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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和3年5月13日(2021.5.13)

【公表番号】特表2018-508382(P2018-508382A)
【公表日】平成30年3月29日(2018.3.29)
【年通号数】公開・登録公報2018-012
【出願番号】特願2017-536318(P2017-536318)
【国際特許分類】
   Ｂ２９Ｃ  59/02     (2006.01)
   Ｅ０４Ｆ  15/02     (2006.01)
   Ｅ０４Ｆ  13/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２９Ｃ   59/02     　　　Ａ
   Ｅ０４Ｆ   15/02     　　　Ａ
   Ｅ０４Ｆ   15/02     　　　Ｃ
   Ｅ０４Ｆ   13/08     　　　Ｅ

【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年4月2日(2021.4.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３５】
　プレス装置は構造体ホイル（構造体を構成するホイル、以下同様）を含んでいてもよく
、構造体ホイルには、光沢度が異なる部分が設けられている。光沢度が異なる部分は、構
造体ホイルの基材に物質をデジタル印刷することによって得ることができる。光沢度が異
なる部分は、ホイルに付けたコーティングをエングレーブドローラーに押し付け、コーテ
ィングを硬化することによって得てもよい。別の態様では、様々な光沢度を持つアルミニ
ウムホイルを使用してもよい。デジタル印刷を装飾パターンと位置合わせできる。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３６】
　構造体ホイルは紙ホイル、プラスチックホイル、又はアルミニウムホイル等の金属ホイ
ルであってもよい。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６６】
　プレス装置は構造体ホイルを含んでいてもよく、構造体ホイルには、光沢度が異なる部
分が設けられている。光沢度が異なる部分は、構造体ホイルの基材に物質をデジタル印刷
することによって得ることができる。光沢度が異なる部分は、ホイルに付けたコーティン
グをエングレーブドローラーに押し付け、コーティングを硬化することによって得てもよ



(2) JP 2018-508382 A5 2021.5.13

い。別の態様では、様々な光沢度を持つアルミニウムホイルを使用してもよい。デジタル
印刷を装飾パターンと位置合わせできる。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６７】
　構造体ホイルは紙ホイル、プラスチックホイル、又はアルミニウムホイル等の金属ホイ
ルであってもよい。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５０】
　プレス装置１１は、様々な光沢度を持つ構造体ホイルを含んでいてもよい。構造体ホイ
ルは、耐磨耗層１と直接接触するようになっている。構造体ホイルは、プレス中、耐磨耗
層１と、プレスプレート、プレスベルト、又はプレスシリンダとの間に配置されてもよい
。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５４】
　更に、プレス中、耐磨耗層１の上面にエンボス部分が形成されてもよい。プレスプレー
ト、プレスシリンダ、プレスベルト、又は構造体ホイル等のプレス装置１１には、耐磨耗
層１にエンボス構造又はマクロ構造を形成する突出部分が設けられていてもよい。別の態
様では、光沢度が異なる部分を形成する工程とは別の工程でエンボス部分が形成されても
よい。エンボスは、好ましくは、装飾パターン又は印刷デザインと位置合わせされる。装
飾パターン又は印刷デザインは、耐磨耗層１の表面に、好ましくは、光沢度が異なる部分
を持つ表面の反対側に形成されてもよい。別の態様では、耐磨耗層１は、装飾パターン又
は印刷デザインが設けられた基材２に配置されてもよい。装飾パターン又は印刷デザイン
には、耐磨耗層１が後に接着される。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１７８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１７８】
　一実施例では、プレス装置１１は、様々な光沢度が設けられた構造体ホイルを含んでい
てもよい。構造体ホイルは、耐磨耗層１と直接接触するようになっている。構造体ホイル
は、プレス中、耐磨耗層１と、プレスプレート、プレスベルト、又はプレスシリンダとの
間に配置されてもよい。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１８２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【０１８２】
　更に、プレス中、耐磨耗層１の上面にエンボス部分が形成されてもよい。プレスプレー
ト、プレスシリンダ、プレスベルト、又は構造体ホイル等のプレス装置１１には、耐磨耗
層１にエンボス又はマクロ構造を形成する突出部分が設けられていてもよい。別の態様で
は、エンボス部分は、光沢度が異なる部分を形成する工程とは別の工程で形成されてもよ
い。エンボスは、好ましくは、装飾パターン又は印刷デザイン７と位置合わせされる。エ
ンボスは、好ましくは、耐磨耗層１の光沢度が異なる部分とコーディネートされる。耐磨
耗層１のエンボス部分の深さは、好ましくは１００μｍを越える。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０２１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０２１６】
　耐磨耗層を形成する０．０５ｍｍ厚の熱可塑性脂肪族ポリウレタン（ＰＵ）ホイルをＰ
ＶＣでできた装飾層に付けた。装飾層を、ＰＶＣでできた熱可塑性コアに取り付けた。耐
磨耗層、装飾層、及びコアを互いにプレスして建材パネルを形成した。これらの層は互い
に接着した。耐磨耗層を紙製の構造体ホイルに押し付けた。構造体ホイルは、二つの異な
る光沢度を備えている。二つの異なる光沢度を持つ構造体ホイルを耐磨耗層に押し付ける
ことによって、熱可塑性耐磨耗層は二つの異なる光沢度を得る。耐磨耗層の上面の一つの
部分を光沢計で計測すると光沢度が３９．２ＧＵであり、別の部分の光沢度が１２．７Ｇ
Ｕであった。
［例２］
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０２１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０２１８】
　アルミニウム酸化物粒子の形態の耐磨耗性粒子を間に挟んだＰＶＣホイル及び熱可塑性
脂肪族ポリウレタン（ＰＵ）ホイルでできた多層ホイルの形態の耐磨耗層を、ＰＶＣホイ
ルが装飾層に面するようにＰＶＣでできた装飾層に付けた。装飾層は、ＰＶＣでできた熱
可塑性コアに取り付けられる。耐磨耗層、装飾層、及びコアを互いにプレスして建材パネ
ルを形成した。これらの層は互いに接着した。耐磨耗層を紙製の構造体ホイルに押し付け
た。構造体ホイルは、二つの異なる光沢度を備えている。二つの異なる光沢度を持つ構造
ホイルを耐磨耗層に押し付けることによって、熱可塑性耐磨耗層は二つの異なる光沢度を
得る。耐磨耗層の上面の一つの部分を光沢計で計測すると光沢度が２５．２ＧＵであり、
別の部分の光沢度が１２．６ＧＵであった。
［例４］
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　様々な光沢度を持つ耐磨耗層（１）を製造する方法において、
　熱可塑性材料を含み、かつ実質的に透明で、更に、前記熱可塑性材料中に混入された耐
磨耗性粒子及び／又は耐擦傷性粒子を含む、耐磨耗層（１）を提供する工程と、プレス後
に前記耐磨耗層が光沢度の異なる部分（５、６）を得るように、光沢度が異なる部分を持



