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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量％で50％未満の合成繊維及び50％超の天然繊維で形成されるベース層と、
　介在するホットメルト接着剤を使用することなく、前記ベース層の、自動車の乗員側の
表面上に直接施与される保護部材であって、ここで前記保護部材は６０℃～１７０℃の範
囲の軟化点を有する、保護部材
とを含む、トリムパネル。
【請求項２】
　前記保護部材は、ポリエーテル、ポリエステル、ポリカプロラクトン、ポリカーボネー
ト及び大豆油、トウモロコシ油、及びヒマシ油からなる群より選ばれる油脂から誘導され
たポリオールからなる群より選択される材料から形成される、請求項１に記載のトリムパ
ネル。
【請求項３】
　前記ベース層及び前記保護層の少なくとも一つに施与された着色部材をさらに含む、請
求項１又は２に記載のトリムパネル。
【請求項４】
　前記保護部材は０．０２ｍｍ～０．１５ｍｍの厚さを有する、請求項１～３のいずれか
１項に記載のトリムパネル。
【請求項５】
　前記保護部材は、前記ベース層に少なくとも部分的に埋め込まれている、請求項１～４
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のいずれか１項に記載のトリムパネル。
【請求項６】
　ベース層は、天然繊維の間に開口部又は窪みを含み、そして前記保護部材は少なくとも
部分的に前記開口部又は窪みに埋め込まれている、請求項５に記載のトリムパネル。
【請求項７】
　前記ベース層は重量%で３０％未満の合成繊維を含む、請求項１～６のいずれか１項に
記載のトリムパネル。
【請求項８】
　前記保護部材は６０℃～１７０℃の間でガス及び水蒸気を透過する、請求項１～７のい
ずれか１項に記載のトリムパネル。
【請求項９】
　前記保護部材は液状水及び紫外線に実質的に不浸透性である、請求項１～８のいずれか
１項に記載のトリムパネル。
【請求項１０】
　前記保護層は穴が開けられていない、請求項１～９のいずれか１項に記載のトリムパネ
ル。
【請求項１１】
　前記保護部材は着色剤を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載のトリムパネル。
【請求項１２】
　前記天然繊維は、木質繊維、リグニン繊維、及び例えば、木材、ケナフ、麻、黄麻、亜
麻、カラムシ、ローゼル、ラタン、大豆、オクラ、バナナ繊維、竹、ココナツ、コイア、
綿、クラワ、アバカ、マツ、パイナップル、ラフィア、及び／又はサイザル麻などの他の
セルロース繊維からなる群より選択される、請求項１～１１のいずれか１項に記載のトリ
ムパネル。
【請求項１３】
　前記着色部材は、前記天然繊維に直接施与される、請求項３～１２のいずれか１項に記
載のトリムパネル。
【請求項１４】
　前記着色部材は、前記保護部材と前記天然繊維との間に位置する、請求項３～１２のい
ずれか１項に記載のトリムパネル。
【請求項１５】
　前記保護部材は、前記天然繊維と前記着色部材との間に位置する、請求項３～１２のい
ずれか１項に記載のトリムパネル。
【請求項１６】
　前記軟化点の範囲は８０℃～１５０℃の間である、請求項１～１５のいずれか１項に記
載のトリムパネル。
【請求項１７】
　前記保護部材は液状水及び紫外線に実質的に不浸透性であると共に、６０℃～２２０℃
の間でガス及び水蒸気を透過する、請求項１～７、９～１５のいずれか１項に記載のトリ
ムパネル。
【請求項１８】
　前記保護層は前記ベース層の一面にのみ施与される、請求項１～１７のいずれか１項に
記載のトリムパネル。
【請求項１９】
　重量％で50％未満の合成繊維50％超の天然繊維で形成されるベース層、及びポリエーテ
ル、ポリエステル、ポリカプロラクトン、ポリカーボネート及び大豆油、トウモロコシ油
、及びヒマシ油からなる群より選ばれる油脂から誘導されたポリオールからなる群より選
