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(57)【要約】
【課題】　縦木目と横木目がバランス良くデザインされ
配置された非採光タイプ化粧板や採光タイプ化粧板など
で、品質や長期耐久性や製品歩留まりや製造作業性に優
れた縦横木目からなる高意匠性化粧板を簡単で安価で小
ロット生産や特注生産にも対応可能なように製造する方
法を提供する。
【解決手段】　木質基材と化粧材を用意し化粧材を所定
の形状と寸法に切断し複数個のユニットを作製し長手方
向と木目方向が平行な縦木目ユニットと直角な横木目ユ
ニットと正方形ユニットに分別し縦木目ユニットと横木
目ユニットと正方形ユニットのうちの少なくともいずれ
か１種以上のユニットを接着剤付き木質基材上でパター
ンに従って組み合わせ配置するとともに木質基材に貼着
し全体としての意匠パターンを現出させ、必要に応じて
表面仕上げ塗装及び化粧板の側面木口の接合係止部加工
を施す。以上の各工程に従って製造する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数個のユニットに分割された化粧材を木質基材表面の所定位置に配置し、全体としての
意匠パターンを現出してなる化粧板の製造方法であって、下記手順で作製することを特徴
とする化粧板の製造方法。
１．木質基材を用意し、
２．木目を有する薄板又はシートからなる化粧材を用意し、
３．前記化粧材を所定の形状、寸法に切断し、複数個のユニットを作製し、
４．切断された化粧材の長手方向と木目方向が略平行な縦木目ユニットと、長手方向と木
目方向が略直角な横木目ユニットと、正方形ユニットのいずれかに分別し、
５．木質基材表面に接着剤を塗布し、
６．前記縦木目ユニットと横木目ユニット及び正方形ユニットのうちから選択された少な
くともいずれか１種以上のユニットを接着剤付き木質基材表面上でパターンに従って組み
合わせ配置し、全体としての意匠パターンを現出せしめ、
７．接着剤を介して前記各ユニットを木質基材表面に貼着し、
８．必要に応じて表面仕上げ塗装し、
９．必要に応じて化粧板の側面木口に接合係止部を加工する。
【請求項２】
複数個のユニットに分割された化粧材を木質基材表面の所定位置に配置し、全体としての
意匠パターンを現出してなる化粧板の製造方法であって、下記手順で作製することを特徴
とする化粧板の製造方法。
１．木質基材を用意し、
２．木目を有する薄板又はシートからなる化粧材を用意し、
３．前記化粧材を所定の形状、寸法に切断し、複数個のユニットを作製し、
４．切断された化粧材の長手方向と木目方向が略平行な縦木目ユニットと、長手方向と木
目方向が略直角な横木目ユニットと、正方形ユニットのいずれかに分別し、
５．前記縦木目ユニットと横木目ユニット及び正方形ユニットのうちから選択された少な
くともいずれか１種以上のユニットを組み合わせ配置し、全体としての意匠パターンを現
出せしめ、
６．ユニット固定手段によって各ユニットの相互配置位置を固定し所定パターンの仕組み
化粧材を作製し、
７．木質基材表面に接着剤を塗布し、
８．接着剤を介して前記仕組み化粧材を木質基材表面に貼着し、
９．必要に応じて表面仕上げ塗装し、
１０．必要に応じて化粧板の側面木口に接合係止部を加工する。
【請求項３】
複数個のユニットに分割された化粧材を木質基材表面の所定位置に配置し、全体としての
意匠パターンを現出してなる化粧板の製造方法であって、下記手順で作製することを特徴
とする化粧板の製造方法。
１．木質基材を用意し、
２．木目を有する薄板又はシートからなる化粧材を用意し、
３．前記化粧材を所定の形状、寸法にマージン（余分の裁断代）を加えた形状、寸法に切
断し、複数個の粗ユニットを作製し、
４．切断された化粧材の長手方向と木目方向が略平行な縦木目粗ユニットと、長手方向と
木目方向が略直角な横木目粗ユニットと、正方形粗ユニットのいずれかに分別し、
５．木質基材表面に接着剤を塗布し、
６．前記複数個の縦木目粗ユニットと横木目粗ユニット及び正方形粗ユニットのうちから
選択された少なくともいずれか１種以上の粗ユニットを接着剤付き木質基材表面上で、そ
れぞれのマージンどうしを重ねるようにしてパターンに従って組み合わせ配置し、全体と
しての意匠パターンを現出せしめ、
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７．化粧材の重なり部を設けるようにして仮接着し、
８．隣接する各粗ユニットの重なり部の範囲内で所定の形状、寸法のユニットに切断し、
９．重なり部の余分な化粧端材を除去し、
１０．接着剤を介して前記各ユニットを木質基材表面に貼着し、
１１．必要に応じて表面仕上げ塗装し、
１２．必要に応じて化粧板の側面木口に接合係止部を加工する。
【請求項４】
前記各ユニットが隣接する箇所の少なくとも一箇所以上の箇所で、隣接する木目どうしが
作る角度が略直角であることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載の化粧板
の製造方法。
【請求項５】
前記ユニットのうち、少なくともいずれか１種以上の化粧材ユニット、及び、少なくとも
１個以上の透光板で化粧材が構成されていることを特徴とする請求項１～請求項４のいず
れかに記載の化粧板の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は開き戸、引き戸、折戸等の建具扉の表面化粧板、又は、収納家具、玄関収納、
厨房家具等の扉の表面化粧板、又は、内装壁材、内装床材等の表面化粧板等の製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建具扉や収納家具、厨房家具などの表面扉の表面化粧板、又は、内装壁材や内装
床材等の表面化粧板等に用いられる化粧材として、単色柄や抽象柄を意匠とした樹脂化粧
板や化粧紙貼り化粧板等の他に、天然銘木からなる突板や単板、天然銘木の木目の印刷を
施した合成樹脂化粧シートや化粧紙などのように木目を意匠とした化粧材を表面に貼着し
た化粧板が多く用いられてきた。
【０００３】
　すなわち、木目意匠柄の場合であっても、天然銘木の突板や単板を貼着して作製された
化粧板の他に、合成樹脂シートの表面や薄葉紙などの紙の表面に木目柄を印刷して仕上げ
られた樹脂化粧シート貼りの化粧板や化粧紙貼りの化粧板など多種多様な化粧板があり、
その用途、コストなどから適宜選定されていた。
【０００４】
　前記木目については、板目、追柾、柾目、杢など天然木目ゆえ、さまざまな木目がその
目的に応じて使われてきた。
【０００５】
　また、化粧板の長手方向と木目方向（木繊維方向）とが略平行な縦目デザインの化粧板
が主流であるが、それ以外に化粧板の長手方向と木目方向（木繊維方向）とが略直角な横
目デザインの化粧板も目的とするデザインによっては用いられることが多々あった。
【０００６】
