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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
木目調模様を呈する表面を有する樹脂層を有し、該樹脂層は、第１の熱可塑性樹脂と、該
第１の熱可塑性樹脂よりも融点の高い第２の熱可塑性樹脂とを非相溶状態で含む混合材料
からなり、前記模様は、非相溶の前記第１と第２の熱可塑性樹脂との色斑により形成され
ていることを特徴とする木目調模様を有する樹脂成形体。
【請求項２】
前記木目調模様を呈する表面を有する樹脂層は、熱可塑性樹脂材料からなる基材の表面に
積層形成されていることを特徴とする請求項１に記載の木目調模様を有する樹脂成形体。
【請求項３】
前記樹脂層の木目調模様は、第１の熱可塑性樹脂中で分散して存在する第２の熱可塑性樹
脂が略一方向に細長く引き伸ばされることにより形成されていることを特徴とする請求項
１又は２に記載の木目調模様を有する樹脂成形体。
【請求項４】
前記樹脂層の木目調模様は、第２の熱可塑性樹脂が第１の熱可塑性樹脂中で板目状若しく
は柾目状に引き伸ばされることにより形成されていることを特徴とする請求項１又は２に
記載の木目調模様を有する樹脂成形体。
【請求項５】
少なくとも第１の熱可塑性樹脂と、該第１の熱可塑性樹脂よりも融点の高い第２の熱可塑
性樹脂とを非相溶状態で含む熱可塑性樹脂材料を押出機より押し出して連続的に冷却賦形
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金型で冷却賦形することにより樹脂層を形成し、該樹脂層の少なくとも表面部分を加熱す
るとともに該表面部分に分散された第２の熱可塑性樹脂を略一方向に細長く引き伸ばすこ
とにより、前記樹脂層の表面に、前記第１の熱可塑性樹脂と第２の熱可塑性樹脂との色斑
からなる木目調模様を形成することを特徴とする木目調模様を有する樹脂成形体の製造方
法。
【請求項６】
熱可塑性樹脂材料を第１押出機より押し出して第１の冷却賦形金型で冷却賦形することに
より基材を成形した後、該基材の表面に、少なくとも第１の熱可塑性樹脂と該第１の熱可
塑性樹脂よりも融点の高い第２の熱可塑性樹脂とを非相溶状態で含む熱可塑性樹脂材料を
第２押出機より押し出して連続的に第２の冷却賦形金型で冷却賦形することにより樹脂層
を積層形成し、該樹脂層の表面部分を加熱するとともに該表面部分に分散された第２の熱
可塑性樹脂を略一方向に細長く引き伸ばすことにより、前記樹脂層の表面に、前記第１の
熱可塑性樹脂と第２の熱可塑性樹脂との色斑からなる木目調模様を形成することを特徴と
する木目調模様を有する樹脂成形体の製造方法。
【請求項７】
研磨体で樹脂層の表面を略一方向に研磨することにより、その摩擦熱によって第２の熱可
塑性樹脂を加熱して前記研磨体の研磨方向に細長く引き伸ばすことを特徴とする請求項５
又は６に記載の木目調模様を有する樹脂成形体の製造方法。
【請求項８】
研磨体による研磨部に水を流すことを特徴とする請求項７に記載の木目調模様を有する樹
脂成形体の製造方法。
【請求項９】
熱可塑性樹脂材料からなる基材を押出成形する工程と、該基材の表面に被覆金型を用いて
木目調模様を呈する樹脂層を積層押出成形する工程とを有し、
前記樹脂層は、少なくとも第１の熱可塑性樹脂と該第１の熱可塑性樹脂よりも融点の高い
第２の熱可塑性樹脂とを非相溶状態で含む熱可塑性樹脂材料からなり、
前記樹脂層の成形温度を所定の温度に調節することにより、前記被覆金型内で第２の熱可
塑性樹脂を木目調模様を呈するように引き伸ばす
ことを特徴とする木目調模様を有する樹脂成形体の製造方法。
【請求項１０】
前記被覆金型は、樹脂材料の賦形用の流路と、該賦形用流路へ前記熱可塑性樹脂材料を供
給するための供給用流路とを備え、該供給用流路が、賦形用流路と交差状に設けられてい
る請求項９に記載の樹脂成形体の製造方法において、
前記供給用流路内に流路厚方向に突出する突起を設けることにより樹脂流れを制御するこ
とを特徴とする木目調模様を有する樹脂成形体の製造方法。
【請求項１１】
前記供給用流路を、基材への樹脂層の被覆幅全体にわたるスリット状に構成し、前記突起
を、被覆幅方向に間隔を有して複数並設することを特徴とする請求項１０に記載の木目調
模様を有する樹脂成形体の製造方法。
【請求項１２】
前記被覆金型は、樹脂材料の賦形用の流路と、該賦形用流路へ前記熱可塑性樹脂材料を供
給するための供給用流路とを備え、該供給用流路が、賦形用流路と交差状に設けられてい
る請求項９に記載の樹脂成形体の製造方法において、
前記供給用流路を構成する金型壁面に溝を設けることにより樹脂流れを制御することを特
徴とする木目調模様を有する樹脂成形体の製造方法。
【請求項１３】
前記供給用流路を、基材への樹脂層の被覆幅全体にわたるスリット状に構成し、前記溝は
、供給用流路内の樹脂流れ方向に沿う垂直方向溝を有し、該垂直方向溝を、被覆幅方向に
間隔を有して複数並設することを特徴とする請求項１２に記載の木目調模様を有する樹脂
成形体の製造方法。
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【請求項１４】
複数の垂直方向溝の先端を連結溝で連結することを特徴とする請求項１３に記載の木目調
模様を有する樹脂成形体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、木目調模様を有する板材等の樹脂成形体、並びに、その製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、熱可塑性樹脂にセルロース系の微粉骨材を混入して、複合樹脂組成物を得よう