択される材料から選択される保護部材を提供すること、
　前記保護部材を前記ベース層の、自動車の乗員側の表面上に加熱及び加圧により施与し
て保護層を形成すること、及び
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　前記保護層が形成された前記ベース層を圧縮成形してトリムパネルを形成すること
を含む、トリムパネルを形成する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２００９年１月９日に出願された、“Ｅｘｐｏｓｅｄ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｔ
ｒｉｍ　Ｆｉｂｅｒ”と題された米国仮出願第６１／１４３，６１９号、及び２００９年
９月３日に出願された、“Ｎａｔｕｒａｌ　Ｆｉｂｅｒ　Ｔｒｉｍ　Ｐａｎｅｌ”と題さ
れた米国仮出願第６１／２３９，５６３号の優先権を主張し、これらの出願の開示の全体
が本出願の一部として考慮され、及び参照として包含される。
【０００２】
　本発明は、自動車のトリムパネルに関し、特に、天然繊維から形成され、該天然繊維層
が視界に晒され、かつ、様々な環境因子からの汚れ及び他の弊害を防ぐために施与された
保護フィルムを含む、環境に優しいトリムパネルに関する。
【背景技術】
【０００３】
　例えば、天井材、ドアパネル、計器パネル、ダッシュボード、インサート成形品などの
、自動車トリムパネル中で使用される、多層パネル又は積層パネルが長い間知られている
。積層パネルは、様々な種類のものが製造され、また様々な方法で製造される。内装トリ
ムパネルは、通常、例えばポリウレタン若しくはポリプロピレンなどのポリマー部材のコ
ア層又は基材を含む。外部層を含む、１つ以上の追加の層が、一般的に、基材に接着剤又
は他の結合方法によって取り付けられる。外部層は、織布、皮革、又はポリマー（例えば
、ポリエステル）でよい。単一部材（例えばポリプロピレン）であるか、又は複合部材（
例えば、繊維ガラスで補強されたポリウレタンフォーム）である、成形されたパネルの自
動車のトリムパネルにおける使用も知られている。
【０００４】
　従来の積層トリムパネルは製造するのに複雑で、かつ高価である。なぜなら、製造工程
が、例えば、接着剤の施与、層の取り付け、及び構成成分の加熱などの、複数のステップ
及び部品に関与するからである。トリムパネルに通常使用されている多くの部材が、非分
解性であり、かつ同時に再利用することができず、及び／又は、分離できるとしても困難
である。様々な化学接着材の使用もまた、トリムパネルの再利用可能な部材への解体を、
より難しくし、及び／又はより高額にする。これらのトリムパネルは、不燃性部材を含み
、及び／又は燃焼されると有害ガスもしくは毒性のガスを産生するので、一般に安全に焼
却することもできない。
【０００５】
　環境的及び経済的な懸念は、消費者を、より環境に優しい部材の探求へと導いている。
例えば、自動車におけるより軽量の部材の使用は、車体の重量を軽減し、かつ燃費を向上
させる。さらに、多くの従来の内装トリムパネルは、石油由来のポリマー系部材（例えば
、ポリウレタン、ポリプロピレン）でできている。原油価格の乱高下、及び多くの石油源
の信頼性の欠如は、石油ベースの製品への依存を望ましくないものとしている。さらに、
最終的に廃棄されることになるトリムパネルの部材を再利用することができないことは、
埋立地に過度の負担をかける。消費者はまた、再利用が容易な製品をますます望んでいる
。消費者は、新車中の石油ベースの製品からの化学排出物に関しても、懸念を強めている
。よって、既存の製品の性能特性に適う、より環境に優しく、又は「無公害の」製品に対
する多大な要求が存在する。また、消費者は、洗練された、好みでカラーコーディネート
をすることができ、かつ容易に再利用することができる、環境に優しい製品も求めている
。
【０００６】
　天然繊維は、様々な自動車のトリムパネルに使用されており、典型的には基材及び支持
