
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 基板の表面に、 細幅
の平坦な に ていると共に両側溝壁面を 底面の両側端から基板表面に向か
って溝幅が幅広くなる方向に傾斜した傾斜壁面に形成

しかるの
ち、 化粧シートを

貼着すると共に溝部を被覆している化粧シート部分を溝内に 該溝の両側溝
壁面から上記平坦な底面に連続して密着させることを特徴とする木質床材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、住宅における建築用木質床材、特に、表面に化粧シートを貼着した木質床材

製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、無垢の天然木材を加工してなる床材や表面に化粧単板を貼着している木質床材に
代わって、基板表面に樹脂フィルムや樹脂強化化粧紙などの化粧シートを貼着してなる木
質床材が広く使用されている。基板表面に貼着される上記化粧シートは品質が一定であり
、且つ印刷技術の向上や樹脂組成の改良によって、外観や耐久性も化粧単板とほとんど変

10

20

JP 3860373 B2 2006.12.20

木質板よりなる 溝底の幅が全長に亘って 0.2mm 以上で 1.0mm 未満の
底面 形成され この

している溝を断面Ｖ字状の刃体によ
って刻設したのち、これらの溝の面を含めて基板の表面全面に接着剤を塗布し、

この基板表面に厚みが上記溝の平坦な底面の幅寸法よりも薄い 重ね合わ
せて 押し込んで

の



わらなく、従って、良好な外観と強度的にも優れた化粧シート貼り木質床材を安価に且つ
多量に生産し得るという利点を備えている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、木質床材には通常、疑似目地となる溝が刻設されており、この溝加工は
基板表面に化粧シートを貼着したのち、断面Ｖ字状の刃体を表面に押し付けることにより
刻設されているため、溝部においては先鋭な刃先によって化粧シートが切断された構造と
なり、従って、深い溝を刻設すると、断面Ｖ字状の溝における両側溝壁面に基材の生地が
露出して表面の化粧シートとの色合いが相違し、違和感を与えて商品価値が低下するとい
う問題点があった。このため、比較的浅く且つ細い溝しか形成することができず、立体感
や高級感に劣るものであった。
【０００４】
　さらに、化粧シートが基板表面から溝に沿って溝底に達するまで密着していても、溝底
において切断されていると、施工後においてその切断した端部から化粧シートが剥離した
り捲れが生じて外観を著しく損するばかりでなく、耐水性等の耐久性が低下して長期の使
用に供することができなくなるという問題点がある。また、基板表面に上記溝を刻設した
のち化粧シートを貼着した場合においては、図７に示すように、基板ａの表面に刻設した
溝ｂの溝底が鋭角な底面に刻設されているので、化粧シートｃを溝ｂ内に没入させても化
粧シートｃは厚みを有しているために溝底端にまで密着させることができず、浮き上がり
状態となって立体感を著しく阻害すると共に均一な木質床材を得ることができないという
問題点がある。
【０００５】
　本発明はこのような問題点に鑑みてなされたもので、その目的とするところは優れた外
観を呈すると共に、立体感と高級感に富み、且つ剥離したりする虞れもなく長期の使用に
耐えることができる木質床材 工業的に多量生産可能な製造方法を提供するにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の木質床材 は、 基板の表
面に、 細幅の平坦な に て
いると共に両側溝壁面を 底面の両側端から基板表面に向かって溝幅が幅広くなる方向
に傾斜した傾斜壁面に形成

