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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１％含水率変化当たりの寸法変化率が異なる、少なくとも２種以上の木質基材が積層さ
れた木質層を有し、前記木質層の表面に化粧シートが積層されており、前記木質層の裏面
に防湿フィルムが積層されている床用化粧材であって、
　前記木質層は、少なくとも該木質層の最表面層として積層される第１の木質基材と、該
第１の木質基材の直下に積層される第２の木質基材とを有し、
　前記第１の木質基材は、１％含水率変化当たりの寸法変化率が０．０４５％以上であり
、
　前記第２の木質基材は、１％含水率変化当たりの寸法変化率が０．０２０％以下であり
、
　前記化粧シート、及び、防湿フィルムは、透湿度が２．５ｇ／ｍ２・２４時間以下であ
り、
　前記木質層は、前記木質基材間に水性接着剤層を有する、
ことを特徴とする床用化粧材。
【請求項２】
　前記第２の木質基材は、平均比重が０．５５ｇ／ｃｍ３以下である、請求項１に記載の
床用化粧材。
【請求項３】
　前記第１の木質基材の平均含水率が６～９質量％である、請求項１又は２に記載の床用
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化粧材。
【請求項４】
　前記第２の木質基材の平均含水率が８～１２質量％である、請求項１～３のいずれかに
記載の床用化粧材。
【請求項５】
　前記第２の木質基材の平均含水率が、第１の木質基材の平均含水率より１質量％以上高
い、請求項１～４のいずれかに記載の床用化粧材。
【請求項６】
　前記第１の木質基材は、中密度木質繊維板（ＭＤＦ）、高密度木質繊維板（ＨＤＦ）、
又は、パーティクルボード（ＰＢ）である、請求項１～５のいずれかに記載の床用化粧材
。
【請求項７】
　前記第１の木質基材は、厚みが１．０～３．０ｍｍである、請求項１～６のいずれかに
記載の床用化粧材。
【請求項８】
　前記木質層は、前記第２の木質基材の下に、更に、第３の木質基材を有し、前記第３の
木質基材は、第１の木質基材と同一の木質基材を用いてなる、請求項１～７のいずれかに
記載の床用化粧材。
【請求項９】
　前記防湿フィルムは、少なくとも合成樹脂製基材層と、蒸着層とを有する、請求項１～
８のいずれかに記載の床用化粧材。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の床用化粧材が、透湿度が１５ｇ／ｍ２・２４時間以下
のフィルムで梱包されていることを特徴とする床用化粧材梱包品。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、反りや引き曲がりが抑制され、且つ、合板映出が抑制された床用化粧材に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、家屋の床用化粧材に用いられる木質系化粧板としては、良質な原木から得られる
木質基材（例えば、広葉樹のラワン合板）の上面に接着剤を介して、天然木の意匠を有す
る化粧シートを貼着したものが知られている。
【０００３】
　木質基材としては、上記広葉樹のラワンが多用されているが、近年、天然資源の窮乏、
木材伐採制限等により原木が入手し難く、材料不足が進んでいる。この問題は、特にラワ
ン等の広葉樹にとって深刻である。そのため、ラワン合板に代えて使用できる木質基材の
開発が進められている。ラワン代替材料としては、例えば、針葉樹合板、又は、植林木合
板が用いられている。
【０００４】
　これらの合板は、ラワン合板と比べると低比重であることから剛性度が低くなり、硬度
が不足して耐傷付性に劣る。また、外観品質にも劣るため、表面に、木質系廃材から分離
した木質繊維、又は、木質片を接着剤により成形・固化してなる木質板（例えば、中密度
木質繊維板：ＭＤＦ、高密度木質繊維板：ＨＤＦ、パーティクルボード：ＰＢ等）を張り
合わせた複層台板として使用されるのが一般的である。
