し込み部分の変形が生じ易い木
材である。このため、スギ材は多くの供給があるにも関わらず室内外用板部材１に積極的
に用いられてはいなかった。そこで、スギ材から構成された木板部３に反り拘束部１２、
撓み拘束部１３および緩み止め部５を用いることにより、反り、撓みおよび固定具１７の
緩みを抑制し且つ高い調湿機能を有する室内外用板部材１を得ることができる。
さらに、スギ材は、他の木材と比較して軽いため、室内外用板部材１を軽量化すること
もできる。
【００３８】
また、外装シート１８は、外部と内部の間を気体が通過可能な材料から構成することが
好ましい。例えば、木材を薄切りにした突板から形成された外装シート１８を用いること
ができ、これにより木板部３と外部との間で外装シート１８を介して気体を流通させるこ
とができ、周囲の湿度をより確実に調整することができる。
【００３９】
このように、高い調湿機能を有するテーブルは、オフィス用として用いることができる
。オフィスは、一般的に、調湿の大部分を空調機器で行っている。このため、オフィス内
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に人がいる就業時間内は空調機器が作動されてオフィス内の湿度が一定に調整されている
が、就業時間外などに空調機器が停止されるとオフィス内の湿度が悪化し、例えば細菌の
増殖を招くおそれがある。そこで、高い調湿機能を有するテーブルをオフィスに設置する
ことにより、オフィス内の調湿を継続的に行うことができる。
【００４０】
なお、上記の実施の形態１では、反り拘束部１２と撓み拘束部１３は、木板部３の互い
に対向する縁部の間を連続して延びるように形成されていたが、木板部３の反りおよび撓
みを抑制することができればよく、途中で切断されていてもよい。ただし、反りおよび撓
みの拘束力が低下するため、反り拘束部１２と撓み拘束部１３は連続して延びるように形
成されることが好ましい。
また、反り拘束部１２と撓み拘束部１３は、木板部３の変形が極端に大きくなる部分に
連続して延びるように設けることが好ましい。例えば、図１０に示すように、木板部３の
縁部から中央部側に距離を空けて脚部２１が設けられた場合には、木板部３を支持する脚
部２１の間に大きな撓みが生じるため、脚部２１の間を延びるように撓み拘束部２２を設
けることにより、木板部３の撓みを充分に抑制することができる。
【００４１】
また、上記の実施の形態１では、木板部３は１つの木材から構成されたが、複数の木材
を板状に並べて構成することもできる。例えば、図１１に示すように、上記の実施の形態
の木板部３に換えて、木板部２３を配置することができる。この木板部２３は、３つの木
材２４ａ，２４ｂおよび２４ｃを交互に向きを変えて幅接加工したものである。すなわち
、木板部２３の両端部に位置する木材２４ａと木材２４ｃの木表面７は同一方向を向いて
いるのに対して、木材２４ａと木材２４ｃの間に位置する木材２４ｂは木表面７が反対方
向を向くように配置されている。これにより、木板部２３の反りを幅方向Ｗに均一化する
ことができ、木板部３の反りを低減することができる。
【００４２】
実施の形態２
上記の実施の形態１では、室内外用板部材１はテーブルの天板として用いられたが、室
内外で用いられる家具および建具などに幅広く用いることができ、これに限られるもので
はない。例えば、図１２に示すように、室内外用板部材をドアに用いることもできる。こ
のドアは、室内外用板部材２５と、室内外用板部材２５を回動可能に固定する蝶番２６と
、ドアを開閉するためのドアノブ２７とを有する。
室内外用板部材２５は、木材から構成された木板部２８と、木板部２８の木表面および
木裏面に年輪の湾曲線に対向して延びるように接着される一対の反り拘束部２９と、木板
部２８の木表面および木裏面にその長辺と平行に延びるように接着される一対の撓み拘束
部３０と、蝶番２６の固定箇所に対応して木板部２８に接着される緩み止め部３１とを有
する。
【００４３】
反り拘束部２９および撓み拘束部３０により、木板部２８の反りおよび撓みを抑制する
ことができる。ここで、木板部２８の撓みとは、温度および湿度などの周囲環境に応じて
生じる反りを含むものである。また、蝶番２６を固定する固定具３２が緩み止め部３１を
介して木板部２８内に差し込まれることにより、固定具３２を緩み止め部３１に強固に固
定することができ、固定具３２に緩みが生じることを抑制することができる。また、ドア
ノブ２７の固定箇所に新たな緩み止め部３３を配置することもでき、ドアノブ２７を固定