とする試みが種々行われている。例えば、特公平４－２７９２４号公報には、樹脂とセル
ロース系の微粉骨材からなる成形材に対して掻傷を一方向に揃えてサンディング処理を施
すことにより表面スキン層の残留内部応力を除去し、その後、木目模様の型付けをしたも
のが開示されている。
【０００３】
また、ＰＥやＰＰ等の熱可塑性樹脂に木粉を混入して、複合樹脂組成物を得ようとする試
みも種々行われており、特に木目調模様を有するものが要求されている。例えば、特開平
８－２０７０２２号公報には、サーキュラーダイを用いて樹脂材料を押出機によりチュー
ブ状に押出成形する際に、押出方向の中間部において外周面側および内周面側の少なくと
もいずれか一方から内包に突出した多数個のフィンないし突起を有する抵抗部材を備えた
ダイを用い、該フィンないし突起による樹脂材料中の着色材の展伸配向により木目模様を
付与する方法が開示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記前者の従来技術では、サンディングに用いるロールの周面にランダムにサンディング
刃を突設するものであり、ロールの接している部分のみが掻き取られ、隣接する表面スキ
ン層との表面光沢の差が目立つ欠点がある。また、該掻傷は突設された金属片で付けられ
た「キズ」的側面が強く、水分の侵入等の観点から長期使用の際の成形品の欠点となり得
る問題点がある。即ち、上記掻傷は、表面スキン層の残留内部応力除去のためのものであ
るが故に、傷の中央部分では深い溝となり、水分の侵入や滞留が生じ易い。
【０００５】
また、後者の従来技術では、フィンないし突起を有する抵抗部材で一旦分流された樹脂材
料がダイ内の樹脂流路中で再度合流して融着するが、この融着部はいわゆるウェルドライ
ンとなり、機械的性質が他の部分より劣る。さらに、上記ウェルドラインが同種の同一層
内に存在することとなることに起因して、亀裂伝搬的破損を生じやすい構造となる。また
、上記抵抗部材で付与した模様は、その後の金型内の樹脂流路において熱を受けるために
、ウェルドラインが消えることはないが、着色剤が分散してコントラストの弱いものとな
り、模様の制御が困難となる。さらに、上記抵抗部材は金型内部に設けられているため、
違う模様を形成するための別の抵抗部材と交換する際に多大な労力が必要となる。
【０００６】
そこで、本発明は、掻傷によることなく、且つ、強度を犠牲にすることなく、木目調模様
を付与した熱可塑性樹脂材料からなる樹脂成形体を提供するとともに、該樹脂成形体の製
造方法を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するために、次の技術的手段を講じた。
【０００８】
即ち、本発明の木目調模様を有する樹脂成形体は、木目調模様を呈する表面を有する樹脂
層を有し、該樹脂層は、第１の熱可塑性樹脂と、該第１の熱可塑性樹脂よりも融点の高い
第２の熱可塑性樹脂とを非相溶状態で含む混合材料からなり、前記模様は、非相溶の前記
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第１と第２の熱可塑性樹脂との色斑により形成されていることを特徴とするものである。
なお、上記本発明の樹脂成形体は、上記樹脂層のみからなる単層構造であってもよく、上
記樹脂層と木目調模様を有さない樹脂層との積層成形体であってもよく、また、内層とな
る基材の外表面に上記樹脂層（外層）が全面にわたって積層形成された成形体であっても
よく、木目調模様を有する樹脂層の表面に透明乃至半透明の保護層が積層形成されたもの
であってもよい。また、上記樹脂層の木目調模様は、表面部分にのみ形成されていてもよ
く、樹脂材料の全体にわたって（即ち、内部にまで）形成されていてもよい。木目調模様
は適宜のものであってよく、ベニヤ板の様な概略同一方向の引っ掻き状木目調模様であっ
てよく、滝状等の板目状模様であってもよく、鱗状等の柾目状模様であってもよい。上記
樹脂層を構成する混合材料としては、例えば、２以上の熱可塑性樹脂を含むポリマーブレ
ンドを用いることができ、このポリマーブレンドと適宜の充填材とを混合してなる複合材
料を用いることもできる。また、上記混合材料に含まれる各熱可塑性樹脂は、それぞれ着
色されていてもよいが、着色されていなくとも異種の樹脂の色差や光沢等の違いにより色
斑が生じ、この色斑により木目調模様を形成できる。
【０００９】
上記本発明の樹脂成形体によれば、木目調模様が、第１の熱可塑性樹脂と第２の熱可塑性
樹脂との色斑により形成されているので、成形体の表面に深い傷を設けることなく木目調
模様を得ることができ、これにより耐久性の向上や強度向上を図り得る。さらに、ウェル
ドラインが形成されることなく上記色斑を設けることにより、強度低下を抑えることがで
き、曲げ強度や引張強度に優れた木目調模様を有する樹脂成形体を得ることができる。
【００１０】
上記本発明の樹脂成形体において、前記混合材料は、第１及び第２の熱可塑性樹脂を含む
熱可塑性樹脂１００重量部に対し、５０重量部以上５００重量部以下の充填剤を添加配合
してなる熱可塑性樹脂材料であってよい。これによれば、コスト低減を図りつつ、樹脂と
充填材とが均一に分散した樹脂成形体を得ることができる。
【００１１】
また、前記木目調模様を呈する表面を有する樹脂層は、熱可塑性樹脂材料からなる基材の
表面に積層形成されているものとすることができ、特に、内層となる基材の外周面に上記
樹脂層が外層として積層形成されているものとすることができる。これによれば、例えば
、基材により強度の確保を行い、木目調模様を付与するための樹脂層を薄肉層として、木
目調模様の形成制御に重点を置いた金型設計をすることができる。
【００１２】