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部材として使用されている。しかしながら、これらの種類の繊維は、一般的にクラスＡサ
ーフェスと呼ばれる、自動車の乗員の目に見えるトリムパネルの表面には広く見出されな
い。なぜなら、これらは磨耗特性に乏しく、また他の欠点を有するからである。天然繊維
シート及び製品は、通常の使用において、一般的に擦り切れやすく、又は擦過されやすい
傾向がある。これらはまた、汚れやすい傾向がある。なぜなら、繊維の網目が汚染物質及
び他の汚れの原因となる物質を吸着し、洗浄を困難又は不可能にするからである。したが
って、液体を吸い取り、かつ吸収する、現在の天然繊維の任意の生来の性向は、天然繊維
シートの見栄えの悪い膨潤又は膨張、及び時には製品の顕著な変形も導く。より深刻なこ
とは、これらの天然素材部品又はパネルの多くは、洗浄液を吸収する傾向もあり、これら
を洗浄することをさらに困難にしている。多くの天然素材は、紫外線（ＵＶ）及び他の環
境要因、例えば熱などからの損傷、又は負の美的効果（例えば、黒ずみ）の影響も受けや
すい。上記の多くの特性により、最終製品に負の影響を及ぼすことなく、多くの既存の方
法で持続性並びに好ましい色合い及び着色の提供は、付与することが難しい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、従来の天然繊維パネルの欠点の傾向が少ない、天然繊維製品及び天然繊維パ
ネルの製造方法に関する。本発明は、特に、繊維層及び透明保護層、及び／又は保護部材
から形成されたコーティングを含むトリムパネルに関し、該繊維層は、植物性繊維、又は
他の天然・非石油ベースの繊維をさらに含む。本発明は、色合い又は着色効果を繊維層に
提供する、着色部材を含むトリムパネルにさらに関する。
【０００８】
　本発明は、天然繊維、場合によっては、植物性繊維を包含するシートを提供すること、
保護部材を繊維シートの表面上に施与して保護層を生成すること、及び繊維シートを圧縮
成形してトリムパネルを形成することを含む、トリムパネルを形成する方法にも関する。
もちろん、場合によっては、保護部材を施与する前に、天然繊維のベース層を成形してよ
い。いくつかの例示的な方法は、着色部材を提供して、感知される色彩又は色合いをトリ
ムパネルに提供するステップも含む。
【０００９】
　本発明の系及び方法の様々な態様のこれら及び他の特徴及び利点は、以下の本発明の様
々な装置、構造、及び／又は方法の、様々な例示的な態様の詳細な説明に記載され、又は
これによって明らかになる。
【００１０】
　本開示に従う系及び方法の様々な例示的な態様を、以下の図を参照して、詳細に記載す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に従う天然繊維から形成されたトリムパネルの様々な例示的な態様による
、自動車の内装の断片的な斜視図である。
【図２】本発明に従うドアパネルの例示的な態様の斜視図である。
【図３】本発明に従う天然繊維のシートからトリムパネルを形成する、第１の例示的な工
程を示す。
【図４】本発明に従う天然繊維のシートからトリムパネルを形成する、第２の例示的な工
程を示す。
【図５】本発明に従う天然繊維のシートからトリムパネルを形成する、第３の例示的な工
程を示す。
【図６】本発明の工程を示すフローチャートである。
【図７】例示的なトリムパネルを形成する、例示的な層の分解斜視図である。
【図８】例示的なトリムパネルを形成する、例示的な層の分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１２】
　本発明は、図１及び２に、ドアパネル１０１、１０２、ダッシュボード１０５、及びそ
の他の自動車パネル１０４として例示的に示され、一般的には天然繊維ベース層１１０か
ら形成され、並びに保護層１１１などの透明保護部材、及び／又は天然繊維シートを被覆
