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(54)【発明の名称】有刺体が構成される帯状金属板並びにその製造方法及びその製造装置
(57)【要約】
【課題】製造過程、検査過程及び運搬過程において作業
者に危険を及ぼすことなく安全であって、中空状容器か
ら帯状金属板を引き出し敷設することによって、有刺体
が全長かつ長さ方向の中心線を中心として３６０°の全
周に渡って突出し、撤収、再使用可能な有刺体が構成さ
れる帯状金属板を提供する。
【解決手段】幅方向の端部に残存部分を残して斜めに延
びる長穴と、杭、塀、柵等への取付け穴とが順次設けら
れ、ロール状に巻き回された状態から巻き始め端部を垂
直方向に引き出すことにより帯状金属板に捩りを生起さ
せて幅方向の端部を破断させて有刺体を突出させる。
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【特許請求の範囲】

しては既に刺状を有する有刺鉄線や帯状体を杭等に張り

【請求項１】

突起状の有刺体が形成されて杭、塀、柵

巡らす方法であり、第２の方法としては線材を張り巡ら

等に張り巡らされる有刺体が構成される帯状金属板であ

した後に刺状体を線材に配設する方法である。第３の方

って、幅方向の一方端部に残存部分を残して斜めに延び

法としては張り巡らす作業過程で有刺形状に変形する材

る第１の長孔と、杭、塀、柵等への取り付けに使用され

質からなる帯状体を敷設する方法である。

る取付け穴とが順次設けられ、ロール状に巻き回された

【０００４】第１の方法は、従来から行われている有刺

状態から巻き始め端部を垂直方向に引き出すことにより

鉄線を杭等や塀の上部や金網フェンスの上部に人手によ

帯状金属薄板に捩りを生起させて、幅方向の一方端部の

り張り巡らす方法である。また、特開平７−９１１１１

残存部分を破断させて有刺体を突起させることを特徴と
する有刺体が構成される帯状金属板。
【請求項２】

号公報や実公平７−３０８３８号公報などに記載されて
10

いる有針帯状体や金属有刺板を設置する方法も提案され

前記取付け穴を中心にして前記第１の長

ている。第２の方法は実公平７−９６２９号に記載され

孔とは対称な位置に、幅方向の他方端部に残存部分を残

ており、第３の方法は特開平６−１０８７０４号に記載

して斜めに延びる第２の長孔が形成され、ロール状に巻

されている。

き回された状態から巻き始め端部を垂直方向に引き出す

【０００５】

ことにより帯状金属板に捩りを生起させて、幅方向の他

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、第１の

方端部の残存部分を破断させて有刺体を突起させること

方法では、所望の形状に加工するのに専用の有刺鉄線製

を特徴とする請求項１記載の有刺体が構成される帯状金

造装置が必要であったり、一旦機械加工されたものを再

属板。

度人手によって曲げ起す工程が必要であったりして作業

【請求項３】

前記請求項１又は請求項２記載の有刺体

が構成される帯状金属板の製造方法であって、前記幅方

能率面に問題があった。また、既に鋭利な刺状を有する
20

線材や有針帯状体や金属有刺板を、杭等や塀の上部や金

向の残存部分を少なくとも焼き入れすることを特徴とす

網フェンスの上部に人手により張り巡らすために取扱い

る有刺体の製造方法。

が煩雑であったり、敷設中に作業者が誤って接触して負

【請求項４】

傷するなど危険を伴っており、作業能率も低いものであ

前記帯状金属板は、ＨＲＣ３０からＨＲ

Ｃ５０の硬度を有するバネ材であって、焼き入れ加工後

った。

の幅方向の両端部は、ＨＲＣ５５以上の硬度を有するこ

【０００６】第２の方法では、刺状体の線材への取り付

とを特徴とする請求項１又は請求項２記載の有刺体が構

けに危険が伴い、数を多く扱うため、作業者に煩雑な作

成される帯状金属板。