　また、下記に述べる框組ドアの場合、縦框と横框とで木目が略直交する意匠が必要とな
るが、従来は、縦木目部材のみで間に合わせていた。すなわち、例えば、木目柄を用いた
框組のドアなどの場合、縦框は縦木目の部材を縦方向に用い、横框の場合も縦木目の部材
を横方向にして用いれば横方向の木目意匠となり、縦框と横框を框組し、その開口部に鏡
板を取り付ければ、框組ドアが出来上がる。
【０００７】
　このように、框組ドアの場合であっても縦木目の部材のみで間に合わせていた。すなわ
ち、縦木目意匠からなる縦框と縦木目意匠からなる横框を縦と横方向に用い、縦がち突き
合わせ加工方式（縦框の上下端部に横框の左右端縁を当接させる加工方式）又は、留め加
工方式（縦框と横框それぞれの両端部を４５度に切断し該切断面どうしを当接させる加工
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方式）にて框組し、接続箇所は木ダボ等でジョイントして作製し、縦框で縦木目を現出さ
せ、同じ縦木目意匠からなる横框を横方向に用いることによって横木目を現出していた。
特に框組ドアの縦框と横框の木目意匠においては、なるべく通直な柾目が好んで用いられ
てきた。
【０００８】
　また、木材の木口を輪切りにして作製された年輪木目を有する木材薄板を用意し、該薄
板上に木の葉からなるシート状象嵌材をアクリル系粘着剤等で張り付け、さらに、象嵌模
様を形成した金型を用いて、前記張り付けられた象嵌材を木材薄板の木繊維方向に押圧し
て象嵌材を木材薄板の木口面に埋め込む方式の象嵌装飾体の製造方法についての記載があ
る。（例えば、特許文献１参照）。
【０００９】
【特許文献１】特開平７－３１４９９６号公報（第１－５頁、第１－４図）。
【００１０】
　また、材質、色調、柄などの異なる素地シートを用意し、ベースとなる素地シートを機
械裁断によって、その一部を切り取り開口部を設け、該開口部と合同な形状と寸法を有す
る他方の素地シートを切り取り、象嵌素型を作製し、該象嵌素型を前記開口部に隙間なく
嵌め込ませて作製された段差のない象嵌によるインレイ化粧材の記載がある。（例えば、
特許文献２参照）。
【００１１】
【特許文献２】特開平１０－２１７４１６号公報（第１－７頁、第１－１３図）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記従来技術においては、建具扉、家具扉、壁材、床材などの表面化粧
材として、木質基材表面に単色柄や抽象柄の意匠柄を印刷した化粧シートを貼着して作製
された樹脂化粧シート貼りの化粧板や化粧紙貼りの化粧板などの場合、天然銘木の木目柄
の意匠を好むユーザーにとっては物足らず、木目意匠を有する化粧板が望まれる。
【００１３】
　また、木目意匠柄の場合であっても、天然銘木の突板や単板を貼着して作製された化粧
板の他に、合成樹脂シートの表面や薄葉紙などの紙の表面に木目柄を印刷して仕上げられ
た樹脂化粧シートや化粧紙を用意し、それらを木質基材表面に貼着して作製された樹脂化
粧シート貼り化粧板や化粧紙貼り化粧板など、多種多様な化粧板があるが、縦木目のみか
らなる化粧板、又は横木目のみからなる化粧板の場合は意匠が比較的単純になりがちで、
高意匠を望むユーザーにとっては物足りないといった問題点があった。
【００１４】
　すなわち、縦木目と横木目がバランス良く配置されたデザインパターンを現出せしめた
デザイン化粧板などの高意匠性化粧板を用いた扉、壁材、床材などを安価に入手すること
が望まれていた。
【００１５】
　このように、縦木目と横木目とをデザインされた所定形状寸法を有する意匠パターンに
従ってバランス良く配置し意匠性を向上させた木目柄のデザイン化粧板を作製する方法と
しては、従来は次に示すような方法で作製されていた。
【００１６】
　すなわち、化粧材が天然銘木からなる突板や単板である場合は、作製する意匠パターン
に従って所定の形状と寸法を有する木材無垢からなる木材ブロックを必要個数用意し、そ
れらを寄せ木方式で積層接着する。このとき接着剤は湿気硬化型ウレタン樹脂系接着剤が
用いられる。１～２日常温で圧締養生した後、積層プレス機から取り出し、スライサーに
て厚みが約０．２～１．０ｍｍ程度の極薄板にスライスして高意匠性デザイン突板を製造
していた。
【００１７】
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　しかしながら、上記積層スライス方式ではスライス時において木材ブロックの木繊維方
向とスライサーの刃物の切削方向とが順目方向である必要があり、逆に、逆目方向の木材
ブロックが間違って１個でも混入して積層した場合、スライス工程でその箇所の突板が逆
目によって破損することが多々あった。そのため、製品歩留まりが低下し、製品品質が低
下しコスト的にも高価につくといった問題点があった。
【００１８】
　製造技術的にも難しく木材樹種によっては逆目が生じ易く積層スライスが困難なものが
あり使用できる樹種の範囲が限定される。さらに、あまり細かなパターンは木材ブロック
を所定形状に切削することが極めて難しく、従って、デザインやパターンにおいても限定
されたものとなるといった問題点があった。
【００１９】
　また、化粧材が木目印刷を施した樹脂化粧シートや木目印刷を施した化粧紙などである
場合は、あらかじめ印刷の版構成をそのような意匠パターンに沿って作製し印刷を施すこ
とが考えられ、このような方法であると化粧シートを木質基材表面に貼着するだけである
ので極めて簡単に製造できる。
【００２０】
　しかし、木目柄として縦木目と横木目とがバランス良く配置されたデザインパターンで
あったとしても、前記縦木目と横木目とが突き合わされる箇所において、所詮、印刷ゆえ
、いかに精巧に印刷版を構成したとしても、印刷木目どうしが突き合わされているといっ
た感覚はぬぐえない。
【００２１】
　そのため、木目意匠を有し縦木目と横木目とを所定の意匠パターンに従って配置して得
られる高意匠性デザイン化粧板、すなわち、デザイン化粧板の製造方法で、化粧材が天然
銘木突板の場合は、逆目が発生せず、製品歩留まりが高く、品質に優れ、用いる木目の色
柄やデザインやパターンにも制限が少なく、製造技術的にも易しく安価な製造方法が望ま
れていた。
【００２２】
　さらに、化粧材が木目印刷を施した樹脂化粧シートや木目印刷を施した化粧紙などであ
る場合は、前記縦木目と横木目とが突き合わされる箇所において、印刷木目どうしが突き
合わされているといった感覚でなく、いかにも本物感があって、しかも、製品歩留まりが
高く、品質に優れ、用いる木目の色柄やデザインやパターンにも制限が少なく、製造技術
的にも易しく安価な製造方法が望まれていた。
【００２３】
　また、框組ドアの場合、縦木目からなる縦框部材２本と、縦木目からなる横框部材２本
と、ドアの中央部に用いる鏡板１枚の計３種類の部材を用意し、それらを突き合わせ加工