するコーティングを含む、トリムパネル１００に関する。図８に示すように、保護部材１
１１を、典型的にはクラスＡサーフェスに施与する。保護部材１１１は、耐磨耗性及び／
又は耐擦過性、耐ＵＶ性（例えば、少なくとも部分的にＵＶ光に不透明）、及び自動車の
コンパートメント内部で一般的に存在する、水、ソーダ水、コーヒー、及び紅茶などの液
体に対して、不浸透性又は耐性がある。保護部材１１１は、天然繊維シート１１０の目に
見える面又はクラスＡサーフェスを磨耗による擦り切れからも防ぐ。
【００１３】
　図１は、様々なトリムパネル１０１、１０４、及び１０５が、カバーストック部材（ｃ
ｏｖｅｒｓｔｏｃｋ　ｍａｔｅｒｉａｌ）なしで、本発明の天然素材シートから製造され
た、例示的な自動車の内装を示す。本出願中で、「カバーストック部材」とは、従来技術
の繊維パネルを被覆する布地などの、自動車内で見出される典型的な被覆部材を指す。本
出願中で、「カバーストック部材」は、本発明の保護部材も、存在する場合には、いかな
る着色層又は染色層も含まない。
【００１４】
　天然繊維トリムパネル１００を、第一の例示的なドアパネル１０１及び例示的なダッシ
ュボード１０５を含む、図１に示すトリムパネルなどの、任意の所望の形状、大きさ、又
は構造の任意の所望のパネルに形成してよい。図１に示すダッシュボード１０５は、様々
な様式、形状及び構造を含むことができ、図１は例示的な態様を単に示すだけであること
が認識されるべきである。図１に示す例示的なウイングアームレストは、トリムパネル１
０１及び他の自動車パネル１０４のように上述の天然繊維パネル１１０を用いて形成する
ことができることが認識されるべきである。図２は、カバーストック部材を何ら含まない
、天然繊維から製造された第２の例示的なドアパネル１０２も示す。本発明は、自動車に
おける様々な様式、構造、及び設計だけでなく、天然繊維が目に見える耐摩耗性外部表面
を形成する、環境に優しい部材を使用することが望まれる家具などの他の部品の多くの産
物に形成してよい。
【００１５】
　繊維シート１１０は、木質繊維、リグニン繊維、及び例えば、木材、ケナフ、麻、黄麻
、亜麻、カラムシ、ローゼル、ラタン、大豆、オクラ、バナナ繊維、竹、ココナツ、コイ
ア、綿、クラワ、アバカ、マツ、パイナップル、ラフィア、及び／又はサイザル麻などの
他のセルロース繊維原料から主に形成される。いくつかの限定的な態様において、繊維シ
ート１１０は、例えば、アクリル、アラミド、トワロン（ｔｗａｒｏｎ）、ケブラー、テ
クノーラ（ｔｅｃｈｎｏｒａ）、ノメックス（ｎｏｍｅｘ）、カーボン、マイクロファイ
バー、ナイロン、オレフィン、ポリエステル、ポリエチレン、レーヨン、スパンデックス
（ｓｐａｎｄｅｘ）、テンセル（ｔｅｎｃｅｌ）、ビナロン（ｖｉｎａｌｏｎ）、ザイロ
ン（ｚｙｌｏｎ）、及び／又はポリプロピレンなどの合成繊維も含んでもよいが、部材の
大半は天然繊維部材のままである。好ましい態様において、繊維シートは、５０％未満の
合成繊維を含み、より好ましくは３０％未満の合成繊維を含む。多くのトリムパネル１０
０は、約１００％の天然繊維から形成された繊維シート１１０を使用してよい。繊維シー
ト１１０を、任意の既知の工程により形成してよい。
【００１６】
　様々な例示的な態様において、保護部材１１１は可視光を透過し、擦過に対して高い耐
性を有し、ＵＶ耐性（例えば、ＵＶ光に対して少なくとも部分的に不透明）、及び／又は
、一般的な液体（例えば、疏水性液体）による浸透に耐性である。保護層１１１は、一般
的に例えばウレタン、アクリル、熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）、熱可塑性オレフィン
（ＴＰＯ）、ポリエステル、及び／又はポリカプロラクトンなどの透明部材のシート１１
２、又はフィルムであるが、噴霧部材１１５でもよい。保護部材１１１は、厚さが約０．