しかるのち、
化粧シートを 貼着すると共に溝部を

被覆している化粧シート部分を溝内に 該溝の両側溝壁面から上記平坦な底面に
連続して密着させることを特徴とする。
【０００７】
【作用】
　基板表面に刻設した溝の底面は細幅の平坦な面に形成されてあり、この溝を設けている
基板表面に化粧シートを貼着しているので、溝部を被覆する化粧シート部分を溝内に没入
させることによって溝が深く且つ溝幅が広くても化粧シートが切断されることなく溝の傾
斜壁面に全面的に貼着する。従って、溝の傾斜壁面に基板の生地面が露出することのない
優れた外観を呈する化粧シート貼り木質床材を提供することができる。その上、溝の底面
を細幅の平坦面に形成しているので、化粧シートが浮き上がることなく溝底面にまで確実
に密着した構造となり、立体感と高級感に富んで商品価値が向上すると共に優れた耐久性
を発揮して長期の使用に供することができる。
【０００８】
　また、上記木質床材の製造方法は、予め、溝底が全長に亘って細幅の平坦な面に形成し
ている溝加工を施すものであるから、深くて幅広い一定の断面形状を有する溝を簡単且つ
正確に刻設することができ、この溝加工後に、基板表面に化粧シートを貼着して溝部を被
覆している化粧シート部分を溝内に没入させるので、溝の傾斜壁面に全面的に密着させる
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ことができると共に溝底が上記のように全長に亘って細幅の平坦な面に形成しているから
、化粧シートが浮き上がることなく、また、破損する虞れもなく確実に溝底に密着し、均
一にして優れた外観を呈する化粧シート貼り木質床材を安価に且つ多量に製造することが
できる。
【０００９】
【実施例】
　次に、本発明の具体的な実施の形態を図面について説明すると、図１において、１は厚
さが 12～ 20mmの長方形状板材からなる木質床材の基板で、その表面に該基板１の長辺に平
行な疑似目地を形成する溝（以下、縦溝という）２、２を幅方向に一定間隔毎に全長に亘
って刻設していると共に隣接する縦溝２、２間、及び基板１の長辺と該長辺に隣り合う縦
溝２間に基板１の長さ方向に所定間隔毎に疑似目地を形成する横溝３を刻設している。こ
れらの縦溝２と横溝３とは、その溝底が細幅の平坦面をなした断面Ｖ字状に形成している
。詳しくは、図２、図３に示すように、その溝底を幅 0.2mm 以上で 1.0mm 未満の細幅の平
坦な底面 2a、 3aに形成していると共にこれらの底面 2a、 3aの両側端から基材１の表面に向
かう両側溝壁面 2b、 3bは溝幅が徐々に幅広くなる傾斜壁面に形成されている。
【００１０】
　上記基板１としては上記溝２、３が刻設可能な木質板であればよく、例えば、合板、Ｌ
ＶＬ（集成材）、パーティクルボード、ＭＤＦ（中比重繊維板）またはこれらの積層板を
用いることができる。また、上記縦溝２と横溝３の両側溝壁面 2b、 3bは、図２に示すよう
に平坦な底面 2a、 3aの両側端から基板１の表面に向かって断面直線状に傾斜したＶ目地の
傾斜壁面に形成しておいてもよく、図３に示すように平坦な底面 2a、 3aの両側縁から基板
１の表面に向かって断面凸円弧状に湾曲したＲ目地の傾斜壁面に形成しておいてもよい。
【００１１】
　さらに、基板１の表面側における四方周端縁は、上記両側溝壁面 2b、 3bと同一形状に面
取り加工されて傾斜端面４に形成されていると共に四方端面には雌雄実部５、６が形成さ
れている。
【００１２】
　７は基板１の表面全面に貼着している化粧シートで、上記縦溝２及び横溝３に対しては
、両側溝壁面 2b、 3bから平坦な底面 2a、 3aに連続して密着し、溝全面に貼着されている。
このような化粧シート７としては、厚みが上記溝２、３の平坦な底面 2a、 3aの幅寸法より
も薄いシートであって、塩化ビニルやポリエチレン、ポリプロピレンなどの樹脂フィルム
、或いは印刷紙を樹脂でコーティングまたは樹脂を含浸させてなる化粧シートを用いるこ
とができる。そして、基板１の表面全面にこの化粧シート７を貼着することによって木質
床材Ａを構成している。なお、印刷紙を用いる場合は、貼着後に減摩剤を添加した塗装を
施すことが好ましい。
【００１３】
　このように構成した木質床材Ａにおいて、基板１の表面に刻設している上記縦溝２及び
横溝３の平坦な底面 2a、 3aの幅が 0.2mm 未満であると、上記化粧シート７をその底面 2a、
3aまで没入させることが困難となって密着性が悪くなり、溝底から浮き上がってこれらの
溝２、３によって形成される木質床材Ａの疑似目地の深さが浅くなり、立体感を損なうば
かりでなく、その浮き上がり部分から破損して化粧シートが捲り上がる虞れが生じる一方
、底面幅が 1.0mm 以上であると、疑似目地としての外観に違和感が生じて意匠的に不自然
となるので、上述したように溝２、３の平坦な底面 2a、 3aの幅を 0.2mm 以上で 1.0mm 未満
に形成している。
【００１４】
　次に、上記木質床材Ａの製造方法を説明すると、図４に示すように、先端面が全長に亘
って細幅の平坦面とした刃先 12に形成している断面Ｖ字状の突条の刃体 11を上記基板１の
