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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】塗膜の密着性に優れた床材用化粧シートを提供
する。
【解決手段】ポリオレフィン系樹脂からなる基材シート
６上に、絵柄模様層５、透明性接着剤層４、透明性樹脂
層３、及びプライマー層２が順に形成されてなる床材用
化粧シート１であって、プライマー層が、１）アクリル
成分の共重合比率が６５％以下のアクリル－ウレタン共
重合体樹脂及び２）イソシアネートにより形成されてな
る塗膜形成用プライマー層である、床材用化粧シート。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリオレフィン系樹脂からなる基材シート上に、絵柄模様層、透明性接着剤層、透明性
樹脂層、及びプライマー層が順に形成されてなる床材用化粧シートであって、
　前記プライマー層が、１）アクリル成分の共重合比率が６５％以下のアクリル－ウレタ
ン共重合体樹脂及び２）イソシアネートにより形成されてなる塗膜形成用プライマー層で
ある、床材用化粧シート。
【請求項２】
　アクリル－ウレタン共重合体樹脂におけるアクリル成分の共重合比率が２０～６５％で
ある請求項１に記載の床材用化粧シート。
【請求項３】
　アクリル－ウレタン共重合体樹脂におけるアクリル成分の共重合比率が２０～４０％で
ある請求項１に記載の床材用化粧シート。
【請求項４】
　前記プライマー層が、アクリル－ウレタン共重合体樹脂及びイソシアネートの合計量１
００重量部に対して、シリカを１．５～５．５重量部含有する請求項１～３のいずれかに
記載の床材用化粧シート。
【請求項５】
　前記プライマー層が着色されている、請求項１～４のいずれかに記載の床材用化粧シー
ト。
【請求項６】
　基材シート裏面に、厚み１５０μｍ以上の合成樹脂層を有する請求項１～５のいずれか
に記載の床材用化粧シート。
【請求項７】
　前記透明性樹脂層の厚みが、２００μｍ以上である請求項１～５のいずれかに記載の床
材用化粧シート。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の床材用化粧シートを有する床用化粧材であって、前記
塗膜形成用プライマー層上に塗膜が形成されてなる床用化粧材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、床材用化粧シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、戸建て住宅やマンション・アパート等の床材としては、例えば、厚さ６～１５ｍ
ｍ程度のラワン合板等の木質基材上に、厚さ数百μｍから数ｍｍ程度の天然木材をスライ
スしたすなわち突板を貼り合わせ、更に突板表面に塗装を施したものが広く使用されてい
る。こうした天然木材に塗装を施した床材は、塗装、研磨、塗装を繰り返すことにより、
奥行き感のある（厚い塗膜）平滑な仕上げが可能となり、非常に塗装感のある美麗な意匠
を得ることができる。
【０００３】
　一方、意匠性に加え、耐久性や暖房機能等各種の機能を備えた床材に対するニーズがあ
る。しかし、上記天然木材に塗装を施す場合、ホットカーペット、暖房器具等からの熱に
より天然木材が収縮し床材表面に亀裂が入ったり、塗膜が剥がれるおそれがある。
【０００４】
　また、例えば絵柄印刷層を設けた薄葉紙を厚さ６～１５ｍｍ程度のラワン合板等の木質
基材上に貼り合わせた後、塗装を施した床材がある。この床材には、塗装感があり、しか
も、絵柄印刷層に耐候性のあるインキを使用すれば耐候性、耐熱性等の耐久性を付与する
ことが可能となる。しかしながら、塗装を施す際、薄葉紙全体に未硬化状態の塗料が浸透
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・硬化することはほぼ不可能であるため、紙質部分が残存することにより塗膜が紙質部分
で剥離するおそれがある。
【０００５】
　近年、木質基材上に、オレフィン系熱可塑性樹脂からなる合成樹脂製シートを積層し、
さらに、表面保護層を備えた床材用化粧シートが開発されている（特許文献１）。この床
材用化粧シートを用いて得られる床用化粧材は、耐擦傷性、耐磨耗性、耐水性、耐汚染性
等の点で、天然木材からなる床材より優れている。また、この床用化粧材は、塗膜の密着
性にもある程度優れている。
一方、奥行き感のある床用化粧材を得るために、床用化粧材に形成する塗膜の厚みを大き
くすることが求められている。
【０００６】
　しかしながら、塗膜の厚みを大きくする場合、床用化粧シートの塗膜形成面には、より
高い塗膜密着性が求められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１２３６４７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、塗膜の密着性に優れた床材用化粧シートを提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、鋭意研究を重ねた結果、特定の塗膜形成用プライマー層が上記目的を達成
できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　即ち、本発明は、下記の床材用化粧シートに関する。
１．　ポリオレフィン系樹脂からなる基材シート上に、絵柄模様層、透明性接着剤層、透
明性樹脂層、及びプライマー層が順に形成されてなる床材用化粧シートであって、
　前記プライマー層が、１）アクリル成分の共重合比率が６５％以下のアクリル－ウレタ
ン共重合体樹脂及び２）イソシアネートにより形成されてなる塗膜形成用プライマー層で
ある、床材用化粧シート。
２．　アクリル－ウレタン共重合体樹脂におけるアクリル成分の共重合比率が２０～６５
％である上記項１に記載の床材用化粧シート。
３．　アクリル－ウレタン共重合体樹脂におけるアクリル成分の共重合比率が２０～４０
％である上記項１に記載の床材用化粧シート。
４．　前記プライマー層が、アクリル－ウレタン共重合体樹脂及びイソシアネートの合計
量１００重量部に対して、シリカを１．５～５．５重量部含有する上記項１～３のいずれ
かに記載の床材用化粧シート。
５．　前記プライマー層が着色されている、請求項１～４のいずれかに記載の床材用化粧
シート。
６．　基材シート裏面に、厚み１５０μｍ以上の合成樹脂層を有する上記項１～５のいず
れかに記載の床材用化粧シート。
７．　前記透明性樹脂層の厚みが、２００μｍ以上である上記項１～５のいずれかに記載
の床材用化粧シート。
８．　上記項１～７のいずれかに記載の床材用化粧シートを有する床用化粧材であって、
前記塗膜形成用プライマー層上に塗膜が形成されてなる床用化粧材。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の床材用化粧シートは、塗膜を形成させる面に、１）アクリル成分の共重合比率
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が６５％以下のアクリル－ウレタン共重合体樹脂及び２）イソシアネートにより形成され
てなる塗膜形成用プライマー層を有することにより、高い塗膜密着性を実現できる。
【００１２】
　特に、前記アクリル－ウレタン共重合体樹脂のアクリル成分の共重合比率が２０％以上
の場合、床材用化粧材により優れた耐候性を付与できる。さらに、アクリル成分の共重合
比率が４０％以下の場合、厚みの大きい床材用化粧シートに対しても、優れた塗膜密着性