、又は、留め加工で框組しドアを作製していた。このため製造工程が複雑でしかも部材点
数も増え、製造コスト的にも高価についていた。それのみならず、縦框と横框との接続箇
所でしっかりと接続固定しないと長期間の使用中に框の接続箇所からゆがみや破損が生じ
るといった問題点があった。
【００２４】
　すなわち、木目意匠を有する框組デザイン意匠を有するドア用化粧板の製造方法で、長
期耐久性能に優れ、安価な製造方法が望まれていた。
【００２５】
　また、上記特開平７－３１４９９６号公報に記載の象嵌装飾体からなる化粧板の場合、
木材木口面からなる薄板上に象嵌材を粘着剤で張り付け象嵌模様を形成した金型を用いて
、象嵌材を木材薄板の木繊維方向に押圧して象嵌材を埋め込む方式ゆえ、金型コストが高
くつき、しかも、金型を用いるので小ロット他品種生産や特注生産には対応仕切れず、さ
らに、製造作業工程も複雑で作業効率も低く、象嵌材を押圧する際に木材木口面の薄板が
破損する恐れがあり、製品歩留まりも悪く、高価なものにつくといった問題点があった。
【００２６】
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　また、上記特開平１０－２１７４１６号公報に記載のインレイ化粧材の場合、材質、色
調、柄などの異なる素地シートを用意し、ベースとなる素地シートを機械裁断によって、
その一部を切り取り開口部を設け、該開口部と合同な形状と寸法を有する他方の素地シー
トを切り取り、象嵌素型を作製し、該象嵌素型を開口部に隙間なく嵌め込ませて作製する
ので、製造工程が複雑で工数も多く、製造作業性に劣り、高価なものにつくといった問題
点があった。
【００２７】
　そこで、木目意匠を有する高意匠性デザイン化粧板の製造方法で、製造作業性に優れ、
製品歩留まりや品質に優れ、安価な製造方法が望まれていた。
【００２８】
　本発明の目的は、木目意匠を有する高意匠性デザイン化粧板の製造方法で、縦木目と横
木目がバランス良く配置されたデザインパターンを現出せしめたデザイン化粧板、框組デ
ザインドアに用いる框組化粧板、象嵌デザインを有する象嵌化粧板、又は、その採光化粧
板などで、品質や長期耐久性や製品歩留まりや製造作業性に優れた縦横木目からなる高意
匠性化粧板を、簡単な製造工程で、しかも、安価に、小ロット生産や特注生産にも対応可
能な化粧板を製造する方法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】
【００２９】
　上記目的を達成するためになされた本発明の請求項１に記載の化粧板の製造方法は、複
数個のユニットに分割された化粧材を木質基材表面の所定位置に配置し、全体としての意
匠パターンを現出してなる化粧板の製造方法であって、下記手順で作製することを特徴と
している。
１．木質基材を用意し、
２．木目を有する薄板又はシートからなる化粧材を用意し、
３．前記化粧材を所定の形状、寸法に切断し、複数個のユニットを作製し、
４．切断された化粧材の長手方向と木目方向が略平行な縦木目ユニットと、長手方向と木
目方向が略直角な横木目ユニットと、正方形ユニットのいずれかに分別し、
５．木質基材表面に接着剤を塗布し、
６．前記縦木目ユニットと横木目ユニット及び正方形ユニットのうちから選択された少な
くともいずれか１種以上のユニットを接着剤付き木質基材表面上でパターンに従って組み
合わせ配置し、全体としての意匠パターンを現出せしめ、
７．接着剤を介して前記各ユニットを木質基材表面に貼着し、
８．必要に応じて表面仕上げ塗装し、
９．必要に応じて化粧板の側面木口に接合係止部を加工する。
【００３０】
　このような製造手順に従った請求項１に記載の発明によれば、前記縦木目ユニットと、
横木目ユニット、及び、正方形ユニットを接着剤を塗布した木質基材上でパターンに従っ
て組み合わせ配置し、全体としての意匠パターンを現出せしめ、接着剤を介して前記各ユ
ニットを木質基材表面に貼着する方法ゆえ、縦木目と横木目がバランス良く配置されたデ
ザインパターンを現出せしめたデザイン化粧板、框組デザインドアに用いる框組化粧板、
象嵌デザインを有する象嵌化粧板などで、品質や長期耐久性や製品歩留まりや製造作業性
に優れた、縦横木目からなる高意匠性化粧板を、簡単な製造工程で、しかも、安価に製造
することができる。
【００３１】
　すなわち、化粧材が天然の突板の場合、縦木目と横木目とが突き合わされる箇所におい
て、また、象嵌化粧材の箇所において、単板の逆目や破損が発生せず、製品歩留まりが高
く、品質に優れ、用いる木目の色柄やデザインやパターンにも制限が少ない縦横木目から
なる高意匠性化粧板を、製造技術的にも易しく、しかも、安価に製造することができる。
【００３２】
　また、化粧材が木目印刷を施した樹脂化粧シートや木目印刷を施した化粧紙などである
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場合は、縦木目と横木目とが突き合わされる箇所において、印刷木目どうしが突き合わさ
れた印刷パターンであるといった感覚でなく、また、象嵌化粧材の箇所において、象嵌模
様が印刷されたパターンであるといった感覚でなく、いかにも本物感があって、しかも、
製品歩留まりが高く、品質に優れ、用いる木目の色柄やデザインやパターンにも制限が少
ない縦横木目からなる高意匠性化粧板を製造技術的にも易しく安価に製造することができ
る。さらに、接着剤付き木質基材上で所定の意匠パターンに従って、各ユニットを直接組
み合わせ配置するとともに木質基材に貼着する方法ゆえ、極めて作業性良く、簡単に製造
できる。
【００３３】
　本発明の請求項２に記載の化粧板の製造方法は、複数個のユニットに分割された化粧材
を木質基材表面の所定位置に配置し、全体としての意匠パターンを現出してなる化粧板の
製造方法であって、下記手順で作製することを特徴としている。
１．木質基材を用意し、
２．木目を有する薄板又はシートからなる化粧材を用意し、
３．前記化粧材を所定の形状、寸法に切断し、複数個のユニットを作製し、
４．切断された化粧材の長手方向と木目方向が略平行な縦木目ユニットと、長手方向と木
目方向が略直角な横木目ユニットと、正方形ユニットのいずれかに分別し、
５．前記縦木目ユニットと横木目ユニット及び正方形ユニットのうちから選択された少な
くともいずれか１種以上のユニットを組み合わせ配置し、全体としての意匠パターンを現
出せしめ、
６．ユニット固定手段によって各ユニットの相互配置位置を固定し所定パターンの仕組み
化粧材を作製し、
７．木質基材表面に接着剤を塗布し、
８．接着剤を介して前記仕組み化粧材を木質基材表面に貼着し、
９．必要に応じて表面仕上げ塗装し、
１０．必要に応じて化粧板の側面木口に接合係止部を加工する。
【００３４】
　このような製造手順に従った請求項２に記載の発明によれば、前記縦木目ユニットと、
横木目ユニット、及び、正方形ユニットを組み合わせ配置し、全体としての意匠パターン