また、前記樹脂層の木目調模様は、第１の熱可塑性樹脂中で分散して存在する第２の熱可
塑性樹脂が略一方向に細長く引き伸ばされることにより形成されているものとすることが
できる。また、前記樹脂層の木目調模様は、第２の熱可塑性樹脂が第１の熱可塑性樹脂中
で板目状若しくは柾目状に引き伸ばされることにより形成されているものとすることもで
きる。これによれば、高融点の第２の樹脂を引き伸ばす際に、低融点の第１の樹脂も溶融
されることとなって、上記引き伸ばしが円滑に行われ、外観の良好な木目調模様が得られ
る。また、第１及び第２の樹脂が共に溶融した状態で該溶融材料に適宜の手段によって剪
断応力を作用させることによって、両樹脂材料の粘度差等により第２の樹脂を木目調に引
き伸ばすことができ、その後冷却固化すれば大きなウェルドラインが形成されることなく
、耐久性にも優れた木目調樹脂成形品が得られる。なお、第２の樹脂の融点よりも少し低
い温度で成形した場合でも、該第２の樹脂が半溶融状態で引き伸ばされる一方、第１の樹
脂は完全に溶融されているため、木目調模様が円滑に形成されるとともに両樹脂の融着性
が良好となる。
【００１３】
上記本発明の樹脂成形体は適宜の成形法によって成形することができる。好適な本発明の
樹脂成形体の製造方法は、少なくとも第１の熱可塑性樹脂と、該第１の熱可塑性樹脂より
も融点の高い第２の熱可塑性樹脂とを非相溶状態で含む熱可塑性樹脂材料を押出機より押
し出して連続的に冷却賦形金型などで冷却賦形することにより樹脂層を形成し、該樹脂層
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の表面部分を加熱して該表面部分に分散された第２の熱可塑性樹脂を略一方向に細長く引
き伸ばすことにより、前記樹脂層の表面に、前記第１の熱可塑性樹脂と第２の熱可塑性樹
脂との色斑からなる木目調模様を形成することを特徴とするものである。なお、上記製造
方法により得られる樹脂成形体は、上記樹脂層のみからなる単層構造であってもよく、ま
た、上記樹脂層が予め成形された基材の外表面に積層形成された多層構造であってもよい
。
【００１４】
また、本発明の木目調模様を有する樹脂成形体の製造方法は、熱可塑性樹脂材料を第１押
出機より押し出して第１の冷却賦形金型で冷却賦形することにより基材を成形した後、該
基材の表面に、少なくとも第１の熱可塑性樹脂と該第１の熱可塑性樹脂よりも融点の高い
第２の熱可塑性樹脂とを非相溶状態で含む熱可塑性樹脂材料を第２押出機より押し出して
連続的に第２の冷却賦形金型で冷却賦形することにより樹脂層を積層形成し、該樹脂層の
表面部分を加熱して該表面部分に分散された第２の熱可塑性樹脂を略一方向に細長く引き
伸ばすことにより、前記樹脂層の表面に、前記第１の熱可塑性樹脂と第２の熱可塑性樹脂
との色斑からなる木目調模様を形成するものとすることができる。
【００１５】
なお、上記各製造方法において、樹脂層の表面部分の加熱方法は、研磨体による表面研磨
の際に生じる摩擦熱を利用することが好ましいが、ヒータ等の熱線照射装置を用いること
も可能である。また、加熱温度は、得ようとする木目調模様の構成に応じて適宜調節する
ことができるが、第２の熱可塑性樹脂を円滑に引き延ばせるように、該第２の熱可塑性樹
脂が溶融状態若しくは半溶融状態となる程度とするのが好ましい。
【００１６】
上記した本発明の各製造方法によれば、一旦、樹脂層を所定形状に冷却賦形した後、その
表面部分を再加熱して、該表面部分の第２の熱可塑性樹脂を溶融状態若しくは半溶融状態
とし、これを引き伸ばすことにより木目若しくは柾目状の木目調模様を形成するものであ
るから、第２の熱可塑性樹脂と第１の熱可塑性樹脂との融着性に優れ、機械的強度に優れ
たものとなる。
【００１７】
上記各製造方法において、研磨ロールなどの研磨体で樹脂層の表面を略一方向に研磨する
ことにより、その摩擦熱によって第２の熱可塑性樹脂を加熱して前記研磨体の研磨方向に
細長く引き伸ばすことができる。これによれば、樹脂層表面に深い傷を付けることなく、
表面のダメージを可及的少なくしつつ、均一な概略一方向の掻傷を研磨ロールによって付
与することで木目調の触感が得られるとともに、第２の樹脂を引き伸ばすことにより視覚
的にも木目調の模様が得られ、これら触感的並びに視覚的な木目調模様を研磨ロールによ
る単一工程で得ることができる。
【００１８】
また、上記研磨体による研磨部に水を流すことができる。これによれば、研磨体により加
熱され溶融状態若しくは半溶融状態とされた第２の熱可塑性樹脂を、研磨体による引き伸
ばし後に即座に冷却固化させることができるとともに、研磨屑を洗い流すことができる。
【００１９】
なお、上記研磨体は、樹脂成形体の押出成形ラインの中途部に設け、この研磨体に、押出
成形法により成形された樹脂成形体を連続的に通過させることによって、長尺状の樹脂成
形体の上記樹脂層の表面に連続的に木目調模様の加飾を行うことができる。
【００２０】
上記した本発明の木目調模様を有する樹脂成形体の別の製造方法は、熱可塑性樹脂材料か
らなる基材を押出成形する工程と、該基材の表面に被覆金型を用いて木目調模様を呈する
樹脂層を積層押出成形する工程とを有し、前記樹脂層は、少なくとも第１の熱可塑性樹脂
と該第１の熱可塑性樹脂よりも融点の高い第２の熱可塑性樹脂とを非相溶状態で含む熱可
塑性樹脂材料からなり、前記樹脂層の成形温度を所定の温度（例えば、第２の熱可塑性樹
脂の融点以上、或いは、第２の熱可塑性樹脂の融点よりも低く第１の熱可塑性樹脂の融点
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よりも高い温度など）に調節することにより、前記被覆金型内で第２の熱可塑性樹脂を木