を付与できる。
【００１３】
　また、前記プライマー層が着色されている場合、前記化粧シートに、立体感及び奥行き
感を効果的に持たせることができる。しかも、前記着色されたプライマー層には、経時的
な色劣化がほとんどない。
【００１４】
　さらに、本発明の床材用化粧シートが、基材シート裏面に厚み１５０μｍ以上の合成樹
脂層を有する場合、又は前記合成樹脂層を設ける代わりに透明性樹脂層の厚みを２００μ
ｍ以上とする場合、優れた耐キャスター性、耐衝撃性等を床用化粧材に付与できる。特に
、透明性樹脂層の厚みが２００μｍ以上の場合、前記絵柄模様層の絵柄が、より立体的に
見えるようになり、床用化粧材の意匠性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、実施例１で作製した床用化粧材の概念図（断面図）である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の床材用化粧シートは、ポリオレフィン系樹脂からなる基材シート上に、絵柄模
様層、透明性接着剤層、透明性樹脂層、及びプライマー層が順に形成されてなる床材用化
粧シートであって、
前記プライマー層が、１）アクリル成分の共重合比率が６５％以下のアクリル－ウレタン
共重合体樹脂及び２）イソシアネートにより形成されてなる塗膜形成用プライマー層であ
る。
【００１７】
　本発明の床材用化粧シートの厚みは、特に限定されず、床用化粧材の設置場所等に応じ
て適宜設定すればよい。例えば高い耐久性が要求される場所においては、床材用化粧シー
トの厚みは、２５０μｍ以上が好ましく、４００～６００μｍがより好ましい。床材用化
粧シートの厚みを２５０μｍ以上とすることにより、より優れた耐凹み傷性、耐衝撃性、
耐キャスター等を床材用化粧材に付与できる。
【００１８】
　基材シート
　基材シートとしては、ポリオレフィン系樹脂からなるシートを用いる。通常は、ポリオ
レフィン系樹脂からなるフィルムを使用すればよい。
【００１９】
　ポリオレフィン系樹脂としては特に限定されず、化粧シートの分野で通常用いられてい
るものが使用できる。例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、ポリメチル
ペンテン、エチレン－プロピレン共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－
アクリル酸共重合体、エチレン－プロピレン－ブテン共重合体、ポリオレフィン系熱可塑
性エラストマー等が挙げられる。これらの中でも、特にポリプロピレン、ポリオレフィン
系熱可塑性エラストマー等が好ましい。
【００２０】
　ポリプロピレンを主成分とする単独又は共重合体も好ましく、例えば、ホモポリプロピ
レン樹脂、ランダムポリプロピレン樹脂、ブロックポリプロピレン樹脂等が挙げられる。
【００２１】
　その他、エチレン、ブテン－１、４－メチルペンテン－１、ヘキセン－１又はオクテン
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－１のコモノマーを１５モル％以上含有するプロピレン－α－オレフィン共重合体等も好
ましい。
【００２２】
　ポリオレフィン系熱可塑性エラストマーは、ハードセグメントにアイソタクチックポリ
プロピレン、ソフトセグメントにアタクチックポリプロピレンを使用したブロックポリマ
ーである。特に、アイソタクチックポリプロピレンからなるハードセグメントとアタクチ
ックポリプロピレンからなるソフトセグメントとを重量比８０：２０で混合したものが好
ましい。
【００２３】
　ポリオレフィン系樹脂は、例えば、カレンダー法、インフレーション法、Ｔダイ押し出
し法等によりフィルム状に成形すればよい。
【００２４】
　基材シートの厚みは特に限定されず、製品特性に応じて設定できるが、通常４０～１５
０μｍ、好ましくは５０～１００μｍ程度である。
【００２５】
　基材シートには、必要に応じて、添加剤が配合されてもよい。添加剤としては、例えば
、炭酸カルシウム、クレー等の充填剤、水酸化マグネシウム等の難燃剤のほか、酸化防止
剤、滑剤、発泡剤、着色剤（下記参照）などが挙げられる。添加剤の配合量は、製品特性
に応じて適宜設定できる。
【００２６】
　着色剤としては特に限定されず、顔料、染料等の公知の着色剤を使用できる。例えば、
チタン白、亜鉛華、弁柄、朱、群青、コバルトブルー、チタン黄、黄鉛、カーボンブラッ
ク等の無機顔料；イソインドリノン、ハンザイエローＡ、キナクリドン、パーマネントレ
ッド４Ｒ、フタロシアニンブルー、インダスレンブルーＲＳ、アニリンブラック等の有機
顔料（染料も含む）；アルミニウム、真鍮等の金属顔料；二酸化チタン被覆雲母、塩基性
炭酸鉛等の箔粉からなる真珠光沢（パール）顔料などが挙げられる。基材シートの着色態
様には、透明着色と不透明着色（隠蔽着色）とがあり、これらは任意に選択できる。例え
ば、被着材（化粧シートを接着する基材）の地色を着色隠蔽する場合には、不透明着色を
選択すればよい。一方、被着材の地模様を目視できるようにする場合には、透明着色を選
択すればよい。
【００２７】
　基材シートの片面又は両面には、必要に応じて、コロナ放電処理、オゾン処理、プラズ
マ処理、電離放射線処理、重クロム酸処理等の表面処理を施してもよい。例えば、コロナ
放電処理を行う場合には、基材シート表面の表面張力が３０ｄｙｎｅ以上、好ましくは４
０ｄｙｎｅ以上となるようにすればよい。表面処理は、各処理の常法に従って行えばよい
。
【００２８】
　基材シート裏面（被着材貼着面）には、被着材の接着を容易とするための裏面プライマ
ー層を設けてもよい。また、基材シートの上面（被着材貼着面とは逆面）には、絵柄模様
層の形成を容易とするための印刷用プライマー層を設けてもよい。
【００２９】
　前記裏面プライマー層及び印刷用プライマー層は、公知のプライマー剤を基材シートの
片面又は両面に塗布することにより形成できる。プライマー剤としては、樹脂成分を溶剤
に分散させたものを用いることができる。樹脂成分としては、例えば、アクリル－ウレタ
ン系樹脂、ウレタン－セルロース系樹脂（例えば、ウレタンと硝化綿の混合物にヘキサメ
チレンジイソシアネートを添加してなる樹脂）等が挙げられる。
【００３０】
　プライマー剤の塗布量は特に限定されないが、通常０．１～１００ｇ／ｍ２、好ましく
は０．１～５０ｇ／ｍ２程度である。
【００３１】
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　前記裏面プライマー層及び印刷用プライマー層の乾燥後の厚みは特に限定されないが、
それぞれ通常０．０１～１０μｍ、好ましくは０．１～１μｍ程度である。
【００３２】
　合成樹脂層
　基材シート裏面（被着材貼着面）又は裏面プライマー層上には、さらに、厚み１５０μ
ｍ以上、好ましくは２５０～５００μｍの合成樹脂層を形成してもよい。
【００３３】
　厚み１５０μｍ以上の合成樹脂層を形成することにより、耐キャスター性、耐衝撃性等
を有する床用化粧材を好適に得ることができる。
厚み１５０μｍ以上の合成樹脂層を形成する場合、厚み２５０μｍ以上の床材用化粧シー
トを得ることができる。
【００３４】
　合成樹脂層の樹脂成分としては、特に限定されず、例えばポリエチレン（高密度ポリエ
チレン、中密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン）、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン、
ポリプロピレン、メタクリル樹脂、アクリロニトリルスチレン樹脂、ポリアミド樹脂、ア