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０２５～０．１５ｍｍのシート又はフィルムとして、典型的に施与され、施与されると、
０．０２０～０．０８０ｍｍの好ましい厚さを有する。もちろん、施与された厚さは、繊
維シートの天然特性に応じて大幅に変更してよい。ほとんどの部材にとって、保護部材は
厚さが約０．０３０～０．０７０ｍｍで施与されるが、所与の保護部材１１１に適切な、
他の厚さを使用してよい。約０．０４０～０．０６ｍｍの厚さが、十分な保護を一般的に
提供すること、及び簡便、経済的、かつ効果的な製造方法を可能にすることが見出された
。保護層１１１の厚さは、保護部材１１１を形成する部材の種類に従って変更してよい。
例えば、ポリカプロラクトンベースの脂肪族熱可塑性ポリウレタンが保護層１１１を形成
し、かつ７０％のマツ繊維と２０％のＰＥＴ／ポリプロピレン及び、１０％のアクリルバ
インダーが、繊維シート１１０を形成する場合に、０．１ｍｍの厚さの保護層が良好に機
能することが見出された。様々な例示的な態様において、保護部材１１１又は１１２は厚
さが約０．００２～０．０１２ｉｎであるが、所与の部材に適切な他の厚さを使用してよ
い。
【００１７】
　天然繊維から形成された繊維層の保護部材として良好に機能することが見出された部材
は、ポリエーテル、ポリエステル、ポリカプロラクトン、ポリカーボネート、又は任意の
有機油脂ベースのポリオール（例えば、大豆、トウモロコシ、及びヒマ）などのポリオー
ルである。特に、天然繊維の保護部材として良好に機能する部材は、広く６０℃～１７０
℃のＴＭＡの範囲を有する。該範囲は、一般的に、自動車の完成部品上の粘着性表面を避
けるために、最低で６０℃のＴＭＡを、及び保護コーティングを施与するためのエネルギ
ーを減少させ、かつ繊維シートを形成する、繊維マット同士を結合させる任意の熱硬化反
応が損なわれるのを防ぐために、最高で１７０℃のＴＭＡを有するように選択される。Ｔ
ＭＡの範囲が８０℃～１５０℃である保護部材は、繊維シート１１０と際立って結合又は
カップリングすること、及び繊維マット又はシート１１０を結合するための追加のホット
メルト又は接着剤を必要としないことも見出された。１００℃～１３０℃の狭い範囲も良
好に機能する。保護部材のＴＭＡの最高温度が低すぎると、保護層を提供する代わりに、
保護部材は天然繊維シート内に、場合によっては、繊維の中にさえ浸みこみ、そして（１
）保護層がほとんど無いか皆無となり、十分な汚れ及び水バリアを生成することができな
くなり、及び（２）繊維シート１１１を変形又は脱色させ得る。もし保護部材のＴＭＡの
最高温度が高すぎると、フィルムは、成形工程の間に十分なガス及び水分子を逃がすこと
ができず、穴又はブリスターの原因となるために魅力のない外見及び印象を生じ得、又は
、保護部材１１１を繊維シートに接着する工程ステップの間にこのようなガス及び水を逃
がすことを可能にする、レーザー化学的な又は他の方法などの、保護部材１１１に穴を開
ける等の機械的な追加のステップを必要とする。一つの一般的な問題は、繊維シート１１
０が施与中に、及び／又は加熱した圧縮成形用鋳型中での成形中に加熱され、主に天然繊
維中の蒸発した湿気によって保護層１１１にブリスターが発生することである。
【００１８】
　トリムパネル１００を、天然繊維シート１１０から、様々な例示的な方法を通じて形成
してよい。天然繊維シート１１０は、保護部材が施与される前又は後に、繊維シート１１
０を覆って閉じられる該シートを圧縮し、そして所望のトリムパネルの形状に成形する、
圧縮成形用鋳型１２０中で、最終形状に成形されてよい。一旦繊維シート１１０が成形さ
れると、圧縮成形用鋳型１２０から取り出され、そして必要であれば、例えば、成形くず
のトリミングなどの、任意の続くステップが行われ、これは二次工程中で、又はインツー
ル（ｉｎ－ｔｏｏｌ）トリミングによって行われてよい。保護層１１１を、一般的に噴霧
液又はフィルムとして施与してよい。様々な例示的な態様において、天然繊維シート１１