を現出せしめ、ユニット固定手段によって各ユニットの相互配置位置を固定し、所定の意
匠パターンの仕組み化粧材を作製し、接着剤を介して仕組み化粧材を木質基材表面に貼着
する方法ゆえ、縦木目と横木目がバランス良く配置されたデザインパターンを現出せしめ
たデザイン化粧板、框組デザインドアに用いる框組化粧板、象嵌デザインを有する象嵌化
粧板などで、品質や長期耐久性や製品歩留まりや製造作業性に優れた、縦横木目からなる
高意匠性化粧板を、簡単な製造工程で、しかも、安価に製造することができる。
【００３５】
　すなわち、化粧材が天然の突板の場合、縦木目と横木目とが突き合わされる箇所におい
て、また、象嵌化粧材の箇所において、単板の逆目や破損が発生せず、製品歩留まりが高
く、品質に優れ、用いる木目の色柄やデザインやパターンにも制限が少ない縦横木目から
なる高意匠性化粧板を、製造技術的にも易しく、しかも、安価に製造することができる。
【００３６】
　また、化粧材が木目印刷を施した樹脂化粧シートや木目印刷を施した化粧紙などである
場合は、縦木目と横木目とが突き合わされる箇所において、印刷木目どうしが突き合わさ
れた印刷パターンであるといった感覚でなく、また、象嵌化粧材の箇所において、象嵌模
様が印刷されたパターンであるといった感覚でなく、いかにも本物感があって、しかも、
製品歩留まりが高く、品質に優れ、用いる木目の色柄やデザインやパターンにも制限が少
ない縦横木目からなる高意匠性化粧板を製造技術的にも易しく安価に製造することができ
る。
【００３７】
　さらに、あらかじめ意匠パターンに従って組み合わせ配置してユニット固定手段で固定
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して作製された仕組み化粧材を木質基材表面に貼着する製造方法ゆえ、極めて作業性良く
、簡単に製造できる。
【００３８】
　本発明の請求項３に記載の化粧板の製造方法は、複数個のユニットに分割された化粧材
を木質基材表面の所定位置に配置し、全体としての意匠パターンを現出してなる化粧板の
製造方法であって、下記手順で作製することを特徴としている。
１．木質基材を用意し、
２．木目を有する薄板又はシートからなる化粧材を用意し、
３．前記化粧材を所定の形状、寸法にマージン（余分の裁断代）を加えた形状、寸法に切
断し、複数個の粗ユニットを作製し、
４．切断された化粧材の長手方向と木目方向が略平行な縦木目粗ユニットと、長手方向と
木目方向が略直角な横木目粗ユニットと、正方形粗ユニットのいずれかに分別し、
５．木質基材表面に接着剤を塗布し、
６．前記複数個の縦木目粗ユニットと横木目粗ユニット及び正方形粗ユニットのうちから
選択された少なくともいずれか１種以上の粗ユニットを接着剤付き木質基材表面上で、そ
れぞれのマージンどうしを重ねるようにしてパターンに従って組み合わせ配置し、全体と
しての意匠パターンを現出せしめ、
７．化粧材の重なり部を設けるようにして仮接着し、
８．隣接する各粗ユニットの重なり部の範囲内で所定の形状、寸法のユニットに切断し、
９．重なり部の余分な化粧端材を除去し、
１０．接着剤を介して前記各ユニットを木質基材表面に貼着し、
１１．必要に応じて表面仕上げ塗装し、
１２．必要に応じて化粧板の側面木口に接合係止部を加工する。
【００３９】
　このような製造手順に従った請求項３に記載の発明によれば、余分にマージン部分を加
えた大きめの形状と寸法の縦横木目化粧材を用意し、接着剤を塗布した木質基材上で、そ
れぞれのマージンどうしを重ねるようにしてパターンに従って縦横組み合わせ配置し、全
体としての意匠パターンを現出せしめ、化粧材の重なり部を設けるようにして仮接着し、
隣接する化粧材の重なり部の範囲内で切断し、重なり部の余分な化粧端材を除去し、接着
剤を介して化粧材の各ユニットを木質基材表面上に貼着する方法ゆえ、縦木目と横木目が
バランス良く配置されたデザインパターンを現出せしめたデザイン化粧板、框組デザイン
ドアに用いる框組化粧板、象嵌デザインを有する象嵌化粧板などで、品質や長期耐久性や
製品歩留まりや製造作業性に優れた、縦横木目からなる高意匠性化粧板を、簡単な製造工
程で、しかも、安価に製造することができる。
【００４０】
　すなわち、化粧材どうしのマージン部どうしを重ね貼りすると共に仮接着し、該マージ
ン部の範囲内において、所定のパターンに従って、刃物で切断するので、化粧材が天然の
突板であっても、又、木目印刷が施された樹脂化粧シートや化粧紙の場合であっても、化
粧材の破損の無いことは勿論のこと、意匠パターンそのものを印刷によって現出せしめた
といった感覚でなく、化粧材ユニットそれぞれを所定位置に配置して得られた意匠パター
ンが可能となる。
【００４１】
　すなわち、いかにも本物感にあふれる意匠性が得られる。しかも、製品歩留まりが高く
、品質に優れ、用いる木目の色柄やデザインやパターンにも制限が少ない縦横木目からな
る高意匠性化粧板を製造技術的にも易しく安価に製造することができる。
【００４２】
　さらに、あらかじめ接着剤が塗布された木質基材上で、前記したように、化粧材の粗ユ
ニットどうしのマージン部を重ね貼りして、該重ね貼り部分の箇所で所定形状寸法に切断
して所定の意匠パターンを得る方法ゆえ、極めて作業性良く、簡単に製造できる。
【００４３】
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　また、前記マージン部分の範囲で刃物で切断する際に単なる切断だけでなく、溝加工を
同時にＮＣルーター等で加工することも応用技術として考えられる。従って、よりいっそ
う立体感のある本物感のある化粧材が可能となる。
【００４４】
　また、重ね貼り部を切断して意匠パターンを得る方法ゆえ、細かなパターンも可能で、
金型等も不要でコスト的にも安価につく。さらに、いかなるパターンであっても製造可能
で、ＮＣルーター又は手作業で切断すればよく、小ロット他品種生産や特注生産にも十分
対応可能である。
【００４５】
　本発明の請求項４に記載の化粧板の製造方法は、請求項１～請求項３のいずれかに記載
の化粧板の製造方法において、前記各ユニットが隣接する箇所の少なくとも一箇所以上の
箇所で、隣接する木目どうしが作る角度が略直角であることを特徴としている。
【００４６】
　このような製造手順に従った請求項４に記載の発明によれば、縦木目と横木目がバラン
ス良く配置されたデザインパターンを現出せしめたデザイン化粧板、框組デザインドアに
用いる框組化粧板、縦横木目の象嵌デザインを有する象嵌化粧板などで、品質や長期耐久
性や製品歩留まりや製造作業性に優れた縦横木目からなる高意匠性化粧板を、簡単な製造
工程で、しかも、安価に、小ロット生産や特注生産にも十分対応して製造できる。
【００４７】
　本発明の請求項５に記載の化粧板の製造方法は、請求項１～請求項４のいずれかに記載