業を長時間強いることとなり、注意を要するものであっ

【請求項５】

た。

前記請求項１又は請求項２記載の有刺体

が構成される帯状金属板から突起させた有刺体が構成さ
れる帯状金属板を製造する装置であって、前記請求項１

【０００７】第３の方法では、切り込み線を加工した帯
30

状薄板をロール状に予め巻いておき、巻き終わり端から

又は請求項２記載の有刺体が構成される帯状金属板を、

順次巻き戻して引き延ばし、各細長部分のつなぎ部分を

その巻き終わり端部を固着させてロール状に巻き回わし

支点として拡開しながら有刺体を形成し、帯状薄板の幅

て収納する中空状容器と、この中空状容器から引き出す

方向のみに有刺体が形成されるものである。これは垂直

開口部とを備え、巻き始め端部を引き出し方向に対して

に配設された杭や支柱等に敷設した場合には上下方向に

垂直になるように中空状容器が取り付けられることを特

のみ有刺体が存在するものであって、ブロック塀の上部

徴とする有刺体が構成される帯状金属板を製造する装

や地面への直取り付け等平面へ敷設すると有刺体が突出

置。

しなくなって使用することができず、侵入阻止用として

【発明の詳細な説明】

配設するには設置場所が限定されるものであった。

【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、有刺体が構成される帯

【０００８】
40

【課題を解決するための手段】本発明は、上記不具合点

状金属板並びにその製造方法及びその製造装置に関する

を解決しようとするものであり、請求項１記載の帯状金

ものである。

属板は、突起状の有刺体が形成されて杭、塀、柵等に張

【０００２】

り巡らされる有刺体が構成される帯状金属板であって、

【従来の技術】農作物を栽培する畑に有害な動物が侵入

幅方向の一方端部に残存部分を残して斜めに延びる第１

するのを防止したり、また、重要な施設に外来者が侵入

の長孔と、杭、塀、柵等への取り付けに使用される取付

することを防止する方法として、有刺鉄線や有針帯状体

け穴とが順次設けられ、ロール状に巻き回された状態か

を杭等に張り巡らしたり、塀の上部や金網フェンス上部

ら巻き始め端部を垂直方向に引き出すことにより帯状金

に設置したりしていた。

属薄板に捩りを生起させて、幅方向の一方端部の残存部

【０００３】これらの有刺鉄線や有針帯状体の設置の方

分を破断させて有刺体を突起させることを特徴とする。

法としては大別して３通りの方法がある。第１の方法と

50

【０００９】本発明によれば、幅方向の一方端部に残存
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部分を残して斜めに延びる第１の長孔と、杭、塀、柵等

るように中空状容器が取り付けられることを特徴とす

への取り付けに使用される取付け穴とを機械加工する工

る。

程や、ロール状に巻き回す工程において、未だ有刺体が

【００１７】本発明によれば、帯状金属板が中空収納器

突起していない形状のために製造過程における加工作業

にロール状に巻き回されて充填されていることから、迅

者や製品検査作業者に危険を及ぼすことなく能率良く作

速かつ安全に有刺体を突起させた帯状金属板を製造する

業ができる。敷設作業時は、ロール状に巻き回された状

ことができる。

態から巻き始め端部をロール状端面に対して垂直方向に

【００１８】

引き出す。これにより帯状金属薄板の１巻きにつき１回

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図にもとづ

の捩りを生起させる。この捩り力が幅方向の一方端部の
残存部分に応力集中し、幅方向の一方端部の残存部分を

いて説明する。
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【００１９】（第１の実施の形態）本発明の実施の形態