０及び／又は鋳型１２０を加熱してよい。
【００１９】
　保護層１１１を繊維シート１１０に最初に施与することが一般的に好ましい一方で、図
３は、繊維シート１１０からトリムパネル１００を形成することであって、ここで保護部
材１１１はトリムパネル１００を最終形状に成形した後に施与される、例示的な方法を示
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す。図３に示すように、繊維シート１１０は、天然繊維シート１１０を鋳型１２０中で圧
縮成形することにより成形される。さらに図３において示すように、繊維シート１１０の
成形後、トリムパネル１００の見える表面１１３は、透明保護部材１１１でコーティング
される。保護部材１１１は、部材１１５上に噴霧されたものとして示される。保護部材１
１１は、成形された繊維シート１１０上に熱及び圧力で施与され、又は特に図３に示すよ
うに、保護部材１１１は、任意の許容される方法によって、繊維シート１１０上に噴霧さ
れる。もちろん、保護部材１１１を、任意の適切な、既知の、又は後に開発された技術、
工程、もしくは方法により、成形された繊維シート１１０に施与してよい。
【００２０】
　圧縮成形の前に保護部材１１１を繊維シート１１０に施与することは、よりよい接着、
審美的な外見、より速い工程時間、及び／又はより費用効果のある製造方法を可能にする
と考えられる。特に、繊維シートを成形するための圧縮成形工程の間の加熱及び／又は加
圧は、保護部材の繊維シート１１０へのよりよい接着をもたらす。
【００２１】
　図には示していないが、図３中の工程は、保護部材１１１を成形のステップの前に噴霧
してよいように変更することができる。もちろん、鋳型１２０に入れる前に、離型加工助
剤又はスリップ剤１２１を施与してよい。
【００２２】
　図４は繊維シート１１０からトリムパネル１００を形成することを示す。繊維シート１
１０の、最終的に見える表面１１３は、保護部材１１１でコーティングされる。繊維シー
ト１１０、及び保護シート１１２として示される保護部材１１１は、繊維シート１１０及
び保護部材シート１１２を覆って閉じられる、圧縮し、そして所望のトリムパネル１００
の形状に形成する、圧縮成形用鋳型１２０中に入れられる。様々な例示的な態様において
、保護部材シート１１２は薄いフィルムである。他の例示的な態様において、保護部材シ
ート１１２を、任意の適切な、既知の、又は最近開発されたな技術、工程、又は方法によ
って、繊維シート１１０に施与してよい。もちろん、保護部材１１１を圧縮成形の後、繊
維シート１１０に施与してよく、そして、保護部材シート１１２の繊維シート１１０上へ
の加熱及び真空プレスの例示的な工程により、繊維シート１１０に対する類似の付着力を
得る。図は保護部材のシートのみを示しているが、このシートは保護部材のロールから供
給されることが想定される。図には示していないが、図４において、加工助剤を、結合さ
れた繊維シート１１０及び保護部材１１１に施与してよい。
【００２３】
　繊維シート１１０が形成された後、保護部材１１１を施与する。上述の部材から形成さ
れた保護部材１１１は、レーザー又は他の手段による繊維シート１１０の穴開けなどの、
繊維シートの追加の工程を必要とすることなく施与されるように構成される。保護部材の
適切な施与を保証するために、保護部材の２重量％未満であるスリップ剤又は離型剤を使
用してよい。スリップ剤１２１は一般的に不飽和脂肪酸アミドから形成され、最も一般的
にはオレイン酸アミド及びエルカ酸アミドである。スリップ剤は保護部材の中に含まれ、
又は特に製造工程においてロールから使用される場合、その一面に施与される。スリップ
部材は、特に工程の間のフィルム同士の接着を防止（ブロッキング）するために作用する
。スリップ部材は、もし存在する場合、好ましくは保護部材の重量で１０００ｐｐｍ～２
００ｐｐｍの範囲で保護部材中に含まれるが、必ずしも必要ではなく、保護部材１１１は
、スリップ部材を含まない、繊維シート１１０に施与されてもよい。