クリロニトリルブタジエンスチレン樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、フッ
素樹脂、ウレタン樹脂、ポリスルホン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ポリフェニ
レンエーテル、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリアリレート等が挙げられる。また
、非晶性ポリエチレンテレフタレート（いわゆるＡ－ＰＥＴ）〔三菱化学（株）：ノバク
リアー（商品名）〕、ＰＥＴＧ等も好適に用いることができる。これらは、一種又は二種
以上で用いることができる。この中でも、特にポリプロピレン及びＡ－ＰＥＴの少なくと
も１種が好ましい。ポリプロピレンとしては、例えばホモポリプロピレン、ランダムポリ
プロピレン、ブロックポリプロピレン等が挙げられる。この中でも特に、ホモポリプロピ
レンが望ましい。なお、Ａ－ＰＥＴは、耐熱性を付与する目的で、ＰＥＮと共に用いるこ
とが望ましい。
【００３５】
　さらに、前記合成樹脂層には、必要に応じて、添加剤が配合されてもよい。例えば、合
成樹脂層の樹脂成分としてポリプロピレンを使用する場合、耐候性を付与する目的で、紫
外線吸収剤及び光安定剤を配合することが好ましい。紫外線吸収剤としては、例えばベン
ゾフェノン系紫外線吸収剤、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤、トリアジン系紫外線吸
収剤等が挙げられる。光安定剤としては限定的ではないが、例えばヒンダードアミン系光
安定剤を好適に用いることができる。また、前記合成樹脂層には、必要に応じて、結晶化
核剤を配合してもよい。
【００３６】
　合成樹脂層は、上記樹脂成分を、例えば、カレンダー法、インフレーション法、Ｔダイ
押し出し法等により基材シートの上にラミネートしてもよく、また既成のフィルムを用い
てもよい。
【００３７】
　絵柄模様層
　基材シートの上（被着材貼着面とは逆面、以下各層において同じ側を指す）には、絵柄
模様層が形成されている。
【００３８】
　絵柄模様層は、化粧シートに所望の絵柄による意匠性を付与するものであり、絵柄の種
類等は特に限定的ではない。例えば、木目模様、石目模様、砂目模様、タイル貼模様、煉
瓦積模様、布目模様、皮絞模様、幾何学図形、文字、記号、抽象模様等が挙げられる。
【００３９】
　絵柄模様層の形成方法は特に限定されず、例えば、公知の着色剤（染料又は顔料）を結
着剤樹脂とともに溶剤（又は分散媒）中に溶解（又は分散）させて得られる着色インキ、
コーティング剤等を用いた印刷法などにより形成すればよい。
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【００４０】
　着色剤としては、例えば、カーボンブラック、チタン白、亜鉛華、弁柄、紺青、カドミ
ウムレッド等の無機顔料；アゾ顔料、レーキ顔料、アントラキノン顔料、キナクリドン顔
料、フタロシアニン顔料、イソインドリノン顔料、ジオキサジン顔料等の有機顔料；アル
ミニウム粉、ブロンズ粉等の金属粉顔料；酸化チタン被覆雲母、酸化塩化ビスマス等の真
珠光沢顔料；蛍光顔料；夜光顔料等が挙げられる。これらの着色剤は、単独又は２種以上
を混合して使用できる。これらの着色剤には、シリカ等のフィラー、有機ビーズ等の体質
顔料、中和剤、界面活性剤等がさらに配合してもよい。
【００４１】
　結着剤樹脂としては、例えば、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリエステル系樹脂
、ウレタン系樹脂、アクリル－ウレタン系樹脂、塩素化ポリオレフィン系樹脂、塩化ビニ
ル－酢酸ビニル共重合体系樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、アルキド系樹脂、石油系樹
脂、ケトン樹脂、エポキシ系樹脂、メラミン系樹脂、フッ素系樹脂、シリコーン系樹脂、
繊維素誘導体、ゴム系樹脂等が挙げられる。これらの樹脂は、単独又は２種以上を混合し
て使用できる。
【００４２】
　溶剤（又は分散媒）としては、例えば、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、トルエン、キ
シレン、エチルベンゼン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン等の石油系有機溶剤；
酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸－２－メトキシエチル、酢酸－２－エトキシエチル等のエ
ステル系有機溶剤；メチルアルコール、エチルアルコール、ノルマルプロピルアルコール
、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコール、エチレングリコール、プロピレング
リコール等のアルコール系有機溶剤；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチル
ケトン、シクロヘキサノン等のケトン系有機溶剤；ジエチルエーテル、ジオキサン、テト
ラヒドロフラン等のエーテル系有機溶剤、；ジクロロメタン、四塩化炭素、トリクロロエ
チレン、テトラクロロエチレン等の塩素系有機溶剤；水等の無機溶剤等が挙げられる。こ
れらの溶剤（又は分散媒）は、単独又は２種以上を混合して使用できる。
【００４３】
　絵柄模様層の形成に用いる印刷法としては、例えば、グラビア印刷法、オフセット印刷
法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、静電印刷法、インクジェット印刷法等が挙げら
れる。また、全面ベタ状の絵柄模様層を形成する場合には、例えば、ロールコート法、ナ
イフコート法、エアーナイフコート法、ダイコート法、リップコート法、コンマコート法
、キスコート法、フローコート法、ディップコート法等の各種コーティング法が挙げられ
る。その他、手描き法、墨流し法、写真法、転写法、レーザービーム描画法、電子ビーム
描画法、金属等の部分蒸着法、エッチング法等を用いたり、他の形成方法と組み合わせて
用いたりしてもよい。
【００４４】
　絵柄模様層の厚みは特に限定されず、製品特性に応じて適宜設定できるが、塗工時の層
厚は１～１５μｍ程度、乾燥後の層厚は０．１～１０μｍ程度である。
【００４５】
　着色隠蔽層
　基材シートと絵柄模様層との間には、必要に応じて、さらに着色隠蔽層を形成してもよ
い。着色隠蔽層は、化粧シートのおもて面から被着材の地色を隠蔽したい場合に設けられ
る。基材シートが透明性である場合は勿論、基材シートが隠蔽着色されている場合でも、
隠蔽性を安定化するために形成してもよい。
【００４６】
　着色隠蔽層を形成するインクとしては、絵柄模様層を形成するインクであって隠蔽着色
が可能なものが使用できる。
【００４７】
　着色隠蔽層の形成方法は、基材シート全体を被覆（全面ベタ状）するように形成できる
方法が好ましい。例えば、前記したロールコート法、ナイフコート法、エアーナイフコー
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ト法、ダイコート法、リップコート法、コンマコート法、キスコート法、フローコート法
、ディップコート法等が好ましいものとして挙げられる。
【００４８】
　着色隠蔽層の厚みは特に限定されず、製品特性に応じて適宜設定できるが、塗工時の層
厚は０．２～１０μｍ程度、乾燥後の層厚は０．１～５μｍ程度である。