(4) JP 2018-508382 A5 2021.5.13

つプレス装置（１１）に対して前記耐磨耗層（１）を押し付ける工程とを含む、方法。
【請求項２】
　前記耐磨耗性粒子及び／又は耐擦傷性粒子は、前記耐磨耗層（１）に実質的に封入され
ている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記耐磨耗性粒子及び／又は耐擦傷性粒子の平均粒径は、２００μｍよりも小さい、請
求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記熱可塑性材料は、熱可塑性ポリウレタン（ＰＵ）を含む、請求項１乃至３のうちの
いずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記熱可塑性材料は、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、架橋
ポリエチレン（ＰＥＸ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリエステル、ポリスチレン（ＰＳ）
、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリビニルアセテート（ＰＶＡ
ｃ）、エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）、ポリアクリレート、メタクリレート、及び
／又はこれらの組み合わせを含む、請求項１乃至３のうちのいずれか一項に記載の方法。
　
【請求項６】
　前記プレス装置（１１）は金属面を含み、前記光沢度が異なる部分は前記金属面に形成
されている、請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記プレス装置（１１）は、プレスシリンダ、プレスベルト、又はプレスプレートのい
ずれかを含み、前記プレス装置が含む前記プレスシリンダ、プレスベルト、又はプレスプ
レートのいずれかのうちの前記耐磨耗層と直接、接する部分は、前記光沢度が異なる部分
を有する、請求項１乃至６のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記プレス装置（１１）は構造体ホイルを含み、前記構造体ホイルは、前記光沢度が異
なる部分を有する、請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記異なる前記光沢度は、最大深さが３０μｍの部分（５、６）を含む前記耐磨耗層（
１）の微小構造によって形成される、請求項１乃至８のうちのいずれか一項に記載の方法
。　　
【請求項１０】
　エンボス部分を前記耐磨耗層（１）に形成する工程を更に含む、請求項１乃至９のうち
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　プレス前に前記耐磨耗層（１）を基材（２）に設ける工程を更に含む、請求項１乃至１
０のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記基材（２）は熱可塑性材料を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　建材パネル（１０、１０’、１０’’）を製造する方法において、
　基材（２）を提供する工程と、
　熱可塑性材料を含み、かつ実質的に透明で、更に、前記熱可塑性材料中に混入された耐
磨耗性粒子及び／又は耐擦傷性粒子を含む、耐磨耗層（１）を前記基材（２）に設ける工
程と、　前記基材（２）及び前記耐磨耗層（１）を互いにプレスし、これによって前記建
材パネル（１０、１０’、１０’’）を形成する工程とを含み、
　プレス後に前記耐磨耗層（１）が光沢度が異なる部分（５、６）を得るように、光沢度
が異なる部分を持つプレス装置（１１）に前記耐磨耗層（１）を押し付ける、方法。
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【請求項１４】
　前記耐磨耗性粒子及び／又は耐擦傷性粒子は、前記耐磨耗層（１）に実質的に封入され
ている、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記耐磨耗性粒子及び／又は耐擦傷性粒子の平均粒径は、２００μｍよりも小さい、請
求項１３又は１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記光沢度が異なる部分（５、６）は、装飾パターン又は印刷デザイン（７）と位置合
わせされている、請求項１３乃至１５のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記熱可塑性材料は、熱可塑性ポリウレタン（ＰＵ）を含む、請求項１３乃至１６のう
ちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記熱可塑性材料は、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、架橋