【０００５】
　しかしながら、上記複層台板は、表面に積層される木質板の１％含水率変化当たりの寸
法変化率が、下層の合板より大きく、周囲環境の変化に応じて寸法変化し易い。このため
、複層台板の上層と下層とで寸法変化の度合いが異なり、これに起因して、複層台板に反
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りや引き曲がりを生じさせるという問題があった。特に、上述したラワン代替材料は、低
比重であるので剛性度が低いため、形状を保持し難く、表面に積層される木質板の寸法変
化に追従し易い。このため、上記複層台板は、特に反りや引き曲がりを発生し易い。
【０００６】
　また、ラワン代替材料として用いられる針葉樹合板、植林木合板等の合板には、早材の
部分と、晩材の部分とが存在し、これらの比重差が大きい。このため、複層台板として加
工する際に、木質板と合板とを積層して圧力をかけた場合、合板の早材と晩材とで圧縮変
形度合いが異なり、複層台板の表面に凹凸を生じ易い。
　さらに、複層台板に加工後であっても、合板の含水率が経時的に変化した場合、早材と
晩材とで収縮の度合いや膨張の度合いが異なるため、経時的に表面凹凸を生じ易い。
　このため、合板の上に上述した木質板を積層して複層台板としても、下層の合板の表面
凹凸が、上層の木質板の表面に表出する、いわゆる合板映出を生じるという問題もあった
。
【０００７】
　上記問題を改善するために、木質繊維板の比重や含水率を調整し、当該木質繊維板と合
板とをホットメルト樹脂接着剤を用いて接着することや（例えば、特許文献１参照）、木
質繊維板の気乾比重を調整し、木質繊維板とその下層に積層される合板とを接着する接着
剤層に防湿性能を付与することや（例えば、特許文献２参照）、木質繊維板の気乾比重を
調整し、表面に防湿性表面化粧層を設け、木質繊維板とその下層に積層される合板とを接
着する接着剤層に防湿性能を付与することが提案されている（例えば、特許文献３参照）
。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１及び２に記載の化粧板は、表面、及び、裏面に防湿処理が施
されておらず、反りや引き曲がり、及び、合板映出の抑制が十分ではなかった。特に、こ
れらの化粧板を床材として使用していくうちに、木質繊維板と、合板の含水率が変化する
ことによる、経時的な反り、引き曲がり、及び、合板映出を抑制することができなかった
。
【０００９】
　また、特許文献３に記載の化粧板は、表面と、接着剤層とに防湿性能が付与されている
ものの、表面の防湿性表面化粧層の防湿性能は、せいぜい６０～１２０ｇ／ｍ２・２４時
間程度であり、木質繊維板の反りや引き曲がりの抑制には不十分であった。さらに、裏面
には防湿処理が施されておらず、合板の反りや引き曲がり、早材と晩材との比重差の違い
に起因する表面凹凸の発生を抑制することができなかった。このため、化粧板の反り、引
き曲がり、及び、合板映出の発生を抑制することができないという問題があった。
【００１０】
　上記より、特許文献１～３に記載の化粧板では、寸法変化の度合いの異なる２種以上の
木質基材を積層して化粧板としたときの、反り、引き曲がり、及び、合板映出の発生の抑
制に十分な特性が得られているものではなく、各種化粧板、特に、床用化粧材として好適
に用いることができる化粧板としては、更なる改善が必要とされていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００９－１４３０３８号公報
【特許文献２】特開２００９－２７４２６９号公報
【特許文献３】特開２００９－２７４２８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、１％含水率変化当たりの寸法変化率が異なる少なくとも２種以上の木質基板
を積層した場合でも、反りや引き曲がりの発生が抑制され、且つ、合板映出が抑制された