の化粧板の製造方法において、前記ユニットのうち、少なくともいずれか１種以上の化粧
材ユニット、及び、少なくとも１個以上の透光板で化粧材が構成されていることを特徴と
している。
【００４８】
　このような製造手順に従った請求項５に記載の発明によれば、前記ユニットのうち、少
なくともいずれか１種以上の化粧材ユニット、及び、少なくとも１個以上の透光板で化粧
材が構成されているので、採光タイプのデザイン化粧板、採光タイプの框組化粧板、採光
タイプの象嵌化粧板などの縦横木目からなる採光タイプの高意匠性化粧板で、品質、製品
歩留まり、製造作業性に優れ、しかも、安価な採光化粧板が可能となる。
【発明の効果】
【００４９】
　請求項１に記載の発明によれば、前記縦木目ユニットと、横木目ユニット、及び、正方
形ユニットを接着剤を塗布した木質基材上でパターンに従って組み合わせ配置し、全体と
しての意匠パターンを現出せしめ、接着剤を介して前記各ユニットを木質基材表面に貼着
する方法ゆえ、縦木目と横木目がバランス良く配置されたデザインパターンを現出せしめ
たデザイン化粧板、框組デザインドアに用いる框組化粧板、象嵌デザインを有する象嵌化
粧板などで、品質や長期耐久性や製品歩留まりや製造作業性に優れた、縦横木目からなる
高意匠性化粧板を、簡単な製造工程で、しかも、安価に製造することができる。
【００５０】
　すなわち、化粧材が天然の突板の場合、縦木目と横木目とが突き合わされる箇所におい
て、また、象嵌化粧材の箇所において、単板の逆目や破損が発生せず、製品歩留まりが高
く、品質に優れ、用いる木目の色柄やデザインやパターンにも制限が少ない縦横木目から
なる高意匠性化粧板を、製造技術的にも易しく、しかも、安価に製造することができる。
【００５１】
　また、化粧材が木目印刷を施した樹脂化粧シートや木目印刷を施した化粧紙などである
場合は、縦木目と横木目とが突き合わされる箇所において、印刷木目どうしが突き合わさ
れた印刷パターンであるといった感覚でなく、また、象嵌化粧材の箇所において、象嵌模
様が印刷されたパターンであるといった感覚でなく、いかにも本物感があって、しかも、
製品歩留まりが高く、品質に優れ、用いる木目の色柄やデザインやパターンにも制限が少
ない縦横木目からなる高意匠性化粧板を製造技術的にも易しく安価に製造することができ
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る。さらに、接着剤付き木質基材上で所定の意匠パターンに従って、各ユニットを直接組
み合わせ配置するとともに木質基材に貼着する方法ゆえ、極めて作業性良く、簡単に製造
できる。
【００５２】
　請求項２に記載の発明によれば、前記縦木目ユニットと横木目ユニット及び正方形ユニ
ットを組み合わせ配置し、全体としての意匠パターンを現出せしめ、ユニット固定手段に
よって各ユニットの相互配置位置を固定し、所定の意匠パターンの仕組み化粧材を作製し
、接着剤を介して仕組み化粧材を木質基材表面に貼着する方法ゆえ、縦木目と横木目がバ
ランス良く配置されたデザインパターンを現出せしめたデザイン化粧板、框組デザインド
アに用いる框組化粧板、象嵌デザインを有する象嵌化粧板などで、品質や長期耐久性や製
品歩留まりや製造作業性に優れた、縦横木目からなる高意匠性化粧板を、簡単な製造工程
で、しかも、安価に製造することができる。
【００５３】
　すなわち、化粧材が天然の突板の場合、縦木目と横木目とが突き合わされる箇所におい
て、また、象嵌化粧材の箇所において、単板の逆目や破損が発生せず、製品歩留まりが高
く、品質に優れ、用いる木目の色柄やデザインやパターンにも制限が少ない縦横木目から
なる高意匠性化粧板を、製造技術的にも易しく、しかも、安価に製造することができる。
【００５４】
　また、化粧材が木目印刷を施した樹脂化粧シートや木目印刷を施した化粧紙などである
場合は、縦木目と横木目とが突き合わされる箇所において、印刷木目どうしが突き合わさ
れた印刷パターンであるといった感覚でなく、また、象嵌化粧材の箇所において、象嵌模
様が印刷されたパターンであるといった感覚でなく、各ユニットを所定の位置に配置して
得られたパターンであるといった、いかにも本物感にあふれる意匠性が得られる。しかも
、製品歩留まりが高く、品質に優れ、用いる木目の色柄やデザインやパターンにも制限が
少ない縦横木目からなる高意匠性化粧板を製造技術的にも易しく安価に製造することがで
きる。
【００５５】
　さらに、あらかじめ意匠パターンに従って組み合わせ配置してユニット固定手段で固定
して作製された仕組み化粧材を木質基材表面に貼着する製造方法ゆえ、極めて作業性良く
、簡単に製造できる。
【００５６】
　請求項３に記載の発明によれば、余分にマージン部分を加えた大きめの形状と寸法の縦
横木目化粧材を用意し、接着剤を塗布した木質基材上で、それぞれのマージンどうしを重
ねるようにしてパターンに従って縦横組み合わせ配置し、全体としての意匠パターンを現
出せしめ、化粧材の重なり部を設けるようにして仮接着し、隣接する化粧材の重なり部の
範囲内で切断し、重なり部の余分な化粧端材を除去し、接着剤を介して化粧材の各ユニッ
トを木質基材表面上に貼着する方法ゆえ、縦木目と横木目がバランス良く配置されたデザ
インパターンを現出せしめたデザイン化粧板、框組デザインドアに用いる框組化粧板、象
嵌デザインを有する象嵌化粧板などで、品質や長期耐久性や製品歩留まりや製造作業性に
優れた、縦横木目からなる高意匠性化粧板を、簡単な製造工程で、しかも、安価に製造す
ることができる。
【００５７】
　すなわち、化粧材どうしのマージン部どうしを重ね貼りすると共に仮接着し、該マージ
ン部の範囲内において、所定のパターンに従って、刃物で切断するので、化粧材が天然の
突板であっても、又、木目印刷が施された樹脂化粧シートや化粧紙の場合であっても、化
粧材の破損の無いことは勿論のこと、意匠パターンそのものを印刷によって現出せしめた
といった感覚でなく、化粧材ユニットそれぞれを所定位置に配置して得られた意匠パター
ンが可能となる。すなわち、いかにも本物感にあふれる意匠性が得られる。しかも、製品
歩留まりが高く、品質に優れ、用いる木目の色柄やデザインやパターンにも制限が少ない
縦横木目からなる高意匠性化粧板を製造技術的にも易しく安価に製造することができる。
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【００５８】
　さらに、あらかじめ接着剤が塗布された木質基材上で、前記したように、化粧材の粗ユ
ニットどうしのマージン部を重ね貼りして、該重ね貼り部分の箇所で所定形状寸法に切断
して所定の意匠パターンを得る方法ゆえ、極めて作業性良く、簡単に製造できる。
【００５９】
　また、前記マージン部分の範囲で刃物で切断する際に単なる切断だけでなく、溝加工を
同時にＮＣルーター等で加工することも応用技術として考えられる。従って、よりいっそ