破断させて有刺体を突起させる。これによって有刺体

は、図１乃至図４に示すように、帯状金属板１には、幅

が、引き出された帯状金属板の長さ方向の中心線を中心

方向の一方端部に残存部分５を残して斜めに延びる第１

として、３６０°の全周にわたって連続的に突起する。

の長孔３Ａと、杭、塀、柵等への取り付けに使用される

【００１０】本発明の請求項２記載の帯状金属板は、前

取付け穴２とが順次設けられ、ロール状に巻き回された

記杭、塀、柵等への取り付けに使用される取付け穴を中

状態から巻き始め端部をロール状端面に対して垂直方向

心にして前記第１の長孔とは対称な位置に、幅方向の他

に引き出すことにより帯状金属板１に捩りを生起させ

方端部に残存部分を残して斜めに延びる第２の長孔が形

て、幅方向の一方端部の残存部分５を破断させて有刺体

成され、ロール状に巻き回された状態から巻き始め端部

１８を突起させるものである。

を垂直方向に引き出すことにより帯状金属板に捩りを生

【００２０】製造過程から説明すると、図１は帯状金属

起させて、幅方向の両端部の残存部分を破断させて有刺

20

板１に第１の長穴３Ａと取付け穴２が加工された状態を

体を突起させることを特徴とする。

示す平面図であり、帯状金属板１の長さ方向の中心線４

【００１１】本発明によれば、有刺体を帯状金属板の両

に沿って、幅方向の一方端部に残存部分５を残して斜め

面に突起させることができる。

に延びる第１の長穴３Ａと取付け穴２が順次に配設され

【００１２】本発明の請求項３記載の有刺体の製造方法

ている。図２は帯状金属板１の部分拡大図である。な

は、有刺体が構成される帯状金属板の製造方法であっ

お、本実施の形態の帯状金属板１の材質は炭素工具鋼Ｓ

て、前記幅方向の残存部分を少なくとも焼き入れするこ

Ｋ５Ｍであり厚さ０．１ｍｍ、幅４０ｍｍである。残存

とを特徴とする有刺体の製造方法である。

部分５の寸法は１ｍｍであるが、１ｍｍ以下の方が望ま

【００１３】本発明によれば、帯状金属板の幅方向の残

しい。また材質はバネ鋼やステンレス鋼、リン青銅であ

存部分を少なくとも焼き入れすることにより硬度は高め

ってもよいものである。次の工程では図３に示すよう

られて靭性が低くなる。これによりロール状に巻き回さ

30

に、帯状金属板１がロール状に巻き回される。

れた状態から巻き始め端部をロール状端面に対して垂直

【００２１】ロール状に巻き回された帯状金属板１を図

方向に引き出された時、帯状金属薄板の１巻きにつき１

４に示すように、巻き始め端部をロール状端面に対して

回の捩りが生起され、この捩り力による幅方向の端部の

垂直方向に引き出すことにより、１巻きにつき１回の捩

残存部分の応力集中により、幅方向の端部の残存部分を

りを生起させる。この捩り力による幅方向の一方端部の

破断させる際に、脆性破壊の起き易い状態となる。ま

残存部分５の応力集中によって破断させて、有刺体１８

た、有刺体先端部の強度が高められる。

を突起させる。これによって有刺体１８が全長、且つ長

【００１４】本発明の請求項４記載の帯状金属板は、Ｈ

さ方向中心線３０を中心として３６０°の全周にわたっ

ＲＣ３０からＨＲＣ５０の硬度を有するバネ材であっ

て連続的に突起する。

て、焼き入れ加工後の幅方向の両端部は、ＨＲＣ５５以
上の硬度を有することを特徴とする。

【００２２】次に、本実施の形態の応用例を説明する
40

と、この応用例は図５乃至図８に示すように、取付け穴

【００１５】本発明によれば、帯状金属板の両端部はＨ

２を中心にして第１の長孔３Ａとは対称な位置に、幅方

ＲＣ５５以上の硬度を有することから、金切り鋏等の工

向の他方端部に残存部分を残して斜めに延びる第２の長

具では容易に切断されることがない。

孔３Ｂが配設され、ロール状に巻き回された状態から、

【００１６】本発明の請求項５記載の有刺体が構成され

巻き始め端部をロール状端面に対して垂直方向に引き出

る帯状金属板を製造する装置は、前記有刺体が構成され

すことにより、帯状金属板１に捩りを生起させ、幅方向

る帯状金属板から突起させた有刺体が構成される帯状金

の両端部の残存部分５を破断させて有刺体１８を突起さ

属板を製造する装置であって、帯状金属板を、その巻き

せるものである。これによれば有刺体１８を帯状金属板

終わり端部を固着させてロール状に巻き回わして収納す

１の両面に突起させることができ、全長、且つ長さ方向

る中空状容器と、この中空状容器から引き出す開口部と

中心線３０を中心として３６０°の全周にわたって連続

を備え、巻き始め端部を引き出し方向に対して垂直にな

50

的に突起させることができる。

( 4 )
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【００２３】（第２の実施の形態）本発明の実施の形態