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床用化粧材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者は、鋭意研究を重ねた結果、１％含水率変化当たりの寸法変化率が異なる少な
くとも２種以上の木質基板を積層した場合であっても、特定の透湿度を示す化粧シート、
及び、防湿フィルムを用いる場合には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。
【００１４】
　即ち、本発明は、下記の床用化粧材に関する。
１．１％含水率変化当たりの寸法変化率が異なる、少なくとも２種以上の木質基材が積層
された木質層を有し、上記木質層の表面に化粧シートが積層されており、上記木質層の裏
面に防湿フィルムが積層されている床用化粧材であって、
　上記木質層は、少なくとも該木質層の最表面層として積層される第１の木質基材と、該
第１の木質基材の直下に積層される第２の木質基材とを有し、
　上記第１の木質基材は、１％含水率変化当たりの寸法変化率が０．０４５％以上であり
、
　上記第２の木質基材は、１％含水率変化当たりの寸法変化率が０．０２０％以下であり
、
　上記化粧シート、及び、防湿フィルムは、透湿度が２．５ｇ／ｍ２・２４時間以下であ
り、
　上記木質層は、上記木質基材間に水性接着剤層を有する、
ことを特徴とする床用化粧材。
２．上記第２の木質基材は、平均比重が０．５５ｇ／ｃｍ３以下である、上記項１に記載
の床用化粧材。
３．上記第１の木質基材の平均含水率が６～９質量％である、上記項１又は２に記載の床
用化粧材。
４．上記第２の木質基材の平均含水率が８～１２質量％である、上記項１～３のいずれか
に記載の床用化粧材。
５．上記第２の木質基材の平均含水率が、第１の木質基材の平均含水率より１質量％以上
高い、上記項１～４のいずれかに記載の床用化粧材。
６．上記第１の木質基材は、中密度木質繊維板（ＭＤＦ）、高密度木質繊維板（ＨＤＦ）
、又は、パーティクルボード（ＰＢ）である、上記項１～５のいずれかに記載の床用化粧
材。
７．上記第１の木質基材は、厚みが１．０～３．０ｍｍである、上記項１～６のいずれか
に記載の床用化粧材。
８．上記木質層は、上記第２の木質基材の下に、更に、第３の木質基材を有し、上記第３
の木質基材は、第１の木質基材と同一の木質基材を用いてなる、上記項１～７のいずれか
に記載の床用化粧材。
９．上記防湿フィルムは、少なくとも合成樹脂製基材層と、蒸着層とを有する、上記項１
～８のいずれかに記載の床用化粧材。
１０．上記項１～９のいずれかに記載の床用化粧材が、透湿度が１５ｇ／ｍ２・２４時間
以下のフィルムで梱包されていることを特徴とする床用化粧材梱包品。
【００１５】
　以下、本発明の床用化粧材について詳細に説明する。
【００１６】
　本発明の床用化粧材は、１％含水率変化当たりの寸法変化率が異なる、少なくとも２種
以上の木質基材が積層された木質層を有し、上記木質層の表面に化粧シートが積層されて
おり、上記木質層の裏面に防湿フィルムが積層されている床用化粧材であって、
　上記化粧シート、及び、防湿フィルムは、透湿度が７ｇ／ｍ２・２４時間以下である
ことを特徴とする。
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　なお、透湿度は、ＪＩＳ　Ｚ０２０８（透湿度試験方法（カップ法））に準じて温度４
０℃、湿度９０％ＲＨ環境下での測定値である。以下、本明細書における透湿度は当該条
件における測定値を示す。
【００１７】
　上記特徴を有する本発明の床用化粧材は、化粧シート、及び、防湿フィルムの透湿度が
７ｇ／ｍ２・２４時間以下であるので、木質層の表面、及び、裏面の透湿性が低く抑えら
れている。そのため、１％含水率変化当たりの寸法変化率が異なる２種以上の木質基材を
積層して木質層を形成した場合であっても、それぞれの木質基材の寸法変化を抑制するこ
とができるため、各木質基材の寸法変化が異なることに起因する床用化粧材の反りや引き
曲がりの発生が十分に抑制される。
【００１８】