【００２４】
　保護部材１１１は好ましくは加熱及び加圧により施与され、そして保護部材のＴＭＡは
、保護部材のみが繊維シート１１０に施与されて、ホットメルト又は接着剤なしで施与さ
れるように構成される。代わりに、保護部材は加熱及び加圧により溶融され、そして追加
の接着剤を必要とすることなく、下地繊維シート１１０に沿った形になる。熱及び圧力は
、十分に保護部材を溶融し、かつ保護部材を確実に繊維シートに結合又は接着する、任意
の工程を通じて、適用される。例えば、圧力を適用する、加熱した圧板を使用してよい。
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多くの生産の態様のために、加熱したローラーを使用してよく、又は加熱及び加圧する複
数の方法を組み合わせてよい。下地繊維層に依存して、保護部材１１１は実際上繊維シー
ト１１０及び木質繊維などの何らかの繊維部材中に埋め込まれてよく、保護部材１１１は
一部が繊維に吸収されて、ホットメルト又は他の接着剤を使用することなく、繊維と保護
部材１１１との間の結合を向上させてよい。しかしながら、もし保護部材１１１が繊維シ
ート１１０を成形する成形工程の前に施与された場合、多くの保護部材１１１に対して、
保護部材は成形工程までは完全には埋め込まれない。
【００２５】
　繊維シート１１０が保護部材１１１が施与された後に成形された場合、繊維シート１１
０は施与するステップの後に製造作業の成形又は形成段階へと送られる。保護部材を施与
するステップからの潜熱を得るために、成形又は形成ステップは、施与するステップの直
後に、行ってよく、好ましくは行う。当技術分野で知られているように、噴霧を、最終形
状を形成するのに使用される鋳型に施与して、保護部材が鋳型にくっつくのを防ぐ。上述
したように、保護部材１１１が繊維シート１１０の成形の前に施与されるときには、成形
工程は、繊維シート１１０に保護部材１１１を埋め込むか、又はさらに埋め込む。鋳型か
らの熱及び圧力は、保護層を繊維シート１１０に埋め込む。成形工程における熱は、保護
部材として使用する部材に依存して調節してよく、そして一般的には、融点の近傍の範囲
であり、制御可能な状態で、保護部材を繊維シートに埋め込むことを可能にすると共に、
工程の間、保護部材の浸透性を最大限にもする。鋳型の温度の高さは、わずかの保護部材
しか、所望の機能を提供するように残されないように、保護部材が実質的に天然繊維中に
染み込まないように制限されなければならない。ＴＭＡの範囲を上記に列挙したが、特に
６０～１７０℃、好ましくは８０～１５０℃でも、成形工程の間に良好に機能し、並びに
１００～１３０℃の狭い範囲でも機能する。
【００２６】
　成形工程は熱及び圧力を用いて実行され、該熱は、保護部材を十分に軟化又は溶融して
、部材の伸びを容易にし、さらに下地繊維層に保護部材を埋め込み、そしてさらに保護層
１１１をガス透過性にしてガス又は水蒸気がフィルムを透過するの可能にし、かつ保護層
を滑らかにして、最終的に平滑な防汚表面を形成するような熱である。
【００２７】
　様々な例示的な態様において、成形手法はトリムパネル部材への加熱を必要とする。部
材は鋳型に入れられる前に加熱されてよく、及び／又は鋳型中で加熱されてよい（例えば
、加熱した鋳型を使用する）。適用する熱量及び熱する時間は、トリムパネルを形成する
のに使用される部材の選択に依存して変更してよい。例えば、トリムパネル部材は、約１
５０～２２０℃（鋳型の温度）で約１分間、圧縮成形用鋳型中に入れられてよい。
【００２８】
　図５は、例示的な工程の詳細なスケッチ図を提供する。図５に示すように、最初に、天
然繊維のシートを形成する。次に、保護部材１１１を天然繊維シート１１０に積層する。
保護部材１１１のシートが繊維シート１１０に成形前に積層されることは、速い加工時間
、及び典型的にはより効率的な製造工程を可能にする。結合された繊維シート１１０及び
保護部材１１１は、成形のためにとっておかれる。いくつかの態様においては示していな