目調模様を呈するように引き伸ばすことを特徴とするものである。これによれば、上記被
覆金型内で第２の熱可塑性樹脂を溶融状態若しくは半溶融状態として、金型内の樹脂流れ
方向に作用する剪断力によって、溶融状態若しくは半溶融状態の第２の熱可塑性樹脂を樹
脂流れ方向に引き伸ばすことができ、樹脂層に傷を付けることなく、且つ、ウェルドライ
ンが形成されることなく、被覆金型内の樹脂流れを制御することによって強度を犠牲にす
ることなく多様な木目調模様を得ることができ、耐久性の高い木目調模様の樹脂成形体を
得ることができる。
【００２１】
上記被覆金型は、樹脂材料の賦形用の流路と、該賦形用流路へ前記熱可塑性樹脂材料を供
給するための供給用流路とを備え、該供給用流路が、賦形用流路と交差状に設けられてい
るものを用いることができる。なお、賦形用流路において冷却賦形するものであってもよ
く、第２の熱可塑性樹脂の融点よりも少し低い温度に温調された状態で賦形するものであ
ってもよい。
【００２２】
そして、供給用流路内に流路厚方向に突出する突起を設けることにより、被覆金型内の樹
脂流れを制御することができ、これによれば、第２の熱可塑性樹脂をうろこ状に引き伸ば
されるようになって、概略柾目状の木目調模様を形成できる。
【００２３】
また、上記供給用流路を、基材への樹脂層の被覆幅全体にわたるスリット状に構成し、前
記突起を、被覆幅方向に間隔を有して複数並設することができる。これによれば、簡単な
金型構造と簡素な工程で、板幅方向全体にわたってうろこ状等の板目模様を付すことがで
きる。
【００２４】
また、上記供給用流路を構成する金型壁面に溝を設けることにより樹脂流れを制御するこ
とで、例えば柾目状の木目調模様を付すこともできる。さらに、上記供給用流路を、基材
への樹脂層の被覆幅全体にわたるスリット状に構成し、前記溝は、供給用流路内の樹脂流
れ方向に沿う垂直方向溝を有し、該垂直方向溝を、被覆幅方向に間隔を有して複数並設す
ることで、成形体の板幅方向全体にわたって滝状等の柾目状模様を付すことができる。さ
らに、複数の垂直方向溝の先端を連結溝で連結することもでき、これによれば、第２の熱
可塑性樹脂が板幅方向に均一に分散するようになって、板幅方向に均一な幅で柾目状模様
を形成することができる。なお、上記溝は、押出機から供給される樹脂材料の主たる流路
となるマニホールドとすることができ、断面形状の大きな主マニホールド（主溝）を基材
の全周にわたる環状に設け、この主マニホールドから上記垂直方向溝などから構成される
枝マニホールドを延設することもできる。そして、これらマニホールドからスリット状の
供給用流路に押し流される樹脂の流れの態様に応じて多様な木目調模様を形成できる。
【００２５】
なお、上記した本発明において、基材を構成する熱可塑性樹脂や、木目調模様が加飾され
る樹脂層を構成する樹脂材料中の第１の熱可塑性樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、ポリアミド、ポリアセタール、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレ
フタレート、フッ素樹脂、ポリフェニレンサルファイド、ポリスチレン、ＡＢＳ樹脂、ア
クリル系樹脂、ポリカーボネート、ポリウレタン、塩化ビニル、ポリフェニレンオキシド
、エチレン酢酸ビニル共重合体など、適宜の熱可塑性樹脂を用いることができるが、特に
、コスト性等の観点から、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂を好適に
用いることができる。
【００２６】
また、第２の熱可塑性樹脂としては、アクリル系樹脂、飽和ポリエステル系樹脂などの適
宜の熱可塑性樹脂を用いることができ、特に、第１の熱可塑性樹脂との相溶性が小さく、
かつ、第１の熱可塑性樹脂よりも融点と粘度とが高いものを好適に用いることができる。
さらに、第２の熱可塑性樹脂は、その融点が１３０℃～３００℃のものがより好ましく、
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さらには、第１の熱可塑性樹脂との融点差が１０℃～１２０℃のものがより好ましい。な
お、多層構造の樹脂成形体の場合は、第２の熱可塑性樹脂は少なくとも最外層を構成する
樹脂材料に含まれていればよい。
【００２７】
また、充填材の種類は特に限定されるものではなく、例えば、材木，木板，合板，パルプ
若しくは竹材などの切削屑，研磨屑，切断鋸屑，粉砕物の様な木粉を用いることができる
。また、充填材として、籾殻や胡桃殻などの穀物ないしは果実の殻またはその粉砕物等の
植物系充填材、水酸化アルミニウム、エトリンガイト、硅砂、ホウ砂、アルミナ、タルク
、カオリン、炭酸カルシウム、シリカ、水酸化マグネシウム、マイカ、フライアッシュ、
ケイ酸カルシウム、雲母、二酸化モリブデン、滑石、ガラス繊維、ガラスビーズ、酸化チ
タン、アスベスト、酸化マグネシウム、硫酸バリウム、クレー、ドロマイト、カルシウム
・アルミネート水和物、鉄粉等の金属粉等、適宜の充填材を使用することができる。これ
ら充填材は単独で使用してもよく、２以上併用して使用することもできる。
【００２８】
この充填材の充填量は、熱可塑性樹脂１００重量部に対し、５０～５００重量部が好まし
い。５０重量部未満であるとコスト高となり、５００重量部を越えると樹脂との混練が不
十分になり、熱可塑性樹脂に均一に分散することが困難となる。より好ましい充填量は１
００～３００重量部である。
【００２９】
上記充填材の粒径は、１～１０００μｍのものを使用でき、より好ましくは５～３００μ
ｍのものを使用できる。その理由は、５μｍ未満であると均一に分散することが困難とな
るとともに、押出機内での材料粘度が上昇して押出成形性が低下し、一方、３００μｍを