　また、化粧シート、及び、防湿フィルムの透湿度を上述の範囲とすることで、木質層を
形成する第２の木質基材において、早材と、晩材とで収縮量が異なることにより、第２の
木質基材表面に凹凸が生じることを抑制し、さらに、当該凹凸が木質層の最表面層として
積層される第１の木質基材に表出することをも抑制し、結果として、床用化粧材表面に合
板映出が生じることを抑制することが可能となる。
【００１９】
　このような本発明の床用化粧材は、各種建築物の床面に施工する床用化粧材及び特殊用
途として床暖房用途に用いる床用化粧材として適している。
【００２０】
　以下、本発明の床用化粧材の各構成について説明する。
＜木質層＞
　本発明の床用化粧材は、１％含水率変化当たりの寸法変化率が異なる、少なくとも２種
以上の木質基材が積層された木質層を有する。上記木質層は、上記構成を備えていれば特
に限定されないが、図１のように、少なくとも上記木質層の最表面層として積層される第
１の木質基材と、上記第１の木質基材の直下に積層される第２の木質基材とを有すること
が好ましい。
【００２１】
　ここで、図１は、本発明の床用化粧材１の一例を示す図である。図１において、本発明
の床用化粧材１は、木質層２の最表面層として積層される第１の木質基材２１と、その直
下に積層される第２の木質基材２２とから形成され、木質層２の表面に化粧シート３が積
層され、木質層２の裏面には、防湿フィルム４が積層されている。
【００２２】
（第１の木質基材）
　上記第１の木質基材としては、木質層の表面を形成するのに適した硬度と、外観品質と
を備えた木質基材であれば特に限定されないが、例えば、中密度木質繊維板（ＭＤＦ）、
高密度木質繊維板（ＨＤＦ）、パーティクルボード（ＰＢ）等が挙げられる。中でも、　
表面品質（平滑性）及び耐傷性に優れる点で中密度木質繊維板（ＭＤＦ）及び高密度木質
繊維板（ＨＤＦ）を用いることが好ましい。
【００２３】
　第１の木質基材は、１％含水率変化当たりの寸法変化率が０．０３０％以上であること
が好ましい。
　なお、本明細書における「１％含水率当たりの寸法変化率」は、次の手順により測定さ
れる寸法変化率である。
（１）縦３００ｍｍ×横３０３ｍｍにカットした四角形の木質基材の試験片を用意する。
（２）常温（２５℃）環境下、試験片の現在の寸法（四辺の長さ）をノギスで測定する。
（３）試験片を４０℃オーブン（湿度フリー、ｄｒｙ雰囲気≒０%）に１週間放置する。
（４）１週間後、試験片の重量と寸法（四辺の長さ）をノギスで測定する。
（５）両条件の測定データから１％含水率変化当たりの寸法変化率を測定する。
【００２４】
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　第１の木質基材は、平均比重が０．６～０．９ｇ／ｃｍ３であることが好ましく、０．
７～０．８ｇ／ｃｍ３であることがより好ましい。上記平均比重があまりに小さいと、床
材に必要な剛性度や耐傷付性を示さなくなるおそれがあり、あまりに大きいと、床用化粧
材の重量が重くなり、施工時の労力が増大し、また、運搬が困難になるおそれがある。
　なお、本明細書における「平均比重」は、木質基材を３０×３０ｃｍの大きさで裁断し
て重量を測定し、裁断された木質基材の体積で除すことにより算出される値である。
【００２５】
　第１の木質基材は、床用化粧材を施工場所に応じてカットして用いる場合に備えて、平
均含水率が６～９質量％であり、且つ中央部の含水率が周辺部の含水率と比較して－１質
量％～＋２質量％の範囲である木質基材を用いることが好ましい。床用化粧材をカットし
て用いる場合は、木質基材の中央部と周辺部の含水率の偏りによって引き曲がりが発生す
る場合がある。よって、木質基材の含水率特性を上記条件に設定することにより、床用化
粧材をカットして用いる場合でも反りや引き曲がりの発生を抑制することができる。なお
、床用化粧材をカットして用いる場合としては、具体的には、床用化粧材を施工する部屋
の隅部分（壁際又は柱の周辺）に施工する場合が想定される。
【００２６】