いが、シートを湿気の影響から密封するために、特に湿度感受性の天然繊維を使用してい
る場合は、保護部材１１１を繊維シート１１０の、クラスＡサーフェス以外の面に施与す
るのが好ましい。所望であれば、離型剤又はスリップ剤１２１をその後施与する。シート
を鋳型１２０に、好ましくは加熱した鋳型１２０に入れる。成形工程を実施し、そして鋳
造プレス時間及び鋳型の温度などの様々な要因は、使用される部材の種類に依存する。ト
リムパネル１００はその後鋳型１２０から取り出され、トリミングなどの任意の二次加工
ステップを実行してよい。
【００２９】
　図７に示すように、トリムパネル１００は、不透明（ｏｐａｑｕｅ）な、非光透過性（
ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ）の保護部材１１１が施与された、繊維シート１１０を
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する。これに、図７に示す着色シートフィルム１１４のなどの、様々な着色された又は透
明な層を施与してよい。着色層１１４が望まれる場合、図７に示すように、主として一つ
の着色シートを使用することが予想される一方で、追加の着色層１１４を使用して、様々
な所望の彩色又は着色効果を創作してもよい。
【００３０】
　図８に示すように、着色は、保護部材１１１と結合されて、色彩又は着色を創作し得、
それは不透明又は透明であり得、繊維シート１１０の繊維部材を示す。また、例示しては
いないが、着色を天然繊維に直接噴霧して施与してよく、その後保護層１１１がその上に
施与される。いくつかの態様において、繊維シート１１０が彩色又は着色されており、保
護部材１１１は透明でよい。もちろん、保護層１１１を繊維層１１０に加えて着色しても
よい。また、光沢着色を、この上に施与される別の透明層と共に、保護層１１１に施与し
てよい（示していない）。製造工程を容易とするために、保護部材を好ましくは保護部材
１１１のベース樹脂において着色又は彩色する。これは、製造工程の間に必要とされる加
工ステップの数を最小限にする。
【００３１】
　着色は天然木質繊維に施与され、又は保護部材１１１若しくは任意の他の施与されたフ
ィルムに、任意の既知の工程を通じて付与してよい。もし追加の着色層１１４を保護部材
１１１に施与する場合、施与する方法の一つは、繊維シート１１０及び保護部材１１１を
覆う、着色層１１４の真空包装であり得る。
【００３２】
　本明細書において相対的位置（例えば、「上部」及び「下部」）の参照は、図において
配向された様々な要素を特定するためにのみ使用されることに留意すべきである。特定の
部品の配向は、それらが使用される用途に大きく依存して変更されてよいことを認識すべ
きである。
【００３３】
　図面は大きさを変える必要がないことを理解すべきである。或る場合において、本発明
を理解するのに必要のない詳細、又は理解するのが困難な他の詳細は、省略され得る。も
ちろん、本発明は、本明細書中で示される特定の態様に限定される必要がないことが理解
されるべきである。
【００３４】
　様々な例示的な態様で示されるようなトリムパネルの構築及び配置は、一例に過ぎない
ことに留意するのも重要である。本発明のトリムパネルが、上記で要点を述べた例示的な
態様に関連して記載される一方で、様々な代替、修正、変更、改良、及び／又は実質的な
均等物は、既知であろうと現在予期されない又はされ得ないかによらず、明らかになり得
る。したがって、上述した本発明に従うトリムパネルの例示的な態様は、例示を意図し、
限定を意図するものではない。本発明の精神と範囲を逸脱することなく、様々な変更が行
われ得る。したがって、上述の記載は、既知の又は後に開発された代替、修正、変更、改
良、及び／又は実質的な均等物を包含することを意図するものである。
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