越えると、粒が目立ち外観が荒くなり、成形品の表面性が低下するからである。なお、必
要に応じて充填材をシランカップリング剤やチタンカップリング剤等で表面処理すること
もできる。
【００３０】
また、木目調模様が付与される上記樹脂層の成形材料である熱可塑性樹脂材料は、上記樹
脂や充填材以外に、必要に応じて、ガラス繊維や炭素繊維等の補強材、可塑剤、発泡剤、
難燃剤、抗酸化剤、造核剤、顔料、紫外線吸収剤、紫外線劣化防止剤、酸化劣化防止剤、
α，β不飽和カルボン酸系モノマー等の添加剤や、酸変性オレフィン、酸変性低分子オレ
フィンなどの親和性向上剤を配合することもできる。
【００３１】
本発明の樹脂成形体の成形法は、射出成形法や押出成形法等の適宜の成形法を採用するこ
とができるが、連続生産性を考慮する場合は押出成形法を採用するのが好ましい。押出成
形法を採用する場合に用いる押出機は、特定の構造に限定されるものではないが、混練性
を高めるために二軸以上の押出機を用いることが好ましい。さらに好ましくは、押出機の
上流側（スクリュー根本側）に主原料投入口が設けられ、下流側に例えばサイドフィーダ
ーのような副原料投入部（設備）が設けられた押出機を用いることができ、これによれば
充填材の充填量制御を正確に行うことができ、成形品の材料特性を向上することができる
。
【００３２】
また、上記冷却賦形金型や賦形金型としては、通過する成形体の樹脂温度よりも１０℃以
上低い温度から成形体の固化温度までの間に温度調節された金型を用いることができる。
【００３３】
また、冷却賦形金型の上流側に、押出機から押し出された直後の溶融状態の樹脂材料をそ
の状態保ちながら所望の形状に賦形する金型（加熱賦形金型）を設けることができる。こ
の加熱賦形金型と冷却賦形金型とを連続的に（即ち隙間なく）設置することもでき、また
、加熱賦形金型と冷却賦形金型の間にエアギャップによる空冷工程を設けてもよい。
【００３４】
加熱賦形金型及び冷却賦形金型の温度調節手段は、特に限定されるものではなく、例えば
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、プレートヒーター、バンドヒーター、近赤外線ヒーター、遠赤外線ヒーター、オイルや
水などを媒体とした温調機等を用いることができる。
【００３５】
上記加熱賦形金型及び冷却賦形金型は、それぞれ１つずつ設けてもよく、それぞれが複数
の金型から構成されるものであってもよい。また、複数の金型がそれぞれ加熱賦形や冷却
賦形を行い得るものであれば、各金型ごとに制御されている温度がそれぞれ異なっていて
もよい。即ち、加熱賦形金型が複数の金型により構成されている場合、そのうちの一つの
金型が樹脂材料の冷却を行うものであっても、全体として加熱賦形として機能していれば
よい。また、冷却賦形金型が複数の金型により構成されている場合、そのうちの一つの金
型が樹脂材料の加熱を行うものであっても、全体として冷却賦形として機能していればよ
い。
【００３６】
【発明の実施の形態】
まず、本発明の第１実施形態として、樹脂成形体の押出成形後に研磨体により木目調模様
の加飾を行った樹脂成形体ならびにその製造方法について説明する。この実施形態に係る
木目調模様を有する樹脂成形体は、少なくとも熱可塑性樹脂１００重量部と、充填材５０
～５００重量部とを混練してなる熱可塑性樹脂複合材料を押出成形してなる樹脂層を有す
るものであり、該樹脂層のみの単層構造であってもよく、該樹脂層を最外層に含む多層構
造であってもよい。
【００３７】
上記熱可塑性樹脂複合材料に含まれる上記熱可塑性樹脂は、その母材となる第１の熱可塑
性樹脂（以下、「樹脂Ａ」という）と、樹脂Ａよりも融点の高い第２の熱可塑性樹脂（以
下、「樹脂Ｂ」という）とが混合されたものである。したがって、樹脂Ａの融点に合わせ
た温度条件で成形した場合、樹脂Ｂは完全には溶融分散せず、樹脂Ｂは粒状となって樹脂
Ａ中に存在し、これら樹脂Ａ，Ｂが非相溶の状態となる。
【００３８】
上記熱可塑性樹脂複合材料を押出成形し、連続的に冷却賦形金型を通過させ、表面温度を
結晶化温度以下にすること等により形状保持できる状態に成形した後に、連続的に回転す
る研磨体を用いて成形体の表面に木目調模様の加飾を行うことができる。この際、成形体
表面は回転する研磨体と接触するので、この接触部分に摩擦熱が発生して温度が局部的に
上昇する。この温度が樹脂Ｂの融点以上であるとき、樹脂Ａ及び樹脂Ｂはともに溶融状態
となり、回転する研磨体の表面で樹脂Ｂが研磨方向に細長く引き伸ばされて視覚的な木目
調の模様を形成する。また、上記摩擦熱により加熱された温度が樹脂Ｂの融点よりも少し
低いとき、樹脂Ｂは半溶融状態となり、回転する研磨体の表面で研磨方向に細長く引き伸
ばされて、視覚的な木目調の模様を形成する。
【００３９】
ここで、成形体表面に連続的に木目調模様を加飾するための研磨体としては、回転駆動さ
れる研磨ロールやエンドレスベルト、或いは、ブラシ状や櫛状のものなどを採用できる。
また、研磨体の表面材質は、サンドペーパー、ナイロン繊維と砥粒、樹脂、金属など、成
形体の表面に浅い掻傷を付けることができるものを採用できる。
【００４０】
なお、上記研磨体により連続的に加飾を行う際に、引き伸ばされた樹脂Ｂを素早く固める
ため、並びに、加飾を行った際に生じる研磨屑を洗い流すために、研磨部（加飾部）に直
接水をかけながら加飾を行うことが望ましい。
【００４１】
木目調模様が加飾される樹脂層が最外層を構成する多層構造の樹脂成形体の場合、上記樹
脂層の肉厚は、０．１～２０．０ｍｍとするのが好ましく、より好ましくは０．２～７．
０ｍｍとすることができる。その理由は、０．２ｍｍ未満の場合は加飾時の掻傷が内層に