　床用化粧材をカットして、引き曲がりを生じる場合は、サネ加工が施されている側面が
凹の状態になる方が、凸の状態になるよりも好ましい。以下、説明する。
　即ち、床用化粧材側面には、他の床用化粧材と並設して床面に施工するために、側面両
側にサネ加工が施されている場合がある。上記のように床用化粧材をカットすると、サネ
加工が施されている側面と、平坦な（カット面の）側面とを有する床用化粧材となる。
　ここで、サネ加工が施されている側面が凸になる状態に引き曲がりを生じた場合、当該
サネ加工が施されている側面が、他の床用化粧材の側面と、凸部の頂点一点で接すること
になる。このため、カットされた床用化粧材の位置決めが難しく、歪んだ状態で施工して
しまうと矯正し難いため、施工が困難になる。
　一方、サネ加工が施されている側面が凹になる状態に引き曲がりを生じた場合、当該サ
ネ加工が施されている側面が、他の床用化粧材の側面と、凹部の両端二点で接することに
なる。このため、引き曲がりが生じていても、カットされた床用化粧材の位置決めが可能
であり、施工がそれ程困難にならない。
　従って、カットした床用化粧材が引き曲がりを生じる場合、サネ加工が施されている側
面が凹になる方が、凸になるよりも好ましい。
【００２７】
　第１の木質基材の平均含水率は、６～９質量％が好ましく、６．５～８質量％がより好
ましい。平均含水率が上記範囲内であれば、カット後の引き曲がりや反りの発生を抑制し
易い。その中でも、床用化粧材を床暖房用途に用いる場合には、平均含水率を６～９質量
％に設定することが好ましい。
【００２８】
　第１の木質基材の含水率は、中央部の含水率が周辺部の含水率と比較して－１質量％～
＋２質量％の範囲であることが好ましく、－０．５質量％～＋１質量％の範囲であること
がより好ましい。本明細書において、木質基材の周辺部とは木質基材の周囲５ｃｍの範囲
を意味し、木質基材の中央部とは上記周辺部を除いた木質基材の内部を意味する。
　なお、本明細書における木質基材の平均含水率及び含水率差（以下、「含水率差」は、
木質基材の周辺部と中央部の含水率差を示す。）は次の手順で測定される値である。
（Ａ）図４に示す通り、縦３０３ｍｍ×横１８１８ｍｍの木質基材を用意する。
（Ｂ）木質基材の周辺から５ｃｍの範囲を周辺部とし、それよりも内側を中央部とする。
図４に１～３５で示されるように均等に５ｃｍ×５ｃｍのサンプルを３５個採取し、全乾
法により含水率を測定する。全乾法とは、各サンプルを１０５℃のオーブンに３日間放置
した後、下記算出式から各サンプルの含水率を測定する方法である。放置前を処理前、放
置後を処理後と言う。
　含水率（質量％）＝｛（処理前重量－処理後重量）／処理後重量｝×１００
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（Ｃ）３５個のサンプルの平均値を「平均含水率」とする。
（Ｄ）中央部のサンプル（１５個）の平均値から周辺部のサンプル（２０個）の平均値を
引いた値を「含水率差」とする。
【００２９】
　第１の木質基材の厚みは特に限定的ではないが、１．０～３．０ｍｍであることが好ま
しい。上記厚みが厚すぎると、第１の木質基材の寸法変化量が大きくなり、床用化粧材の
谷反りが発生するおそれがあり、薄すぎると、床用化粧材に必要とされる剛性度を発揮で
きないおそれがある。
【００３０】
（第２の木質基材）
　上記第２の木質基材としては、第１の木質基材と、１％含水率当たりの寸法変化率が異
なり、木質層を形成するのに適した剛性を示すものであれば特に限定されないが、ラワン
代替材料を用いることが好ましい。すなわち、従来のラワン合板等に置き換わる材料であ
って、例えば、針葉樹合板、早成樹合板等の少なくとも１種を用いることが好ましい。上
記早成樹としては、ポプラ、ファルカタ、アカシア、カメレレ、ユーカリ、ターミナリア
等が挙げられる。また、上記針葉樹としては、椴松、唐松等が挙げられる。中でも、外観
品質に優れる点で、椴松を用いることがより好ましい。
【００３１】