ポリエチレン（ＰＥＸ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリエステル、ポリスチレン（ＰＳ）
、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリビニルアセテート（ＰＶＡ
ｃ）、エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）、ポリアクリレート、メタクリレート、及び
／又はこれらの組み合わせを含む、請求項１３乃至１６のうちのいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１９】
　前記プレス装置（１１）は金属面を含み、前記光沢度が異なる部分は前記金属面に形成
されている、請求項１３乃至１８のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記プレス装置（１１）は、プレスシリンダ、プレスベルト、又はプレスプレートのい
ずれかを含み、前記プレス装置が含む前記プレスシリンダ、プレスベルト、又はプレスプ
レートのいずれかのうちの前記耐磨耗層と直接、接する部分は、前記光沢度が異なる部分
を有する、請求項１３乃至１９のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記プレス装置（１１）は構造体ホイルを含み、前記構造体ホイルは、前記光沢度が異
なる部分を有する、請求項１３乃至１８のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記異なる前記光沢度は、最大深さが３０μｍの部分（５、６）を含む前記耐磨耗層（
１）の微小構造によって形成される、請求項１３乃至２１のうちのいずれか一項に記載の
方法。
【請求項２３】
　エンボス部分を前記耐磨耗層（１）に形成する工程を更に含む、請求項１３乃至２２の
うちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記基材（２）は熱可塑性材料を含む、請求項１３乃至２３のうちのいずれか一項に記
載の方法。
【請求項２５】
　前記基材（２）は、装飾パターン又は印刷デザイン（７）を持つ装飾層（３）を含む、
請求項１３乃至２４のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　建材パネル（１０、１０’、１０’’）において、
　基材（２）と、
　前記基材（２）に設けられた、熱可塑性材料と、前記熱可塑性材料中に混入された耐磨
耗性粒子及び／又は耐擦傷性粒子とを含み、かつ実質的に透明な耐磨耗層（１）とを備え
、
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　前記耐磨耗層（１）には、光沢度が異なる部分（５、６）が設けられている、建材パネ
ル。
【請求項２７】
　前記光沢度が異なる部分（５、６）は、前記基材（２）又は前記耐磨耗層（１）の装飾
パターン又は印刷デザイン（７）と位置合わせされている、請求項２６に記載の建材パネ
ル。
【請求項２８】
　前記耐磨耗層（１）には、前記基材（２）又は前記耐磨耗層（１）の装飾パターン又は
印刷デザイン（７）と位置合わせされたエンボスが設けられている、請求項２６又は２７
に記載の建材パネル。
【請求項２９】
　前記耐磨耗性粒子及び／又は耐擦傷性粒子は、前記耐磨耗層（１）に実質的に封入され
ている、請求項２６に記載の建材パネル。
【請求項３０】
　前記耐磨耗性粒子及び／又は耐擦傷性粒子の平均粒径は、２００μｍよりも小さい、請
求項２６又は２９に記載の建材パネル。
【請求項３１】
　前記熱可塑性材料は、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）、ポリブチレンテレフタ
レート（ＰＢＴ）、架橋ポリエチレン（ＰＥＸ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリエステル
、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリビ
ニルアセテート（ＰＶＡｃ）、エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）、ポリアクリレート
、メタクリレート、及び／又はこれらの組み合わせを含む、請求項２６乃至３０のうちの
いずれか一項に記載の建材パネル。
【請求項３２】
　前記基材（２）は、熱可塑性材料を含む、請求項２６乃至３１のうちのいずれか一項に
記載の建材パネル。
【請求項３３】
　前記基材（２）は、装飾パターン又は印刷デザイン（７）を持つ装飾層（３）を含む、
請求項２６乃至３２のうちのいずれか一項に記載の建材パネル。
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