された第１の杭２０に、取付け穴２にピン２２を貫通し

は、図９及び図１０に示すように、有刺体１８が構成さ

て帯状金属板１を上下方向に４個固着する。敷設車１９

れる帯状金属板１の製造方法であって、前記幅方向の残

を図１７の図中左方向に移動することにより、帯状金属

存部分５を少なくとも焼き入れするものである。ロール

板１はさらに引き出されて捩りが生起され、有刺体１８

状に巻き回された帯状金属板１は図９に示すように焼き

が形成される。ついで地面に第２の杭２１を打設し、ピ

入れ装置６によって幅方向の両端部７が熱せられる。次

ン２２によって帯状金属板１を固着する。これを順次繰

いで図１０に示すように、冷却液８が充填された浴槽９

返すことにより有刺体１８を有する帯状金属板１を架設

に浸漬されて両端部７は焼き入れされる。この焼き入れ

した柵が短時間に張り巡らされることとなる。

によって両端部７の硬度は高められて靭性が低くなる。
ロール状に巻き回された状態から巻き始め端部をロール

【００２８】第２の応用例は図１９に示すように、有刺
10

体１８が構成された帯状金属板１が製造されて、金網フ

状端面に対して垂直方向に引き出すことにより、帯状金

ェンス２４の上部フレーム２５上にタッピングネジ２３

属板の１巻きにつき１回の捩りを生起させる。この捩り

によって配設された例である。これにより金網フェンス

力が幅方向の端部の残存部分５に応力集中し、脆性破壊

２４を乗り越えて侵入しようとする者を阻止する効果が

の起き易い状態となる。これにより、有刺体１８の強度

ある。

が高められるとともに、敷設後には金切り鋏等の工具で

【００２９】さらに、第３の応用例を図２０に示す。地

は帯状金属板が容易に切断され除去されることがなくな

面に３列の有刺体１８を有する帯状金属板１がペッグ２

る。

８によって固定されている。さらにブロック塀２６の上

【００２４】（第３の実施の形態）本発明の実施の形態

面２９にはタッピングネジ２７によって固着されてい

は、図１１乃至図１６に示すように、有刺体１８が構成

る。これによってブロック塀２６の内側へ侵入しようと

される帯状金属板１から突起させた有刺体１８が構成さ

20

する者を、ブロック塀２６近辺の地面と上面２９に敷設

れる帯状金属板１を製造する装置であって、帯状金属板

された有刺体１８を有する帯状金属板によって阻止する

１の巻き終わり端部１７を固着させてロール状に巻き回

ことができる。

して収納する中空状容器１０と、この中空状容器１０か

【００３０】

ら引き出す開口部１６とを備え、巻き始め端部を引き出

【発明の効果】本発明の有刺体が構成される帯状金属板

し方向に対して垂直になるように中空状容器１０が取り

は、幅方向の端部に残存部分を残し斜めに延びる長孔

付けられることを特徴とする有刺体１８が構成される帯

と、杭、塀、柵等への取り付けに使用される取付け穴と

状金属板１を製造する装置である。

を機械加工する工程や、ロール状に巻き回す工程、焼き

【００２５】中空状容器１０には、図１１に示すように

入れ工程、中空状容器に収納する作業時において、未だ

蓋１１がヒンジ１３を支点として開閉可能となって配設

有刺体が突出していない形状のために、加工作業者や製

されており、蓋１１の中心部には開口部１６が穿設され

30

品検査作業者に危険を及ぼすことなく安全に能率良く作

ている。ロール状に巻き回された帯状金属板１は図１２

業ができる。また、運搬過程や敷設作業時においても取

乃至図１４に示すように、円筒形に形設された巻き終わ

扱い易く安全である。敷設すると有刺体が全長、且つ長

り端部１７が、スリット１５に係合し、中空状容器１０

さ方向中心線を中心として３６０°の全周にわたって連

内に固着されて収納される。蓋１１が閉じられた後、ボ

続的に突起する特徴により使用できる範囲が広く、例え

ルト１４により固着され、ハンドル１２によって持ち運

ば敷設車の端面に複数個を配置し杭と併用することによ

ばれる。