影響を及ぼす可能性が高く、一方、７．０ｍｍより厚い場合は成形時の冷却性が悪く、生
産性が劣化するからである。
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【００４２】
本実施形態によれば、樹脂Ａ中に樹脂Ａよりも融点及び粘度の高い樹脂Ｂが含まれている
熱可塑性樹脂材料により樹脂層を成形し、該樹脂層の表面を、連続的に回転する研磨体で
研磨する際に、樹脂層表面が研磨体との接触により摩擦熱が発生して局部的に温度が上昇
し、樹脂Ｂが溶融状態若しくは半溶融状態となって、回転する研磨体の表面で引き伸ばさ
れ、視覚的な木目調の模様を形成することができる。さらに、視覚的な木目調の意匠の形
成と同時に、研磨体によって、樹脂層表面のダメージを可及的に均一にしつつ概略一方向
の掻傷を付けることによって、触感的にも木目調の表面を得ることができる。
【００４３】
次に、本発明の第２実施形態として、被覆金型中で樹脂Ｂを引き伸ばすことによって木目
調模様を形成した樹脂成形体並びにその製造方法について説明する。本実施形態の樹脂成
形体では、強度確保のために樹脂成形体を複層構造とし、内層基材で強度負担をするとと
もに、最外層に積層形成した樹脂層で木目調模様を付与している。この最外層の樹脂層は
、第１の熱可塑性樹脂（以下、「樹脂Ａ」という）と、該熱可塑性樹脂よりも融点の高い
第２の熱可塑性樹脂（以下、「樹脂Ｂ」という）とを少なくとも含む熱可塑性樹脂材料か
らなり、該樹脂材料には充填材が混合されていてもよく混合されていなくともよい。また
、内層は適宜の組成の熱可塑性樹脂材料を押出成形することにより得られたものとするこ
とができる。
【００４４】
木目調模様が加飾される上記樹脂層（最外層）の肉厚は、０．１～１０．０ｍｍとするの
が好ましく、より好ましくは０．２～７．０ｍｍとすることができる。その理由は、０．
２ｍｍ未満の場合は下地となる内層基材の表面性の影響が最外層表面に表れやすく、一方
、７．０ｍｍより厚い場合は成形時の冷却性が悪く、生産性が劣化するからである。
【００４５】
第２実施形態の樹脂成形体は、内層基材を押出成形した後に連続的に冷却金型を通過させ
、一旦形状保持できる状態とした後、クロスヘッドダイ等の被覆金型を用いて、形状保持
されたほぼ剛体である内層基材の外周面に上記樹脂層を積層成形することによって得られ
る。そして、最外層の樹脂層に含まれる樹脂Ｂの融点よりも少し低い成形温度（融点－５
０℃～－５℃程度）で上記樹脂層を成形することにより、被覆金型内で樹脂Ｂが樹脂Ａと
相溶せずに半溶融状態の粒状で分散され、該樹脂Ｂが被覆金型内の樹脂流路を通過する際
に樹脂流れ方向に引き伸ばされて、木目調模様が形成される。また、樹脂Ａに対する樹脂
Ｂの相溶性が小さい場合等においては、上記成形温度が樹脂Ｂの融点以上であっても、被
覆金型内で樹脂Ｂが樹脂Ａと相溶せずに溶融状態の粒状で分散され、樹脂Ｂが被覆金型内
の樹脂流路を通過する際に樹脂流れ方向に引き伸ばされて、木目調模様が形成される。
【００４６】
上記被覆金型の構造は適宜のものとすることができるが、好ましくは、図９に示すように
、最終成形体の形状に賦形するための賦形用流路２１（出口流路部）と、該賦形用流路２
１の上流端に接続され且つ賦形用流路に直交するスリット状の材料供給用流路２２とを備
えるものとすることができる。この場合、上記のように樹脂Ｂが引き伸ばされる部位は、
内層基材との合流部位Ｘ（即ち、供給用流路と賦形用流路の交差部）の直前から、ほぼ剛
体である内層基材と被覆用金型との間に形成されるクリアランスである賦形用流路内であ
る。即ち、供給用流路内の樹脂材料の流れを制御することで樹脂Ｂを樹脂Ａ中で所望の状
態に分散させ、この状態で賦形用流路内を通過させると、内層基材と被覆金型との間の剪
断力によって溶融状態若しくは半溶融状態の樹脂Ｂが押出方向に強く引き伸ばされ、上記
樹脂流れの制御に応じて多様な木目調模様が形成される。
【００４７】
供給用流路内の樹脂流れの制御法は適宜のものとすることができ、例えば、該流路内に、
流路厚（クリアランス）方向に突出する突起を成形体の板厚方向に複数設けることにより
樹脂流れを制御することができる。この突起の突出高さは、流路を完全には遮断しないよ
うにクリアランスの５～５０％とすることができる。なお、上記突起の形状は、適宜のも
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のとすることができ、例えば丸型、角形、多角形などとすることができる。また、突起の
材質も特に限定されるものではなく、金属、特に好ましくは金型用鋼材等によって突起を
構成でき、メッキがなされていてもなされていなくとも良い。また、突起の数は一つでも
複数個でもよく、複数個の場合には、等間隔で配置してもよく、非幾何学的なランダムな
配置であってもよい。
【００４８】
また、内層との合流部直前から上流部に設けられたクリアランスを持つ流路内に環状に施
された溝を、該流路を構成する金型壁面に設けることで、溶融樹脂が溝を通過する際に非
相溶である樹脂Ａと樹脂Ｂとの色斑模様が生じる。さらに、該溝を環状に構成することで
、該色斑模様が合流するなどしてより多彩な色斑が発生し、それを滝状に押出被覆するこ
とによって、より本物に近い柾目系の木目調模様を付与できる。
【００４９】
なお、上記溝は、その断面形状が半円状もしくは略半円状が加工面からも好ましいもので
あるが、角形やＶ字形であってもその効果は同等である。また、該溝の配置形態は適宜の
ものとすることができ、例えば、図１０に示すように、被覆金型に設けられた主流となる
主マニホールドＭ（例えば、基材の周囲に設けられた環状溝など）から垂直方向に複数の