【００４９】
　透明性接着剤層
　絵柄模様層の上には、透明性接着剤層が形成されている。透明性接着剤層は、透明性の
ものであれば特に限定されず、無色透明、着色透明、半透明等のいずれも含む。この接着
剤層は、絵柄模様層と透明性ポリプロピレン系樹脂層とを接着するために形成されている
。
【００５０】
　接着剤としては特に限定されず、化粧シートの分野で公知の接着剤を使用できる。
【００５１】
　化粧シートの分野で公知の接着剤としては、例えば、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、
酢酸ビニル樹脂等の熱可塑性樹脂、熱硬化性ウレタン樹脂等の硬化性樹脂等が挙げられる
。また、イソシアネートを硬化剤とする二液硬化型ポリウレタン樹脂又はポリエステル樹
脂も適用し得る。
【００５２】
　接着剤層は、例えば、接着剤を絵柄模様層の上に塗工後、乾燥・硬化させることにより
形成できる。乾燥温度・乾燥時間等の条件は特に限定されず、接着剤の種類に応じて適宜
設定すればよい。接着剤の塗布方法は特に限定されず、例えば、ロールコート、カーテン
フローコート、ワイヤーバーコート、リバースコート、グラビアコート、グラビアリバー
スコート、エアーナイフコート、キスコート、ブレードコート、スムースコート、コンマ
コート等の方法が採用できる。
【００５３】
　接着剤層の厚みは特に限定されないが、乾燥後の厚みが０．１～３０μｍ、好ましくは
１～２０μｍ程度である。
【００５４】
　透明性樹脂層
　透明性接着剤層の上には、透明性樹脂層が形成されている。透明性樹脂層は、透明性で
ある限り、無色透明、着色透明、半透明等のいずれも含む。
【００５５】
　透明性樹脂層に含まれる樹脂成分は限定的ではないが、熱可塑性樹脂であれば好ましく
、特にポリプロピレンが好ましく、ホモポリプロピレンがより好ましい。透明性樹脂層は
、実質的に上記ポリプロピレン系樹脂によって形成されていることが好ましい。
【００５６】
　透明性樹脂層には、必要に応じて、充填剤、難燃剤、滑剤、酸化防剤、光安定剤（紫外
線吸収剤、ラジカル捕捉剤等）などの添加剤を添加することができる。特に耐候性を向上
させるためには、光安定剤の添加が好ましい。
【００５７】
　紫外線吸収剤としては、トリアジン系、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系、サ
リチル酸エステル系等の有機系紫外線吸収剤が挙げられる。また、粒径０．２μｍ以下の
微粒子状の酸化亜鉛、酸化セリウム、酸化チタン等の無機系紫外線吸収剤も使用できる。
【００５８】
　ラジカル捕捉剤としては、例えば、ビス－（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペ
リジニル）セバケート等のヒンダードアミン系ラジカル捕捉剤、ピペリジン系ラジカル捕
捉剤等のラジカル捕捉剤などが挙げられる。
透明性樹脂層は、例えば、樹脂を、カレンダー法、インフレーション法、Ｔダイ押し出し
法等により形成する。また既成のフィルムを用いてもよい。
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【００５９】
　透明性樹脂層の厚みは通常２０～３００μｍ程度とすればよい。
【００６０】
　特に、本発明の床材用化粧シートにおいて、基材シート裏面（又は裏面プライマー層）
に上記合成樹脂層を形成する代わりに、透明性樹脂層の厚みを大きくする、具体的には、
透明性樹脂層の厚みを２００μｍ以上、好ましくは３５０～６００μｍとすることにより
、上記合成樹脂層を形成する場合と同程度乃至それ以上の耐キャスター性、耐衝撃性等を
床用化粧材に付与できる。
【００６１】
　しかも、上記合成樹脂層を形成する代わりに、透明性樹脂層の厚みを２００μｍ以上と
することにより、前記絵柄模様層の絵柄が、より立体的に見えるようになり、床用化粧材
の意匠性が向上する。
【００６２】
　透明性樹脂層の厚みを２００μｍ以上とする場合、厚み２５０μｍ以上の床材用化粧シ
ートを得ることができる。
【００６３】
　塗膜形成用プライマー層
　透明性樹脂層の上には、塗膜形成用プライマー層が形成されている。
【００６４】
　塗膜形成用プライマー層は、アクリル－ウレタン共重合体樹脂及びイソシアネートによ
り形成される。
前記アクリル－ウレタン共重合体樹脂におけるアクリル成分の共重合比率は、６５％以下
、好ましくは２０～６５％、より好ましくは２０～４０％である。アクリル成分の共重合
比率が６５％以下の場合、床材用化粧シートに優れた塗膜密着性を付与できる。
また、アクリル成分の共重合比率が２０％以上の場合、床材用化粧材に優れた耐候性を付
与できる。
さらに、アクリル成分の共重合比率が４０％以下の場合、より優れた塗膜密着性を付与で
きる。通常、床材用化粧シートの厚みが大きくなるに従い、塗膜と床材用化粧シートとの
伸縮率の差によって生じるせん断応力が大きくなる傾向がある。そのため、環境条件（光
、気温等）等の影響により、塗膜形成用プライマー層と塗膜との間の密着性が経時的に低
下し、塗膜が剥がれるおそれがある。
本発明の床材用化粧シートは、アクリル－ウレタン共重合体樹脂におけるアクリル成分の
共重合比率が４０％以下の場合、床材用化粧シートの厚みが大きい場合（例えば、床材用
化粧シートの厚みが２５０μｍ以上の場合）においても、優れた塗膜密着性を発揮できる
。
【００６５】
　アクリル－ウレタン共重合体樹脂及びイソシアネートにより形成されてなる塗膜形成用
プライマー層としては、例えば、アクリル－ウレタンブロック共重合体を主剤とし、イソ
シアネートを硬化剤とする２液硬化型ウレタン樹脂により形成されてなる樹脂層が挙げら
れる。
【００６６】
　以下、塗膜形成用プライマー層について、この２液硬化型ウレタン樹脂により形成され
てなる樹脂層を代表例として具体的に説明する。
【００６７】
　上記アクリル－ウレタンブロック共重合体とは、アクリル系単量体の重合反応によって
得られるアクリル単量体の連鎖部分（アクリル成分）（Ａ）を有し、且つ、アクリル単量
体の連鎖（又は他の単量体との共重合による連鎖）を一部含んでいてもよいが、少なくと
もアクリル単量体の連鎖（又は他の単量体との共重合による連鎖）以外の連鎖部分を含む
ヒドロキシル基含有化合物（Ｂ）と、該ヒドロキシル基含有化合物とイソシアネート基含
有化合物（Ｃ）との反応（ウレタン反応）で得られるウレタン結合含有部分（ウレタン成
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分）（Ｄ）とを有する化合物である。
【００６８】
　前記ヒドロキシル基含有化合物（Ｂ）は、アクリル系単量体の重合反応を利用して得ら
れるアクリルポリオール（例えば、ポリカーボネートポリオール等）でもよいが、それ以
外のポリオールを利用することによって、物性調整の自由度が増し、より幅広い用途に適
した重合体とすることができる。
【００６９】
　アクリル－ウレタンブロック共重合体は、例えば、ポリカーボネートポリオール（Ｂ）
とポリイソシアネート（Ｃ）とを反応させて得たポリカーボネートポリウレタン（Ｄ）と
、アクリル系単量体を主成分とするアクリルポリオール（Ａ）との反応により得られる。
その他、アクリル系単量体を主成分とするアクリルポリオール（Ａ）、ポリカーボネート
ポリオール（Ｂ）及びポリイソシアネート（Ｃ）の３化合物を反応させても得られる。
【００７０】
　アクリル系単量体としては、例えば、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸
エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸
オクチル、（メタ）アクリル酸－２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸－２－ヒド
ロキシ－３－フェノキシプロピル等の（メタ）アクリル酸エステル等が挙げられる。これ
らアクリル系単量体は１種又は２種以上で用いてもよい。なお、（メタ）アクリル酸とは
、アクリル酸又はメタクリル酸の意味である。
【００７１】
　上記アクリル－ウレタンブロック共重合体のアクリル成分は、上記例示のアクリル系単
量体からなる重合体、又は上記例示の単量体からなるプレポリマー等の１種若しくは２種
以上からなるアクリル系単量体の連鎖部分である。
【００７２】
　該アクリル－ウレタンブロック共重合体のウレタン成分を構成するポリオール成分とし
ては、ポリカーボネートポリオール、ポリエステルポリオール、ポリエーテルポリオール
、アクリルポリオール等を用いることができる。これらは１種又は２種以上で用いてもよ
い。
【００７３】
　また、該ウレタン成分を構成するイソシアネート成分としては、耐候性を有するものが
好ましい。耐候性を有するイソシアネートとしては、脂環式イソシアネート及び脂肪族イ
ソシアネートが好ましい。なお、脂環式イソシアネートと脂肪族イソシアネートとを併用
しても良い。脂肪族又は脂環式のイソシアネートを用いることにより、これらイソシアネ
ート自体の耐加水分解性、耐熱性等も優れていることから、プライマー層自体の耐候性を
高めることができる。故に、塗膜形成用プライマー層と塗膜との経時的な密着性の低下を
防げる。
【００７４】
　脂環式イソシアネートとしては、例えば、ＩＰＤＩ（イソホロンジイソシアネート）、
水素添加ＭＤＩ（水素添加ジフェニルメタンジイソシアネート）等を用いることができる
。
【００７５】
　脂肪族イソシアネートとしては、１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート、２，２，
４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート等を用いることができる。なお、これら
は、１種又は２種以上で使用できる。
【００７６】
　硬化剤とするイソシアネートとしては、イソシアネート自体の耐加水分解性、耐熱性等
の観点から、上記脂肪族又は脂環式のイソシアネートが好ましい。
【００７７】
　塗膜形成用プライマー層には、必要に応じて、添加剤を添加することができる。添加剤
としては特に、シリカが好ましい。シリカを添加することにより、床材用化粧シートを巻
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き取る場合に生じるブロッキングを有効に防止できる。
【００７８】
　シリカは、一般的に粉末状のものを使用する。この場合、シリカの平均粒子径は、特に
限定されないが、１～５μｍ程度が好ましい。このようなシリカ粉末は公知又は市販のも
のを使用すればよい。
【００７９】
　シリカの添加量は、アクリル－ウレタン共重合体樹脂及びイソシアネートの合計量１０
０重量部に対して、１．５～５．５重量部が好ましく、３．５～４．５重量部がより好ま
しい。
【００８０】
　塗膜形成用プライマー層は、高い密着性を有する。本発明の床材用化粧シートは、その
様なプライマー層を最表面に有するため、ロール状に巻き取った場合、ブロッキングが生
じる傾向がある。本発明の床材用化粧シートでは、シリカの添加量を１．５重量部以上と
することにより、ブロッキングをより効果的に防止できる。
【００８１】
　また、シリカを添加する場合、添加量が多すぎると、塗膜形成用プライマー層と塗膜と
の経時的な密着性の低下を引き起こすおそれがある。特に、高温高湿雰囲気下において塗
膜の密着性が低下しやすくなる。本発明の床材用化粧シートでは、シリカの添加量を５．
５重量部以下とすることにより、高温高湿雰囲気下における塗膜の密着性の低下を効果的
に防止できる。
【００８２】
　塗膜形成用プライマー層には、さらに、着色剤を添加してもよい。着色剤を添加するこ
とにより、前記プライマー層を着色することができる。前記プライマー層が着色されてい
る場合、本発明の床材用化粧シートに、立体感及び奥行き感を効果的に持たせることがで
きる。しかも、前記着色されたプライマー層には、経時的な色劣化がほとんどない。
【００８３】
　前記着色剤としては、上記絵柄模様層の形成に用いられる着色剤を使用できる。
【００８４】
　また、塗膜形成用プライマー層には、紫外線吸収剤を添加してもよい。紫外線吸収剤と
しては、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系、トリアジン系、サリチル酸エステル
系等の有機系紫外線吸収剤が挙げられる。
【００８５】
　塗膜形成用プライマー層は、ロールコート等の公知の塗工法で形成すればよい。その際
、塗膜形成用プライマー層形成に先だって、形成面、つまり透明樹脂層表面に、必要に応
じ適宜、コロナ放電処理、プラズマ処理、オゾン処理等の表面易接着処理を施してもよい
。
【００８６】
　塗膜形成用プライマー層上には、必要に応じて、エンボス加工により凹凸模様を賦型し
ても良い。凹凸模様上に塗膜を形成することにより塗装感のある意匠表現が可能となる。
なお、塗膜形成用プライマー層を形成する前に、透明性樹脂層上に凹凸模様を賦型しても
よいが、この場合、凹凸模様の凹部の底部に塗膜形成用プライマー層を形成しにくい。そ
のため、塗膜形成用プライマー層を形成した後、その上から凹凸模様を賦型することが好
ましい。
【００８７】
　床用化粧材
　本発明の床材用化粧シートは、各種被着材と接合することにより、床用化粧材にできる
。被着材の材質は特に限定されず、例えば、無機非金属系、金属系、木質系、プラスチッ
ク系等の材質が挙げられる。
【００８８】
　具体的には、無機非金属系では、例えば、抄造セメント、押出しセメント、スラグセメ
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ント、ＡＬＣ（軽量気泡コンクリート）、ＧＲＣ（ガラス繊維強化コンクリート）、パル
プセメント、木片セメント、石綿セメント、硅酸カルシウム、石膏、石膏スラグ等の非陶
磁器窯業系材料、土器、陶器、磁器、セッ器、硝子、琺瑯等のセラミックス材料などが挙
げられる。
【００８９】
　金属系では、例えば、鉄、アルミニウム、銅等の金属材料（金属鋼板）が挙げられる。
【００９０】
　木質系では、例えば、杉、檜、樫、ラワン、チーク等からなる単板、合板、パーティク
ルボード、繊維板、集成材等が挙げられる。
【００９１】
　プラスチック系では、例えば、ポリプロピレン、ＡＢＳ樹脂、フェノール樹脂等の樹脂
材料が挙げられる。
【００９２】
　このような被着体の形状は特に限定されず、通常はフローリング等への設置を考慮して
平板とすればよい。
【００９３】
　被着材と接合後は、例えば、最終製品の特性に応じて、裁断、テノーナーを用いてサネ
加工、Ｖ字形状の条溝付与、四辺の面取り等を施してもよい。
【００９４】
　塗膜の形成
　本発明の床用化粧材は、上記床材用化粧シートを有する床用化粧材であって、前記塗膜
形成用プライマー層上に塗膜が形成されてなるものである。特に、本発明の床用化粧材に
おいては、塗膜は、塗膜形成用プライマー層に強固に密着している。
【００９５】
　前記床用化粧材の塗膜形成用プライマー層上には、様々な塗膜を形成できる。塗膜を構
成する樹脂成分としては、例えば、エポキシ系樹脂、ウレタン系樹脂、アクリル系樹脂、
エステル系樹脂、不飽和ポリエステル系樹脂等の硬化型樹脂、あるいは、これらの１種な