縦溝２と横溝３との刻設部位に対応して押圧板 10の下面に突設してなる溝加工具を用いて
、基板１の表面にこの押圧板 10を押し付けることにより刃体 11によって図５に示すように
、基板１に上記平坦な底面 2a、 3aとこの底面 2a、 3aの両側端から基板１の表面に向かって
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傾斜してなる断面Ｖ字状の溝２、３を刻設する。なお、溝加工具としては、押圧板 10に限
らず、上記刃体 11を突設しているロール体であってもよく、また、先端に刃体 11を形成し
てなる軸体を回転させながら水平方向に移動させることによって溝加工を行ってもよい。
【００１５】
　こうして、基板１の表面に溝底が全長に亘って細幅の平坦な底面 2a、 3aに形成し且つ両
側溝壁面 2b、 3bを底面 2a、 3aの両側端から斜め上方に傾斜した傾斜面に形成しているＶ字
状の縦溝２と横溝３を刻設したのち、これらの溝２、３の面を含めて基板１の表面全面に
接着剤を塗布し、しかるのち、上記化粧シート７を基板１上に重ね合わせてラッピング法
又は曲面プレスにより化粧シート７を基板表面に貼着すると共に溝２、３を被覆している
化粧シート部分を溝２、３内に押し込んで、両側溝壁面 2b、 3bから細幅の平坦な底面 2a、
3aに亘り全面的に密着させ、溝２、３に一体に貼着するものである。なお、基板１の表面
に２枚の化粧シートを並べて全面的に貼着してもよいが、切れ目のない１枚の化粧シート
を基板１の表面全面に貼着する方が、継目もなくて捲れが生じる虞れのないきれいな化粧
面にすることができ、その上、作業の簡素化することができる。
【００１６】
　こうして製造された木質床材Ａは、複数枚、床下地面上に互いに対向する雌雄実部５、
６を係合させながら敷設して床を構成するものであり、互いに接合した木質床材Ａ、Ａは
その傾斜端面４、４によって溝２、３と同一形状、同一大きさの目地が形成される。
【００１７】
【発明の効果】
　以上のように本発明 、表面に溝を刻設している基板の表面全面に化粧シートを
貼着してなる木質床材であって、であって、上記基板表面に刻設した溝はその溝底を細幅
の平坦な面に形成していると共に両側溝壁面を上記平坦な底面の両側端から基板表面に向
かって溝幅が幅広くなる方向に傾斜した傾斜壁面に形成してあり、さらに、上記化粧シー
トは溝を刻設した後の基板表面全面に貼着され且つ溝に対してはその両側溝壁面から平坦
な底面に連続して密着しているので、溝底部に基板の生地が露出しておらず、該基板の表
面から溝の底面にまで化粧シートによって全面的に被覆された構造となり、美麗な外観を
呈して商品価値を増大させることができる。
【００１８】
　さらに、基板表面に刻設した溝の底面は上記のように細幅の平坦な面に形成されている
ので、深い溝を刻設しても化粧シートをその溝底面にまで確実に密着させた構造とするこ
とができ、従って、立体感と高級感に富んだ優れた木質床材を提供することができ、その
上、溝はその溝底から両側溝壁面に切れ目なく化粧シートによって被覆されているので、
耐水性、耐汚染性が向上すると共に化粧シートが剥離したり捲れたりする虞れもなく長期
の使用に供することができる。
【００１９】
　また、本発明の木質床材の製造方法によれば、予め、溝底が全長に亘って細幅の平坦な
面に形成された断面Ｖ字状の溝を刻設したのち、この基板表面全面に化粧シートを貼着す
ると共に溝部を被覆している化粧シート部分を溝内に没入させて該溝の両側溝壁面から上
記平坦な底面に連続して密着させることを特徴とするものであるから、予め、基板表面に
溝底が全長に亘って細幅の平坦な面に形成している溝加工を施すので、深くて幅広い一定
の断面形状を有する溝を簡単且つ正確に刻設することができ、この溝加工後に、基板表面
に化粧シートを貼着して溝部を被覆している化粧シート部分を溝内に押し込むので、溝の
傾斜壁面に全面的に密着させることができると共に溝底が上記のように全長に亘って細幅
の平坦な面に形成しているから、化粧シートが浮き上がることなく、また、破損する虞れ
もなく確実に且つ容易に溝底に密着させることができ、均一にして優れた外観を呈する化
粧シート貼り木質床材を安価に且つ多量に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　木質床材の斜視図、
【図２】　その溝部分の拡大縦断面図、
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【図３】　別な実施例を示す溝部分の拡大縦断面図、
【図４】　基板に溝加工を施す直前の簡略縦断面図、
【図５】　溝加工を施した後の簡略縦断面図、
【図６】　化粧シートを貼着した状態の一部の縦断面図、
【図７】　従来例を示す縦断面図。
【符号の説明】
　１　木質基板
　２、３　溝
　 2a、 3a　平坦な底面
　 2b、 3b　両側溝壁面
　７　化粧シート
　 11　刃体
　 12　刃先
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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