支流となる枝マニホールドＳ（垂直方向溝）を設けたものとすることができる。これによ
れば、樹脂材料が枝マニホールドＳからスリット状の供給用流路内に流出する際の樹脂流
れが、図１０に示すように略山形に広がるようになり、略板目状の木目調模様を形成でき
る。さらに、図１１に示すように、複数の枝マニホールドＳの先端を連結する連結溝Ｃを
設けることもできる。これによれば、連結溝Ｃから板幅方向全体にわたって略均一に樹脂
材料が流出するようになって、略柾目状の木目調模様を形成できる。
【００５０】
上記第２実施形態の樹脂成形体は、複層構造の成形体であり、かつ、その最外層に樹脂Ａ
と該樹脂Ａより融点及び粘度の高い樹脂Ｂが含まれる成形体であって、ほぼ剛体である内
層基材に垂直に最外層樹脂を供給することにより最外層を被覆する工程において、内層成
形体との合流部直前に設けたクリアランスを持つ流路内において、該クリアランスに突き
出した突起、或いは、クリアランスを構成する金型壁面の溝を有することにより、木目調
模様を付与した熱可塑性樹脂複合材料成形体が得られるとともに、容易に木目調模様の変
更を行い得る製造方法となる。
【００５１】
【実施例】
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。なお、研磨体により樹脂Ｂを引き伸ば
すことにより木目調模様を施したものを実施例１及び実施例２として例示し、被覆金型内
で樹脂Ｂを引き伸ばすことにより木目調模様を施したものを実施例３及び実施例４として
例示するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではなく、適宜設計変更できる。
【００５２】
〔実施例１〕
図１は、図２に示すような内層基材２と外側樹脂層３とからなる２層構成の樹脂成形体１
を製造するための製造装置（成形機）１０であり、該装置１０は、基材２の成形用の第１
押出機１１、加熱賦形金型１２並びに冷却賦形金型１３と、外層３の被覆成形前の予備加
熱用の加熱プレート１４と、外層３の成形用の第２押出機１５並びに冷却賦形をも行うク
ロスヘッド型の被覆金型１６と、樹脂成形体１の成形後に樹脂層３の表面に加飾を施すた
めの研磨体１７とを備えている。
【００５３】
内層基材２の成形用の第１押出機１１として二軸同方向押出機（日本製鋼所製：ＴＥＸ４
４）を用い、基材２の成形樹脂材料として、ポリプロピレン（日本ポリケム製：ノバテッ
クＰＰ：融点１６５℃）１００重量部を主原料投入口１８から投入し、次いで充填材とし
て木粉（４５メッシュ）２００重量部を副原料投入口１９から第１押出機１１内に投入し
た。
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【００５４】
一方、外側樹脂層３の成形用の第２押出機１５としては単軸押出機（池貝製：ＶＳ３０）
を用い、上記と同じ融点１６５℃のポリプロピレン（樹脂Ａ）と、融点２２０℃のポリエ
ステル系樹脂（樹脂Ｂ）とを混合してなる熱可塑性樹脂材料を上記第２押出機１５の材料
投入口から投入した。
【００５５】
第１押出機１１の押出ヘッド１１ａに取り付けられた加熱賦形型１２は２００℃に温調さ
れており、成形温度２００℃で押し出された溶融樹脂材料は、加熱賦形型１２を通過する
際に溶融状態を保ちながら所定形状に賦形され、該加熱賦形型１２と連続的に設置された
１００℃に温調された冷却金型１３を通過する際に冷却賦形され、基材２が形状保持でき
る状態に成形される。
【００５６】
加熱プレート１４は１５０℃に温調されており、上記冷却金型１３で一旦冷却賦形された
基材２の表面を再び加熱し、第２押出機１５の押出ヘッド１５ａに取り付けられた被覆金
型１６に、上記樹脂Ａと樹脂Ｂの混合材料である熱可塑性樹脂材料を押出成形温度２２０
℃で供給し、該樹脂材料を２００℃に温調された該被覆金型１６内で基材２の外周に積層
被覆して、内層基材２の肉厚５．０ｍｍ、外側樹脂層３の肉厚０．５ｍｍの合計肉厚６．
０ｍｍ、板幅５０ｍｍの板状の樹脂成形体を成形した。
【００５７】
また、上記研磨体１７として、モーターの先に取り付けられたナイロン製バフロール（＃
４００）を用い、この研磨体１７を樹脂成形品１の表面に対して水平に設置し、モーター
を連続的に回転させて研磨体１７を図１に矢視する方向に回転駆動することで、該研磨体
１７により樹脂成形品１の外側樹脂層３の表面を板幅方向全長にわたって研磨し、同一方
向の引っ掻き状木目調模様を施した。
【００５８】
〔実施例２〕
上記実施例１のナイロン製バフロールに代えて、サンドペーパー仕様（＃８０）の加飾ロ
ールを研磨体として使用して、同一方向の引っ掻き状木目調模様を施した。
【００５９】
〔比較例〕
上記実施例１の成形機で得られた樹脂成形体に、研磨体による加飾を施さなかった。
【００６０】
上記実施例１、実施例２及び比較例の樹脂成形体についての評価結果は表１の通りであっ
た。この評価結果から明らかなように、樹脂成形体の表面荒さは研磨体による表面研磨を
行った実施例１及び２が、比較例よりも細かくなり、優れた表面性状が得られている。ま
た、耐候性評価のためにサンシャインウェザーメーターを用いて１０００時間促進暴露試
験を行い、該試験前後の成形体表面の色差を測定・算出したところ、実施例１，２のいず
れもわずかに３以下であった。吸水率も非常に僅かであり、耐久性に優れたものとなって
いることが解る。また、比較例に比して実施例の方が視覚的にも触感的にも木質感に優れ
たものとなった。
【００６１】
【表１】
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【００６２】
〔実施例３〕
本実施例３の樹脂成形体は２層構造であって、図３に示す製造装置１（成形機）を用いて