う立体感のある本物感のある化粧材が可能となる。
【００６０】
　また、重ね貼り部を切断して意匠パターンを得る方法ゆえ、細かなパターンも可能で、
金型等も不要でコスト的にも安価につく。さらに、いかなるパターンであっても製造可能
で、ＮＣルーター又は手作業で切断すればよく、小ロット他品種生産や特注生産にも十分
対応可能である。
【００６１】
　請求項４に記載の発明によれば、前記各ユニットが隣接する箇所の少なくとも一箇所以
上の箇所で、隣接する木目どうしが作る角度が略直角であるので、縦木目と横木目がバラ
ンス良く配置されたデザインパターンを現出せしめたデザイン化粧板、框組デザインドア
に用いる框組化粧板、縦横木目の象嵌デザインを有する象嵌化粧板などで、品質や長期耐
久性や製品歩留まりや製造作業性に優れた縦横木目からなる高意匠性化粧板を、簡単な製
造工程で、しかも、安価に、小ロット生産や特注生産にも十分対応して製造できる。
【００６２】
　請求項５に記載の発明によれば、前記ユニットのうち、少なくともいずれか１種以上の
化粧材ユニット、及び、少なくとも１個以上の透光板で化粧材が構成されているので、採
光タイプのデザイン化粧板、採光タイプの框組化粧板、採光タイプの象嵌化粧板などの縦
横木目からなる採光タイプの高意匠性化粧板で、品質、製品歩留まり、製造作業性に優れ
、しかも、安価な採光化粧板が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６３】
　本発明の詳細を図面に従って説明する。図１は本発明の非採光タイプの化粧板の一例を
示す正面図である。図２は本発明の化粧板の製造方法の説明図で、第一、第二実施形態の
ユニット作製工程を示す。図３は第一、第二実施形態のユニット組み合わせ工程を示す。
図４は第二実施形態の仕組み工程を示す。図５は第一、第二実施形態の貼着工程を示す。
図６は第三実施形態の粗ユニット作製工程を示す。図７の（イ）は第三実施形態の重ね貼
り工程を示す。（ロ）は第三実施形態の重ね貼りの説明図である。図８は本発明の採光タ
イプの化粧板の一例を示す正面図である。図中に示す符号は、１は本発明の化粧板、１ａ
は非採光タイプ化粧板、１ｂは採光タイプ化粧板、２は木質基材、３は化粧材、４は仕組
み化粧材、５は仕上げ塗装膜、６は透光板、Ｕは化粧材ユニット、Ｕ１は縦木目ユニット
、Ｕ２は横木目ユニット、Ｕ３は正方形ユニット、Ｐは木目方向、Ｓは接着剤、Ｔはユニ
ット固定手段、Ｒは粗ユニット、Ｒ１は縦木目粗ユニット、Ｒ２は横木目粗ユニット、Ｒ
３は正方形粗ユニット、Ｍは化粧材ユニットのマージン、Ｋは化粧材の重なり部、Ｌは所
定の切断線を示す。
【００６４】
　図１において、本発明の非採光タイプの化粧板１ａについて説明する。木質基材２の表
面側に化粧材３を貼着するための接着剤Ｓが塗布されており、その上に本発明の化粧材３
が貼着されている。本発明の非採光タイプの化粧板１ａを構成する化粧材３は複数枚のユ
ニットＵに分割されており、該化粧材ユニットＵが所定位置に配置され、全体として非採
光タイプの意匠パターンを現出している。
【００６５】
　木質基材２としては、合板、中比重繊維板、パーティクルボード、ＬＶＬ（単板積層材
）、ＯＳＢ（配向性ストランドボード）、集成材、ハードボード等を好適な材料として例
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示できる。これらのなかで、合板、中比重繊維板が性能、製造し易さ、材料の入手し易さ
、コスト等を考慮すると最も好適である。材料の厚みは、その使用目的によって、薄い方
で約３ｍｍ程度から厚い方で約３０ｍｍ程度まで、さまざまある。しかしこれらに限定さ
れるものではない。これらのなかで化粧板としては、約３ｍｍ～１５ｍｍ程度が最も好適
である。
【００６６】
　化粧材３としては、厚みが約０．２ｍｍ～約３ｍｍ程度の天然銘木の突板、単板が好適
のものの１つとして例示できるが、厚みはこれに限定されるものではない。この他に、厚
みが約０．１ｍｍ～３．０mm程度の塩ビ樹脂シートやオレフィン樹脂シートに天然銘木の
木目が印刷された木目柄の樹脂化粧シートを好適なものとして例示できる。厚みはこれら
に限定されるものではない。この他に、薄葉紙に天然銘木の木目が印刷された木目柄の化
粧紙を好適なものとして例示できる。
【００６７】
　木目柄は柾目、板目、追柾目、杢、又はそれらが複合された木目柄がさまざま考えられ
る。いずれの木目柄であってもよいものとする。しかし、これらの木目柄のなかで、柾目
、又は、高意匠性板目柄が好適である。ここで言う高意匠性板目柄とは、幅細の板目を真
ん中としその両側に柾目が自然に表現された木目柄を言う。本例では柾目柄を例にとって
詳述する。
【００６８】
　化粧材貼り用接着剤Ｓとしては、天然の木質単板や化粧紙等の場合、ユリア樹脂系接着
剤、メラミン樹脂系接着剤、ユリアメラミン共縮合樹脂系接着剤、酢酸ビニル樹脂系接着
剤及びこれらのブレンドタイプの接着剤が好適なものとして例示できる。これらの他にア
クリル樹脂系接着剤やウレタン樹脂系接着剤等も好適なものとして例示できる。また、塩
ビ樹脂化粧シートやオレフィン樹脂化粧シートなどの場合は、酢酸ビニル樹脂系接着剤や
、その他のビニル樹脂系接着剤等を好適なものとして例示できる。勿論これら以外の接着
剤であってもよいものとする。接着条件はそれぞれの接着剤に適した接着条件を採用する
必要がある。
【００６９】
　先ず、作製しようとする非採光タイプの化粧板１ａの木目意匠パターンをデザインし決
定する。その場合、木目柄意匠とし、本例では柾目柄の例で説明する。さらに、本発明の
非採光タイプの化粧板１ａは、従来の化粧板のように、木目柄の木目方向Ｐが縦又は横の
１方向のみからなるものでなく、縦木目と横木目とが混在し、バランスよく配置され、全
体として意匠パターンを現出するように構成されている。
【００７０】
　本発明の化粧材３は複数枚の各ユニットＵが木質基材２の上で所定位置に配置されるこ
とで意匠パターンが現出される構成である。前記化粧材ユニットＵは、縦木目ユニットＵ
１、横木目ユニットＵ２、正方形ユニットＵ３の３種類がある。縦木目ユニットＵ１とは
、ユニットＵの長手方向と木目方向Ｐとが略平行なものを言う。又、横木目ユニットＵ２
とは、ユニットＵの長手方向と木目方向Ｐとが略直角なものを言う。又、正方形ユニット
Ｕ３とは、ユニットＵの形状そのものが正方形からなるものを言う。
【００７１】
　本発明の非採光タイプの化粧板１ａは、前記各化粧材ユニットＵ、すなわち、縦木目ユ
ニットＵ１、横木目ユニットＵ２、正方形ユニットＵ３のいずれか１種以上で構成されて
いる。図１の例では縦木目ユニットＵ１と横木目ユニットＵ２の２種類から構成されてい
る。また、本発明の非採光タイプの化粧板１ａは各ユニットＵが隣接する箇所の少なくと
も一箇所以上の箇所で、隣接する木目どうしが作る角度が略直角となるように各ユニット