いしそれ以上からなる混合樹脂等が挙げられる。
【００９６】
　塗膜は、１層又は２層以上で形成することができる。
【００９７】
　塗膜としては、特に、電離放射線硬化型樹脂を用いることにより形成される透明性表面
保護層が好ましい。電離放射線硬化型樹脂を用いて透明性表面保護層を形成することによ
り、より耐擦傷性、耐候性等に優れた床用化粧材を得ることができる。特に、本発明の床
材用化粧シートは、塗膜として密着性確保が難しい電離放射線硬化性樹脂を適用しても、
高い密着性を確保できる点で優れている。
【００９８】
　以下、本発明の床材用化粧シートの塗膜形成用プライマー層上に形成できる塗膜の代表
例として、前記透明性表面保護層について具体的に説明する。
【００９９】
　電離放射性硬化型樹脂は、公知のもの又は市販品を使用することができる。具体的には
、分子中に重合性不飽和結合又はエポキシ基をもつプレポリマー、オリゴマー及び単量体
の少なくとも１種を含む組成物を用いる。
【０１００】
　前記のプレポリマー又はオリゴマーとしては、例えば、ポリエステルメタアクリレート
、ポリエーテルメタアクリレート、ポリオールメタアクリレート、メラミンメタアクリレ
ート等のメタアクリレート類、ウレタンアクリレート、ウレタンジメチルアクリレート、
ウレタントリメチルアクリレート等のウレタンアクリレート類、ポリエステルアクリレー
ト、ポリエーテルアクリレート、ポリオールアクリレート、メラミンアクリレート等のア
クリレート類等がある。
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【０１０１】
　単量体としては、スチレン、α－メチルスチレン等のスチレン系単量体；、アクリル酸
メチル、２－エチルヘキシルアクリレート、アクリル酸メトキシエチル、アクリル酸ブト
キシエチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸フェニル等のアクリル酸エステル類；、メタ
アクリル酸メチル、メタアクリル酸エチル、メタアクリル酸プロピル、メタアクリル酸エ
トキシメチル、メタアクリル酸フェニル、メタアクリル酸ラウリル等のメタアクリル酸エ
ステル類がある。
【０１０２】
　不飽和酸の置換アミノアルコールエステルとしては、アクリル酸－２－（Ｎ，Ｎ－ジエ
チルアミノ）エチル、メタアクリル酸－２－（Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノ）エチル、アクリ
ル酸－２－（Ｎ，Ｎ－ジベンジルアミノ）メチル、アクリル酸－２－（Ｎ，Ｎ－ジエチル
アミノ）プロピル等がある。
【０１０３】
　その他、アクリルアミド、メタアクリルアミド等の不飽和カルボン酸アミド；、エチル
カルビトールアクリレート、エチレングリコールアクリレート等の単官能性化合物；、エ
チレングリコールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリレート、ネオベンジル
グリコールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ジエチレングリ
コールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、ジプロピレングリコー
ルジアクリレート、ジエチレングリコールジメタアクリレート、ポリエチレングリコール
ジアクリレート等の多官能性化合物；、トリメチロールプロパントリチオグリコレート、
トリメチロールプロパントリチオプロピオレート、ジペンタエリスリトールテトラチオグ
リコール等の分子中にチオール基を２個以上もつポリチオール化合物；、トリメチロール
プロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ジペンタエリス
リトールヘキサメタアクリレート等の官能基を３個以上もつアクリレート系単量体がある
。
【０１０４】
　電離放射線硬化型樹脂による透明性表面保護層の形成方法は限定的ではないが、例えば
、電離放射線硬化型樹脂を含む組成物（塗料）の塗膜に電離放射線を照射することにより
形成できる。電離放射線は、塗料に含まれる電離放射線硬化型樹脂、添加剤である光ラジ
カル重合開始剤・増感剤に作用してラジカル重合反応を開始できるエネルギーを有するも
のであればよく、紫外線、Ｘ線、γ線等の電磁波が挙げられる。この中でも、塗膜の硬化
能力、照射装置の簡便性からは電子線が最も実用性が高い。電子線照射する場合には、例
えば、１７５ｋｅＶ及び５Ｍｒａｄ（５０ｋＧｙ）の条件で電子線照射することにより皮
膜を架橋硬化させればよい。
【０１０５】
　透明性保護層の厚みは限定されないが、通常は固形分として５～１５０ｇ／ｍ２、特に
１５～６０μｍとすることが望ましい。
【０１０６】
　なお、得られる床用化粧材の透明性保護層は、表面凹凸を有する場合がある。この表面
凹凸は、上記被着材（例えば木質基材）自身の凹凸、接着剤の塗布ムラ等に起因する。こ
の場合、透明性保護層表面を研磨することが好ましい。これにより、該保護層表面が平滑
な床用化粧材を好適に得ることができる。
【実施例】
【０１０７】
　以下に実施例及び比較例を示し、本発明をより具体的に説明する。但し、本発明は実施
例に限定されない。
【０１０８】
　実施例１
　床材用化粧シートの作製
　図１に示す構成の床材用化粧シートを以下の方法により作製した。



(14) JP 2013-209878 A 2013.10.10

10

20

30

40

50

【０１０９】
　６０μｍ厚の着色ポリオレフィンフィルムからなる基材シート６の上に、アクリル－ウ
レタン系樹脂（アクリルポリオール１００重量部にヘキサメチレンジイソシアネート５重
量部を添加してなる樹脂）をメチルエチルケトン及び酢酸ブチルの混合溶剤に溶かした溶
液をグラビア印刷法により固形分量が２ｇ／ｍ2となるように塗工して印刷用プライマー
層（図示せず）を形成した。
【０１１０】
　印刷用プライマー層（図示せず）の上に、アクリル－ウレタン系樹脂（アクリルポリオ
ール１００重量部にヘキサメチレンジイソシアネート５重量部を添加してなる樹脂）溶液
を印刷インキとしたグラビア印刷法により、４μｍの木目絵柄模様層５を形成した。
【０１１１】
　基材シート６の絵柄模様層５と反対側の面にウレタン－セルロース系樹脂の溶液をグラ
ビア印刷法により固形分量が２ｇ／ｍ2となるように塗工して裏面プライマー層７を形成
した。
【０１１２】
　なお、前記ウレタン－セルロース系樹脂の溶液は、メチルエチルケトンとメチルイソブ
チルケトン混合溶剤中に、ウレタン及び硝化綿を添加し、さらに、ヘキサメチレンジイソ
シアネートをウレタン及び硝化綿の混合物１００重量部に対して５重量部添加することに
より調製した。
【０１１３】
　絵柄模様層５の上に、熱硬化性ウレタン樹脂系接着剤を固形分量が８ｇ／ｍ2となるよ
うに塗工し、さらにポリプロピレン系樹脂をＴダイ押出し機により加熱溶融押出しし、厚
み８μｍの透明性接着剤層４及び厚み８０μｍの透明性樹脂層３を形成した。
透明性樹脂層３の表面にコロナ放電処理を施した後、透明性樹脂層３の上に、アクリル成
分の共重合比率が５０％（アクリル成分：ウレタン成分＝５０：５０）のアクリル－ウレ
タンブロック共重合体樹脂（アクリル成分：メタクリル酸メチルを主成分とするアクリル
ポリオール、ウレタン成分：ポリエステルポリオールとイソホロンジイソシアネート及び
水素添加ＭＤＩ（Ｃ）との反応で得られる）を主剤とし、硬化剤としてヘキサメチレンジ
イソシアネート系硬化剤を含む２液硬化型ウレタン樹脂の塗液を塗工し、厚さ２μｍの塗