する固定具が緩み止め部３３を介して木板部２８内に差し込まれることにより、ドアノブ
２７の固定具に緩みが生じることを抑制することもできる。
このように、木板部２８に反り拘束部２９、撓み拘束部３０および緩み止め部３１を接
着するだけで木板部２８の反りおよび撓みが拘束されると共に固定具３２が木板部２８に
強固に固定されるため、高品質なドアを簡便に得ることができる。特に、玄関に用いられ
るドアは、外部に露出する外面と室内に露出する内面との間で温度および湿度の差が大き
く、木板部２８が大きく変形されるおそれがあるが、反り拘束部２９および撓み拘束部３
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０により木板部２８の変形を確実に抑制することができる。
【００４４】
さらに、ドアは、室内外用板部材２５の木板部２８が木材から構成されているため、調
湿機能を有する。このため、室内にドアを設置することにより、室内の湿度を一定に調整
することができる。木板部２８を構成する木材としては、高い調湿機能を有するスギ材を
用いることが好ましい。
また、室内外用板部材２５の内部が木材で満たされているため、ドアを設置した際に音
漏れを確実に抑制することができる。ここで、室内外用板部材２５の内部を木材で満たす
ことによりドアが重くなるおそれがあるが、他の木材と比較して軽いスギ材から木板部２
８を構成することにより、ドアを軽量化することができる。
【００４５】
このように、室内外用板部材１は、室内外で用いられる家具および建具などに幅広く用
いることができる。また、家具および建具の他にも、例えば建物の内壁、建物の外壁およ
び棚などに用いることができる。
【００４６】
実際に、木板部に撓み拘束部を接着して木板部の撓み難さを検証した。木板部としては
２
、長さ４０００ｍｍ、幅３９０ｍｍおよび厚さ２５ｍｍのスギ材で５ｋＮ／ｍｍ の弾性
率を有するものを用いた。撓み拘束部としては、長さ４０００ｍｍ、幅５０ｍｍおよび厚
２
さ１．２ｍｍの炭素繊維強化プラスチックで１５２ｋＮ／ｍｍ の弾性率を有するものを
用いた。その結果、撓み拘束部を接着していない木板部は最大約２５ｍｍの撓みが生じた
のに対し、撓み拘束部を接着した木板部にはほとんど撓みが生じなかった。
このことから、木板部に撓み拘束部を接着することにより、木板部の撓みを確実に抑制
できることがわかる。
【００４７】
次に、木板部に緩み止め部を接着して固定具の緩み難さを検証した。木板部にはスギ材
を用いた。緩み止め部には、繊維長１０ｍｍの炭素繊維強化プラスチックと、繊維長５０
ｍｍの炭素繊維強化プラスチックを用いた。また、固定具には、炭素繊維用ねじ（テーパ
ーねじ）を用いた。緩み止め部を介して固定具を木板部に２０ｍｍ差し込んだ後、固定具
の差し込み方向に対して反対側に引抜強さを変えて固定具を引抜き、固定具が木板部から
引き抜かれた時の引抜強さを測定した。
【００４８】
その結果を図１３に示す。緩み止め部なしで木板部に直接差し込まれた固定具は１．４
ｋＮの引抜強さを加えた時に引き抜かれたのに対して、緩み止め部を介して木板部に差し
込まれた固定具は１．５ｋＮ以上の引抜強さを加えない限り引き抜かれることはなかった
。このことから、緩み止め部を介して固定具を木板部に差し込むことにより、固定具の緩
みを確実に抑制できることがわかる。また、繊維長が１０ｍｍの緩み止め部に対して、繊
維長が５０ｍｍの緩み止め部では、固定具に加える引抜強さが１．５ｋＮから２．７ｋＮ
に大きく上昇した。このことから、緩み止め部の繊維長を長くすることにより、固定具の
緩みをさらに確実に抑制できることがわかる。
なお、スギ材より柔らかい材木を想定して、ポリスチレンの発砲体、いわゆる発泡スチ
ロールに緩み止め部を介して固定具を差し込んだところ固定具を発泡スチロールに固定す
ることができた。このことから、スギ材より柔らかい材木から木板部を形成した場合でも
緩み止め部を用いて固定具を強固に固定できることがわかった。
【符号の説明】
【００４９】
１，２５ 室内外用板部材、２，２１ 脚部、３，２３，２８ 木板部、４ 形状拘束
部、５，３１，３３ 緩み止め部、６ 年輪、７ 木表面、８ 木裏面、９ 小口面、１
０ 木端面、１１ 湾曲線、１２，２９ 反り拘束部、１３，２２，３０ 撓み拘束部、
１４ 拘束部用溝部、１５ 緩み止め部用溝部、１６ フランジ、１７，３２ 固定具、
１８ 外装シート、２４ａ，２４ｂ，２４ｃ 木材、２６ 蝶番、２７ ドアノブ、Ｗ
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