り、迅速且つ安全に、有刺体が突出した帯状金属板を配

【００２６】図１５と図１６は中空状容器１０に穿設さ

設した柵を張り巡らすことができる。また、金網フェン

れた開口部１６から、巻き始め端部を引き出し方向に対

スの上面や地面への直取り付け、ブロック塀の上面など

して垂直になるように帯状金属板１が引き出された状態
を示している。これにより１巻きにつき１回の捩りを生

の平面へ敷設することができ、障害物としての侵入者を
40

阻止する効果がある。さらに、帯状金属板の幅方向に焼

起させる。この捩り力が幅方向端部の残存部分５に応力

き入れ加工を施すことにより硬度が高くなり、金切り鋏

集中し、破断させて有刺体を突起させ、これによって有

等の工具では容易に切断されて除去されることがない。

刺体が全長、且つ長さ方向中心線３０を中心として３６

撤収する際には帯状金属板を固着しているペッグやタッ

０°の全周にわたって連続的に突起する。これによれば

ピングネジを取り外し、全長に渡る捩りを戻すことによ

有刺体１８が構成される帯状金属板１を安全かつ迅速に

り、捩りによって突出していた有刺体は消滅し、ロール

製造することができる。

状に容易且つ安全に巻き戻すことができ、再使用も可能

【００２７】次に、本実施の形態の第１の応用例を説明

である。

する。図１７及び図１８に示すように、中空状容器１０

【図面の簡単な説明】

に収められた帯状金属板１を敷設車１９の端面に図示省

【図１】本発明の第１の実施の形態の帯状金属板を示す

略のボルトにより上下方向に４個配置する。地面に打設

50

正面図である。

( 5 )

特開２００３−２０８２２
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8

【図２】本発明の第１の実施の形態の帯状金属板を示す

斜視図である。

部分拡大図である。

【図１２】本発明の第３の実施の形態の中空容器とロー

【図３】本発明の第１の実施の形態の帯状金属板がロー

ル状に巻き回された帯状金属板を示す斜視図である。

ル状に巻き回された状態を示す斜視図である。

【図１３】本発明の第３の実施の形態を示す断面図であ

【図４】上記ロール状に巻き回された帯状金属板が垂直

る。

方向に引き出された状態を示す正面図である。

【図１４】本発明の第３の実施の形態を示す側面図であ

【図５】本発明の第１の実施の形態の帯状金属板の応用

る。

例を示す正面図である。

【図１５】本発明の第３の実施の形態を示す正面図であ

【図６】本発明の第１の実施の形態の帯状金属板の応用
例を示す部分拡大図である。

る。
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【図１６】本発明の第３の実施の形態を示す斜視図であ

【図７】上記帯状金属板がロール状に巻き回された状態

る。

を示す斜視図である。

【図１７】本発明の第３の実施の形態の第１の応用例を

【図８】上記ロール状に巻き回された帯状金属板が垂直

示す斜視図である。

方向に引き出された状態を示す正面図である。

【図１８】本発明の第３の実施の形態の第１の応用例を

【図９】本発明の第２の実施の形態の帯状金属板の製造

示す部分拡大断面図である。

方法を示す正面図である。

【図１９】本発明の第３の実施の形態の第２の応用例を

【図１０】本発明の第２の実施の形態の帯状金属板の製

示す正面図である。

造方法を示す正面図である。

【図２０】本発明の第３の実施の形態の第３の応用例を

【図１１】本発明の第３の実施の形態の中空容器を示す

示す斜視図である。
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【図１３】
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【図１４】

【図１７】

【図１６】
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