Ｕが配置されて縦横木目からなる意匠パターンが現出されている。すなわち、隣接する各
ユニットＵの木目方向Ｐどうしが作る角度が略直角となるように配置構成されている。
【００７２】
　縦木目ユニットＵ１の１種類で構成する場合は、図示しないが、縦木目ユニットＵ１を
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縦方向に配置して木目方向Ｐを縦とし、他の縦木目ユニットＵ１を横方向に配置して木目
方向Ｐを横とし、このようにして縦木目ユニットＵ１のみで縦横木目からなる意匠パター
ンを構成することができる。また、横木目ユニットＵ２のみで構成する場合も同様である
。
【００７３】
　また、正方形ユニットＵ３のみで構成する場合は、隣接する正方形ユニットＵ３どうし
の木目方向Ｐを縦方向と横方向とに略直角になるように配置すればよい。しかし、縦木目
ユニットＵ１と横木目ユニットＵ２と正方形ユニットＵ３のうち、なるべく多くの種類の
ユニットＵを配置した方が意匠パターンのバリエーションが豊富に構成可能となる。
【００７４】
　図２～図７に従って、本発明の非採光タイプの化粧板１ａの製造方法について詳述する
。先ず、図２～図５において、第一及び第二実施形態について述べる。
【００７５】
　図２において、第一、第二実施形態のユニット作製工程について述べる。先ず、事前に
木質基材２、化粧材３、接着剤Ｓなどの材料を用意し、所定の意匠パターンをデザインし
ておく。該意匠パターンに従って、化粧材３を複数枚の化粧材ユニットＵに分割する。こ
のとき、分割された各化粧材ユニットＵを集合させ組み合わせ配置した際、所定の意匠パ
ターンになるように、所定の形状、寸法に切断する。このとき、長手方向と木目方向が略
平行をなす縦木目ユニットＵ１と、長手方向と木目方向が略直角をなす横木目ユニットＵ
２と、正方形ユニットＵ３のいずれか１種以上で構成されるように、必要とする化粧材ユ
ニットＵを作製しておく。
【００７６】
　図３において、第一、第二実施形態のユニット組み合わせ工程について述べる。前工程
で所定の形状と寸法に切断して得られた各化粧材ユニットＵを縦木目ユニットＵ１、横木
目ユニットＵ２、正方形ユニットＵ３のいずれかに分別しておく。続いて、前記縦木目ユ
ニットＵ１と横木目ユニットＵ２及び正方形ユニットＵ３のうちから選択された少なくと
もいずれか１種以上の化粧材ユニットＵを組み合わせ配置し、全体としての意匠パターン
を現出させ構成する。さらに、各隣接する前記化粧材ユニットＵの、縦木目ユニットＵ１
と横木目ユニットＵ２と正方形ユニットＵ３の少なくともいずれか１種以上が木質基材２
の表面上の所定位置に配置されたとき、各化粧材ユニットＵどうしが隣接する箇所の少な
くとも一箇所以上の箇所で、隣接する木目方向Ｐどうしが作る角度が略直角となるように
各化粧材ユニットＵの配置に注意する。
【００７７】
　このとき、本発明の第一実施形態においては、木質基材２表面に接着剤Ｓをあらかじめ
塗布しておき、各化粧材ユニットＵを接着剤付き木質基材２上で、所定の意匠パターンに
従って組み合わせ配置する。続いて熱圧プレス又は常温プレスで貼着する。
【００７８】
　図４において、本発明の第二実施形態における化粧材の仕組み工程について述べる。本
発明の第二実施形態においては、下記に詳述するように、化粧材ユニットＵを木質基材２
の表面に貼着する前に、前工程で各化粧材ユニットＵを所定の意匠パターンに従って配置
し、それをテープ等で固定し仕組み化粧材４を作製しておいて、それを木質基材２に貼着
する。
【００７９】
　上記したように、前工程で各化粧材ユニットＵをデザインされた意匠パターンに従って
所定位置に組み合わせ配置された各化粧材ユニットＵを仕組み固定する。すなわち、各化
粧材ユニットＵの相互配置位置に注意して、各化粧材ユニットＵをユニット固定手段Ｔに
よって固定し、所定パターンの仕組み化粧材４を作製する。このとき、用いるユニット固
定手段Ｔとしては、接着テープ、ホットメルト系接着剤等を好適なものとして例示できる
。接着テープとしては仕組み化粧材４を木質基材２表面に貼着した後、表面塗装前に研磨
して除去できる程度に接着力が比較的小さいものを選び、表面研磨後、接着テープあとが



(14) JP 2009-226645 A 2009.10.8

10

20

30

40

50

残らないように注意する必要がある。薄手の紙を基材とした接着テープ等を好適なものと
して例示できる。ホットメルト系接着剤についても同様の注意を払う必要がある。
【００８０】
　図５において、第一、第二実施形態の貼着工程について述べる。第一実施形態では、前
工程で作製された各化粧材ユニットＵを意匠パターンに従って直接、接着剤付き木質基材
２の表面に貼着する。また、第二実施形態では、貼着工程前にあらかじめ作製された仕組
み化粧材４を木質基材表面に接着剤Ｓによって貼着する。使用する木質基材２や接着剤Ｓ
などの材料は上記したとおりである。熱圧締での接着、又は、常温圧締での接着によって
貼着する。接着条件は化粧材３や接着剤Ｓの種類によって異なる。それぞれに合った条件
を選定する。その後、必要に応じて表面仕上げ塗装膜５を表面に設ける。さらに、必要に
応じて非採光タイプ化粧板１ａの側面木口に接合係止部（図示せず）を加工する。非採光
タイプの化粧板１ａの製造方法の第一、第二実施形態は、以上の各工程に従って行われる
。
【００８１】
　図６、図７において、非採光タイプの化粧板１ａの製造方法の第三実施形態について述
べる。
【００８２】
　図６において、粗ユニット作製工程について述べる。先ず、はじめに、事前に木質基材
２、化粧材３、接着剤Ｓなどの材料を用意し、所定の意匠パターンをデザインしておく。
該意匠パターンに従って、化粧材３を複数枚の化粧材ユニットＵに分割する。このとき、
前記化粧材３を所定の形状、寸法にマージンＭ（余分の裁断代）を加えた大きめの形状、
寸法に切断し、複数個の粗ユニットＲを作製する。すなわち、化粧材ユニットＵの所定の
切断線Ｌをまたいで、所定の形状、寸法にマージンＭ（切断余裕部分）を加えた大きめの
形状と寸法に切断する。続いて、切断された各化粧材の粗ユニットＲを種類別に分別する
。すなわち、粗ユニットＲの長手方向と木目方向Ｐが略平行な縦木目粗ユニットＲ１と、
長手方向と木目方向Ｐが略直角な横木目粗ユニットＲ２と、正方形粗ユニットＲ３のいず
れかに分別する。
【００８３】
　図７の（イ）及び（ロ）において、第三実施形態における重ね貼り工程について述べる
。前工程で木質基材２の表面に接着剤Ｓを塗布しておく。次に、前工程で作製した複数個
の縦木目粗ユニットＲ１と横木目粗ユニットＲ２及び正方形粗ユニットＲ３のうちから選
択された少なくともいずれか１種以上の粗ユニットＲを接着剤Ｓが塗布された木質基材２
の表面上で、それぞれのマージンＭどうしを重ねるようにして所定の意匠パターンに従っ