成形される。該製造装置１並びに製造方法は、研磨体が設けられていない点と、被覆金型
の構造が異なる点以外は、上記第１実施例と同様であるので詳細説明を省略する。
【００６３】
本実施例の被覆金型１６は、図４及び図５に示すように、外側樹脂層３を構成する熱可塑
性樹脂材料の賦形用の流路２１と、該賦形用流路２１へ上記樹脂材料を供給するための供
給用流路２２とを備えている。該供給用流路２２は、賦形用流路２１と直交状に設けられ
ているとともに、基材２への樹脂層３の被覆幅全体、即ち、樹脂成形体である板材１の板
幅全体にわたるスリット状に構成されている。より具体的には、図５に示すように、被覆
金型１６は、上流側の第１の金型部材１６ａと、下流側の第２の金型部材１６ｂとを備え
ており、これら第１の金型部材１６ａと第２の金型部材１６ｂとが所定のクリアランスを
有して設置されており、このクリアランスによって供給用流路２２が構成されている。第
１の金型部材１６ａには、基材２と同形・同大の基材通過孔３０が形成されている。また
、第２の金型部材１６ｂと基材２との間にも所定のクリアランスが形成されており、該ク
リアランスにより賦形用流路２１が構成されている。
【００６４】
上記第１の金型部材１６ａには、供給用流路２２内に位置して流路厚方向に突出する突起
３１が設けられており、該突起３１によって供給用流路２２内の樹脂流れに変化を生じさ
せるように制御している。この突起３１は、樹脂成形体１である板材の表裏両側にそれぞ
れ複数（図示例では４つずつ）設けられている。この複数の突起３１の配置はどのような
ものであってもよいが、図示例では、表裏とも一直線上に略等間隔に配置している。なお
、本実施例では、上記供給用流路２２の流路厚（クリアランス）は１ｍｍとし、各突起３
１の形状は略円柱状とし、突起３１の直径を２ｍｍ、突出高さを０．３ｍｍとし、突起３
１間の間隔を１０ｍｍとした。
【００６５】
また、第１の金型部材１６ａには、図４に示すように、基材通過孔３０及び上記複数の突
起３１を取り囲むように環状溝（主マニホールド）３２が形成されており、第２押出機１
５から押し出された樹脂材料は、環状溝３２を流れて基材２の全周にわたって供給され、
この環状溝３２から上記スリット状の供給用流路２２に流れ込み、突起３１で樹脂流れに
変化を生じさせつつ、基材２外周面に供給され、賦形用流路２１内で所定厚の樹脂層３を
形成するように賦形される。
【００６６】
本実施例の製造装置を用いて上記の成形条件で樹脂成形体１を成形したところ、図８（ａ
）に示すようなウロコ状の柾目模様が樹脂層３に形成された。
【００６７】
〔実施例４〕
本実施例４の製造装置では、上記実施例３の被覆金型１６を図６及び図７に示すものに変
更した。この被覆金型は、ほぼ剛体である内層基材３に垂直に押出により最外層樹脂を供
給することにより最外層３を被覆する金型１６は、内層基材３との合流部直前に設けられ
たクリアランスにより構成される供給用流路２２内に、断面半円状主マニホールド３２を
設けるとともに、該主マニホールド３２に接続されかつ垂直方向に延びる長さ１０ｍｍの
枝マニホールド３３（垂直方向溝）を、１０ｍｍ間隔で表裏それぞれに４本ずつ設け、さ
らにこれら４本の枝マニホールド３３の先端部間を、枝マニホールド３３と同じ形状の連
結溝３４（溝状流路）で連結したものである。
【００６８】
本実施例の製造装置を用いて上記と同様の成形条件で樹脂成形体１を成形したところ、図
８（ｂ）に示すような滝状の板目模様が樹脂層３に形成された。
【００６９】
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【発明の効果】
本発明によれば、融点の異なる２以上の熱可塑性樹脂を含む樹脂材料を用いて少なくとも
最外層を形成し、高融点の熱可塑性樹脂を溶融状態若しくは半溶融状態としてこれを引き
伸ばすことにより木目調模様を付与したので、樹脂成形体の表面に大きな傷やウェルドラ
イン等が形成されることなく多様な木目調模様を形成することができ、耐久性並びに生産
性にも優れた木目調模様を有する樹脂成形体を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１及び第２実施例に係る樹脂成形体の製造装置の概略構成図である。
【図２】本発明の実施例に係る樹脂成形体の縦断面図である。
【図３】本発明の第３及び第４実施例に係る樹脂成形体の製造装置の概略構成図である。
【図４】本発明の第３実施例の被覆金型の一方の金型部材の型合わせ面の正面図である。
【図５】同被覆金型の要部を示す断面斜視図である。
【図６】本発明の第４実施例の被覆金型の一方の金型部材の型合わせ面の正面図である。
【図７】同被覆金型の要部を示す断面斜視図である。
【図８】（ａ）は第３実施例の製造方法で製造された樹脂成形体の表面模様を示す平面図
であり、（ｂ）は第４実施例の製造方法で製造された樹脂成形体の表面模様を示す平面図
である。
【図９】本発明の被覆金型内において樹脂Ｂが引き伸ばされる作用を説明するための作用
説明図である。
【図１０】本発明の被覆金型に垂直方向溝を設けた場合の樹脂流れを説明するための作用
説明図である。
【図１１】本発明の被覆金型に垂直方向溝と連結溝を設けた場合の樹脂流れを説明するた
めの作用説明図である。
【符号の説明】
１　樹脂成形体
２　内層基材
３　外側樹脂層（最外層）
１０　樹脂成形体の製造装置
１１　第１押出機
１３　冷却賦形金型
１５　第２押出機
１６　被覆金型
２１　賦形用流路
２２　供給用流路
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】
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