膜形成用プライマー層２を形成した。
また、塗工に先立って、前記塗液には、平均粒子径３μｍのシリカ及びトリアジン系紫外
線吸収剤を上記主剤及び硬化剤の合計量１００重量部に対して、それぞれ６．５重量部及
び３．７重量部添加した。
【０１１４】
　以上の方法により、厚み約１６０μｍの床材用化粧シートを作製した。
【０１１５】
　床用化粧材の作製　
　床材用化粧シートの裏面プライマー層７に１２ｍｍラワン合板を貼着して床用化粧材を
作製した。貼着にはウレタン変性エチレン・酢酸ビニル系エマルション接着剤（９ｇ／尺
２ｗｅｔ）を利用した。
【０１１６】
　以上の方法により床用化粧材を作製した。
【０１１７】
　塗膜の形成
　塗膜形成用プライマー層２の上に、ウレタンアクリレート系電子線硬化型樹脂をロール
コート法により固形分が５０ｇ／ｍ2となるように塗工・乾燥して未硬化の電子線硬化型
樹脂層を形成した。その後、酸素濃度２００ｐｐｍの雰囲気下において、未硬化樹脂層に
加速電圧１２５ＫｅＶ、５Ｍｒａｄの条件で電子線を照射して樹脂を硬化させて５０μｍ
厚の電子線硬化型樹脂層８（透明性表面保護層）を形成した。
【０１１８】
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　実施例２
　アクリル－ウレタンブロック共重合体として、アクリル成分の共重合比率が３０％（ア
クリル成分：ウレタン成分＝３０：７０）のアクリル－ウレタンブロック共重合体を用い
た以外は実施例１と同様の方法により、塗膜を形成した床用化粧材を作製した。
【０１１９】
　実施例３
　アクリル－ウレタンブロック共重合体として、アクリル成分の共重合比率が１５％（ア
クリル成分：ウレタン成分の含有割合＝１５：８５）のアクリル－ウレタンブロック共重
合体を用いた以外は実施例１と同様の方法により、塗膜を形成した床用化粧材を作製した
。
【０１２０】
　比較例１
　アクリル－ウレタンブロック共重合体として、アクリル成分の共重合比率が７０％（ア
クリル成分：ウレタン成分＝７０：３０）のアクリル－ウレタンブロック共重合体を用い
た以外は実施例１と同様の方法により、塗膜を形成した床用化粧材を作製した。
【０１２１】
　実施例４
　シリカの添加量を、上記主剤及び硬化剤の合計量１００重量部に対して、５．０重量部
とした以外は実施例１と同様にして、塗膜を形成した床用化粧材を作製した。
【０１２２】
　実施例５
　シリカの添加量を、上記主剤及び硬化剤の合計量１００重量部に対して、４．０重量部
とした以外は実施例１と同様にして、塗膜を形成した床用化粧材を作製した。
【０１２３】
　実施例６
　シリカの添加量を、上記主剤及び硬化剤の合計量１００重量部に対して、３．０重量部
とした以外は実施例１と同様にして、塗膜を形成した床用化粧材を作製した。
【０１２４】
　実施例７
　シリカの添加量を、上記主剤及び硬化剤の合計量１００重量部に対して、２．０重量部
とした以外は実施例１と同様にして、塗膜を形成した床用化粧材を作製した。
【０１２５】
　実施例８
　前記２液硬化型ウレタン樹脂の塗液に、着色剤として無機顔料（商品名「PER耐候性イ
エロー」昭和インク工業所製）を上記主剤及び硬化剤の合計量１００重量部に対して、8
重量部添加した以外は実施例１と同様にして、塗膜を形成した床用化粧材を作製した。
【０１２６】
　実施例９
　裏面プライマー層７上に、さらに、厚み３００μｍの合成樹脂層を形成することにより
厚み４６０μｍの床材用化粧シートを作製し、その合成樹脂層に１２ｍｍラワン合板を貼
着する以外は実施例１と同様にして、塗膜を形成した床用化粧材を作製した。
【０１２７】
　前記合成樹脂層は、ホモポリプロピレン、ビス（ｐ－メチルベンジリデン）ソルビトー
ル、トリアジン系紫外線吸収剤及びヒンダードアミン系光安定剤を含む組成物をＴダイ押
出し機により加熱溶融押出しすることにより形成した。なお、ビス（ｐ－メチルベンジリ
デン）ソルビトールの使用量は、ホモポリプロピレン１００重量部に対し０．１重量部と
した。また、トリアジン系紫外線吸収剤の使用量は、樹脂組成物中、トリアジン系紫外線
吸収剤の濃度が２０００ｐｐｍとなる量とした。さらに、ヒンダードアミン系光安定剤の
使用量は、樹脂組成物中、ヒンダードアミン系光安定剤の濃度が１０００ｐｐｍとなる量
とした。
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【０１２８】
　実施例１０
　アクリル－ウレタンブロック共重合体として、アクリル成分の共重合比率が３０％（ア
クリル成分：ウレタン成分-＝３０：７０）のアクリル－ウレタンブロック共重合体を用
いた以外は実施例９と同様の方法により、塗膜を形成した床用化粧材を作製した。
【０１２９】
　実施例１１
アクリル－ウレタンブロック共重合体樹脂として、アクリル成分の共重合比率が３０％（
アクリル成分：ウレタン成分＝３０：７０）のアクリル－ウレタンブロック共重合体樹脂
（アクリル成分：メタクリル酸メチルを主成分とするアクリルポリオール、ウレタン成分
：ポリカーボネートポリオールと１，６－ヘキサメチレンジイソシアネートとの反応で得
られるポリカーボネートポリウレタン）を用いた以外は、実施例９と同様の方法により、
塗膜を形成した床用化粧材を作製した。
　実施例１２
　透明性樹脂層３の厚みを４００μｍとした以外は、実施例１と同様の方法により塗膜を
形成した床用化粧材を作製した。
【０１３０】
　比較例２
　アクリル－ウレタンブロック共重合体として、アクリル成分の共重合比率が７０％（ア
クリル成分：ウレタン成分＝７０：３０）のアクリル－ウレタンブロック共重合体を用い
た以外は実施例９と同様の方法により、塗膜を形成した床用化粧材を作製した。
【０１３１】
　試験例１（塗膜密着性）
実施例１～３及び８～１１並びに比較例１～２にて得られた塗膜を形成した床材用化粧材
の塗膜密着性を確認した。具体的には、塗膜表面にクロスカットを入れた後、ニチバン製
セロテープ（登録商標）を貼付けて急激に剥離する操作を５回連続で行った場合、塗膜が
剥離するかどうかを肉眼観察により確認した。
塗膜の剥離がなかったものを○、塗膜が部分的に剥離したもの（試験面積の一部分が剥離
したもの）を△、塗膜が全体的に剥離したもの（試験面積全面が剥離したもの）を×と評
価した。
結果を表１及び表２に示す。
【０１３２】
　試験例２（耐候性）
実施例１～３及び８～１１並びに比較例１～２にて得られた塗膜を形成した床用化粧材の
耐候性を確認した。
具体的には、超促進型耐候試験機（「アイスーパーＵＶテスターＳＵＶ－１３１」岩崎電
気製）により照度６０ｍＷ/ｃｍ２の紫外線を床用化粧材の電子線硬化型樹脂層表面に１
００時間照射した後、塗膜（電子線硬化型樹脂層）表面にクロスカットを入れ、ニチバン
製セロテープ（登録商標）を貼付けて剥離する操作を５回連続で行った場合、塗膜が剥離
するかどうかを肉眼観察により確認した。
塗膜の剥離がなかったものを○、塗膜が剥離したものを×と評価した。
結果を表１及び表２に示す。
【０１３３】
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【表１】

【０１３４】
【表２】

【０１３５】
　試験例３（ブロッキング試験）
　実施例４～７にて得られる床材用化粧シートを縦５ｃｍ×横５ｃｍの正方形に断裁し、
シートの塗膜形成用プライマー層２と基材シート６とが接触するようにシートを積層した
。得られた積層物に０．４９ＭＰａの圧力を加えた状態で４０℃のオーブンに２４時間放
置した。その後、オーブンから積層物を取り出し、積層物を構成するシートを手で剥がし
、その時の剥離抵抗力を確認すると共に、積層物の外観を目視により確認した。