て、組み合わせ配置し、全体としての意匠パターンを現出させる。このとき、各隣接する
前記化粧材の粗ユニットＲの、縦木目ユニットＲ１と横木目ユニットＲ２と正方形粗ユニ
ットＲ３の少なくともいずれか１種以上が、木質基材２の表面上の所定位置に配置された
とき、各化粧材の粗ユニットＲどうしが隣接する箇所の少なくとも一箇所以上の箇所で、
隣接する木目方向Ｐどうしが作る角度が略直角となるように各化粧材の粗ユニットＲの配
置に注意する。
【００８４】
　このようにして、各化粧材の粗ユニットＲの重なり部Ｋを設けるようにする。この状態
で各粗ユニットＲを木質基材２の表面に仮接着する。続いて、隣接する各粗ユニットＲの
重なり部Ｋの範囲内で所定の形状、寸法のユニットＵに切断し、重なり部Ｋの余分な化粧
端材を除去する。接着剤Ｓを介して前記各ユニットＵを木質基材２の表面に貼着する。前
記マージンＭの箇所に於ける化粧材の切断方法は、最も簡単で且つ正確な方法としては、
定規とカッター刃を用いた人手による切断加工である。しかし、加工能率を上げるために
は、コンピュータープログラムで制御されたＮＣルーターや切断加工機などを用いるとよ
い。
【００８５】
　化粧材３の貼着方法は、熱圧締接着、又は、常温圧締接着で貼着する。接着条件は化粧
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材３や接着剤Ｓの種類によって異なる。それぞれに合った条件を選定する。その後、必要
に応じて表面仕上げ塗装膜５を表面に設ける。さらに、必要に応じて非採光タイプ化粧板
１ａの側面木口に接合係止部（図示せず）を加工する。非採光タイプの化粧板１ａの製造
方法の第三実施形態は、以上の各工程に従って行われる。使用される、木質基材２、化粧
材３、接着剤Ｓなどは上記したとおりである。
【００８６】
　図８において、本発明の採光タイプの化粧板１ｂについて述べる。木質基材２の表面側
に化粧材３を貼着するための接着剤Ｓが塗布されており、その上に本発明の化粧材３が貼
着されている。本発明の採光タイプの化粧板１ｂを構成する化粧材３は、前記縦木目ユニ
ットＵ１と横木目ユニットＵ２及び正方形ユニットＵ３のうちから選択された少なくとも
いずれか１種以上の化粧材ユニットＵ、及び、少なくとも１個以上の透光板６とで構成さ
れている。前記縦木目ユニットＵ１、横木目ユニットＵ２、正方形ユニットＵ３のうちの
少なくともいずれか１種以上の化粧材ユニットＵ及び透光板６とが所定位置に配置されて
おり、全体として採光タイプの意匠パターンを現出して本発明の採光タイプの化粧板１ｂ
が構成されている。
【００８７】
　従って、透光板６以外は非採光タイプ化粧板１ａと同様である。すなわち、長手方向と
木目方向Ｐとが略平行な縦木目ユニットＵ１と、長手方向と木目方向Ｐとが略直角な横木
目ユニットＵ２と、ユニットＵの形状そのものが正方形からなる正方形ユニットＵ３との
うち少なくとも１種以上の化粧材ユニットＵ、及び、透光板６とで化粧材３が構成されて
いる。
【００８８】
　木質基材２は非採光タイプ化粧板１ａと同様のものでよい。また、透光板６を除く各化
粧材ユニットＵを貼着するための接着剤Ｓも同様のものでよい。
【００８９】
　透光板６としては、例えば、着色透明又は無色透明のアクリル樹脂成型体、着色半透明
又は無色半透明のアクリル樹脂成型体、着色透明又は無色透明の硝子体、着色半透明又は
無色半透明の硝子体等を好適なものとして例示できる。この他に、着色又は無色の透光性
を有するＡＢＳ樹脂成型体、ポリエステル樹脂成型体、硬質塩ビ樹脂成型体、ポリカーボ
ネート樹脂成型体等を好適なものとして例示できる。
【００９０】
　扉の例で、採光タイプの化粧板１ｂを用いた採光扉について詳述する。先ず、非採光タ
イプの化粧板１ａを用いて作製された非採光タイプの扉の所定の位置に透光板６を取り付
けた構成とする。先ず、非採光タイプの化粧板１ａを扉の表面と裏面用として２枚作製す
る。このときの製造方法は上述したとおりである。一方、扉の芯組材としてフラッシュ構
造の芯組材（図示せず）を作製する。この芯組材はフラッシュ構造の芯組材の代わりに密
実構造の芯材であっても、勿論、よいものとする。
【００９１】
　前記フラッシュ構造の芯組材又は密実構造の芯材の表裏両面に非採光タイプの化粧板１
ａを張り付けて非採光タイプの扉を作製する。次に、透光板６の取り付け予定箇所におい
て、扉に開口部（図示せず）を設ける。該開口部に透光板６を取り付けて採光扉が完成す
る。
【００９２】
　フラッシュ構造の芯組材である場合は、前記開口部周縁には芯材を必ず設けるようにす
る必要がある。密実構造の芯材の場合はこのような注意は不要である。
【００９３】
　扉の開口部に透光板６を取り付ける方法は、接着剤で固着させるか、開口部周縁に透光
板取り付け用の額縁を設け、該額縁に透光板６を取り付け係止させる方法等がある。透光
板６を取り付けた後の仕上がり性、意匠性、取り付け作業性、製造コスト等を考慮して取
り付け方法を決定する。これで採光タイプの化粧板１ｂが完成する。
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【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の非採光タイプの化粧板の一例を示す正面図。
【図２】化粧板製造方法の説明図で第一、第二実施形態のユニット作製工程を示す。
【図３】第一、第二実施形態のユニット組み合わせ工程を示す。
【図４】第二実施形態の仕組み工程を示す。
【図５】第一、第二実施形態の貼着工程を示す。
【図６】第三実施形態の粗ユニット作製工程を示す。
【図７】（イ）第三実施形態の重ね貼り工程。（ロ）第三実施形態の重ね貼り説明図。
【図８】本発明の採光タイプの化粧板の一例を示す正面図。
【符号の説明】
【００９５】
　　　１　　　本発明の化粧板
　　　１ａ　　非採光タイプ化粧板
　　　１ｂ　　採光タイプ化粧板
　　　２　　　木質基材
　　　３　　　化粧材
　　　４　　　仕組み化粧材
　　　５　　　仕上げ塗装膜
　　　６　　　透光板
　　　Ｕ　　　化粧材ユニット
　　　Ｕ１　　縦木目ユニット
　　　Ｕ２　　横木目ユニット
　　　Ｕ３　　正方形ユニット
　　　Ｐ　　　木目方向
　　　Ｓ　　　接着剤
　　　Ｔ　　　ユニット固定手段
　　　Ｒ　　　粗ユニット
　　　Ｒ１　　縦木目粗ユニット
　　　Ｒ２　　横木目粗ユニット
　　　Ｒ３　　正方形粗ユニット
　　　Ｍ　　　化粧材ユニットのマージン
　　　Ｋ　　　化粧材の重なり部
　　　Ｌ　　　所定の切断線



(17) JP 2009-226645 A 2009.10.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 2009-226645 A 2009.10.8

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