積層物を構成するシートを剥離抵抗なく容易に剥がすことができ、且つ、積層物のシート
同士の接触部分の外観に変化がないものを○、積層物を構成するシートを剥がす際、剥離
抵抗があり、且つ、積層物のシート同士の接触部分の艶が変化していた（基材シート６の
艶がプライマー層２の表面に転写されていた）ものを△、積層物を構成するシートを容易
に剥がすことができず、且つ、積層物のシート同士の接触部分にて塗膜形成用プライマー
層２の（基材シート６への）転写あるいはプライマー層２の凝集破壊が認められるものを
×と評価した。
【０１３６】
　なお、凝集破壊とは、プライマー層２が破壊され、剥離後のシートの両面（プライマー
層２と基材シート６）にプライマー層を構成する樹脂成分が付着した状態を意味する。
結果を表３に示す。
　試験例４（耐湿熱試験）
　実施例４～７にて得られた床用化粧材を６０℃及び相対湿度９０％の恒温恒湿槽内に５
００時間放置した後、塗膜表面にクロスカットを入れ、ニチバン製セロテープ（登録商標
）を貼付けて急激に剥離する操作を５回連続で行った場合、塗膜が剥離するかどうかを肉
眼観察により確認した。
塗膜の剥離がなかったものを○、塗膜が部分的に剥離したもの（試験面積の一部分が剥離
したもの）を△、塗膜が全体的に剥離したもの（試験面積全面が剥離したもの）を×と評
価した。
【０１３７】
　結果を表３に示す。
【０１３８】
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【表３】

【０１３９】
　試験例５（耐キャスター性）
　実施例１、９及び１２で得られた塗膜を形成した床用化粧材の耐キャスター性を、耐キ
ャスター試験装置Ｌ６－Ｏ４（浅野機械製作（株）製）を使用して評価した。評価手順は
次の通りである。即ち、試験対象である床用化粧材を試料固定台に固定した。この床用化
粧材の表面に３個のキャスターが接しないように調節ハンドルによりキャスター固定台を
上げた後に、重さ７０ｋｇとなるように荷重台に重りを載せた。次に調整ハンドルを用い
３個のキャスターに載せた荷重が加わるようにした。回転速度２０ｒｐｍの速度、５分間
毎に反回転、１０００回転とセットし１０００回転完了後、調整ハンドルを回してキャス
ター固定台を浮かせて試験対象である床用化粧材を取り出した。
取り出した床用化粧材の凹み深さを表４に示す。
【０１４０】
【表４】

【０１４１】
表４から、実施例９及び１２で得られた床用化粧材は、実施例１で得られた床用化粧材に
比べ、耐キャスター性に優れていることがわかる。特に、実施例９及び１２で得られた床
用化粧材は、凹み深さが１００μｍ未満であることから、耐キャスター性の要求される場
所において有効に使用できる。
【符号の説明】
【０１４２】
１・・・床材用化粧シート
２・・・塗膜形成用プライマー層
３・・・透明性樹脂層
４・・・透明性接着剤層
５・・・絵柄模様層
６・・・基材シート
７・・・裏面プライマー層
８・・・電子線硬化型樹脂層（塗膜）
９・・・ラワン合板
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【図１】

【手続補正書】
【提出日】平成25年6月11日(2013.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも被着材上にポリオレフィン系樹脂からなる基材シート、絵柄模様層、透明性
接着剤層、透明性樹脂層、プライマー層、及び塗膜をこの順に有する床用化粧材の製造方
法であって、
（Ｉ）基材シート上に、絵柄模様層、透明性接着剤層、透明性樹脂層、及びプライマー層
をこの順に積層して床材用化粧シートを得る工程Ｉ、
（ＩＩ）床材用化粧シートの基材シート側の面と、被着材とを接合する工程ＩＩ、
（ＩＩＩ）プライマー層上に、塗膜を形成する工程ＩＩＩ、
をこの順に有し、
　前記プライマー層が、１）アクリル成分の共重合比率が６５％以下のアクリル－ウレタ
ン共重合体樹脂及び２）イソシアネートにより形成されてなる塗膜形成用プライマー層で
ある、床用化粧材の製造方法。
【請求項２】
　前記塗膜の塗布量が、固形分として５～１５０ｇ／ｍ２である請求項１に記載の製造方
法。
【請求項３】
　前記塗膜の塗布量が、固形分として５０～１５０ｇ／ｍ２である請求項１に記載の製造
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方法。
【請求項４】
　アクリル－ウレタン共重合体樹脂におけるアクリル成分の共重合比率が２０～６５％で
ある請求項１～３のいずれかに記載の製造方法。
【請求項５】
　アクリル－ウレタン共重合体樹脂におけるアクリル成分の共重合比率が２０～４０％で
ある請求項１～３のいずれかに記載の製造方法。
【請求項６】
　前記プライマー層が、アクリル－ウレタン共重合体樹脂及びイソシアネートの合計量１
００重量部に対して、シリカを１．５～５．５重量部含有する請求項１～５のいずれかに
記載の製造方法。
【請求項７】
　前記プライマー層が着色されている、請求項１～６のいずれかに記載の製造方法。
【請求項８】
　基材シート裏面に、厚み１５０μｍ以上の合成樹脂層を有する請求項１～７のいずれか
に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記透明性樹脂層の厚みが、２００μｍ以上である請求項１～７のいずれかに記載の製
造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　即ち、本発明は、下記の床用化粧材の製造方法に関する。
１．　少なくとも被着材上にポリオレフィン系樹脂からなる基材シート、絵柄模様層、透
明性接着剤層、透明性樹脂層、プライマー層、及び塗膜をこの順に有する床用化粧材の製
造方法であって、
（Ｉ）基材シート上に、絵柄模様層、透明性接着剤層、透明性樹脂層、及びプライマー層
をこの順に積層して床材用化粧シートを得る工程Ｉ、
（ＩＩ）床材用化粧シートの基材シート側の面と、被着材とを接合する工程ＩＩ、
（ＩＩＩ）プライマー層上に、塗膜を形成する工程ＩＩＩ、
をこの順に有し、
　前記プライマー層が、１）アクリル成分の共重合比率が６５％以下のアクリル－ウレタ
ン共重合体樹脂及び２）イソシアネートにより形成されてなる塗膜形成用プライマー層で
ある、床用化粧材の製造方法。
２．　前記塗膜の塗布量が、固形分として５～１５０ｇ／ｍ２である上記項１に記載の製
造方法。
３．　前記塗膜の塗布量が、固形分として５０～１５０ｇ／ｍ２である上記項１に記載の
製造方法。
４．　アクリル－ウレタン共重合体樹脂におけるアクリル成分の共重合比率が２０～６５
％である上記項１～３のいずれかに記載の製造方法。
５．　アクリル－ウレタン共重合体樹脂におけるアクリル成分の共重合比率が２０～４０
％である上記項１～３のいずれかに記載の製造方法。
６．　前記プライマー層が、アクリル－ウレタン共重合体樹脂及びイソシアネートの合計
量１００重量部に対して、シリカを１．５～５．５重量部含有する上記項１～５のいずれ
かに記載の製造方法。
７．　前記プライマー層が着色されている、上記項１～６のいずれかに記載の製造方法。
８．　基材シート裏面に、厚み１５０μｍ以上の合成樹脂層を有する上記項１～７のいず
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れかに記載の製造方法。
９．　前記透明性樹脂層の厚みが、２００μｍ以上である上記項１～７のいずれかに記載
の製造方法。
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