　第２の木質基材は、１％含水率変化当たりの寸法変化率が０．０２５％以下であること
が好ましい。
　また、第２の木質基材は、平均比重が０．５５ｇ／ｃｍ３以下であることが好ましい。
【００３２】
　第２の木質基材は、床用化粧材を施工場所に応じてカットして用いる場合に備えて、平
均含水率が８～１２質量％であり、且つ中央部の含水率が周辺部の含水率と比較して－１
質量％～＋２質量％の範囲である木質基材を用いることが好ましい。床用化粧材をカット
して用いる場合は、木質基材の中央部と周辺部の含水率の偏りによって引き曲がりが発生
する場合がある。よって、木質基材の含水率特性を上記条件に設定することにより、床用
化粧材をカットして用いる場合でも反りや引き曲がりの発生を抑制することができる。な
お、床用化粧材をカットして用いる場合としては、具体的には、床用化粧材を施工する部
屋の隅部分（壁際又は柱の周辺）に施工する場合が想定される。
【００３３】
　第２の木質基材の平均含水率は、８～１２質量％であることが好ましい。平均含水率が
上記範囲内であれば、カット後の引き曲がりや反りの発生を抑制し易い。その中でも、床
用化粧材を床暖房用途に用いる場合には、平均含水率を８～１２質量％に設定することが
好ましい。
【００３４】
　第２の木質基材の含水率は、中央部の含水率が周辺部の含水率と比較して－１質量％～
＋２質量％の範囲であることが好ましく、－０．５質量％～＋１質量％の範囲であること
がより好ましい。
【００３５】
　第２の木質基材の平均含水率は、上記第１の木質基材の平均含水率より１質量％以上高
いことが好ましい。このような構成とすることで、第１の木質基材と、第２の木質基材と
の寸法変化量が異なることに起因する、床用化粧材の反りや引き曲がりを抑制することが
できる。
　即ち、第１の木質基材として、１％含水率変化当たりの寸法変化率が０．０３０％以上
のものを用い、第２の木質基材として、１％含水率変化当たりの寸法変化率が０．０２５
％以下のものを用いた場合、各木質基材の平均含水率の変化に起因する寸法変化量は、第
１の木質基材の方が大きい。
　ここで、各木質基材の寸法変化は、主に、乾燥等により平均含水率が減少し、収縮する
ことに起因する。上記構成のように、第１の木質基材の平均含水率を、第２の木質基材の
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平均含水率よりも予め低く設定しておけば、乾燥等による平均含水率の変化は、第１の木
質基材の方が小さくなる。よって、第１の木質基材の寸法変化量を小さくすることができ
、第１の木質基材の寸法変化量と、第２の木質基材の寸法変化量との差を小さくすること
ができる。
　従って、第２の木質基材の平均含水率が、第１の木質基材の平均含水率より１質量％以
上高い構成とすることで、床用化粧材の反りや引き曲がりを抑制することができる。
【００３６】
　また、上記構成とすることで、床用化粧材にとって好ましくない谷反りを抑制すること
ができる。
　上記谷反りとは、床用化粧材の端部が上方向に向かって反る反りである。一般に、床用
化粧材が谷反りを生じると、床面に施工した際に、各床用化粧材の端部が上方向に持ち上
がり、並接して施工された床用化粧材との間に段差を生じる。このため、歩行者が床面を
歩行する際に、つまづいたり、ガタつきを生じたりするおそれがある。また、このような
段差は目立つので、床面の意匠性を損ねるおそれもある。
　本発明の床用化粧材は、第２の木質基材の平均含水率と、第１の木質基材の平均含水率
とを上記構成とすることで、上層である第１の木質基材の寸法変化量（収縮）を、その下
層に積層される第２の木質基材の寸法変化量（収縮）より小さくすることにより、床用化
粧材端部の上方向への反りを抑制することができる。
　従って、第２の木質基材の平均含水率が、第１の木質基材の平均含水率より１質量％以
上高い構成とすることで、床用化粧材にとって好ましくない谷反りを抑制することができ
る。
【００３７】
　第２の木質基材の厚みは特に限定的ではないが、６～１２ｍｍ程度が好ましく８．５～
１１ｍｍ程度がより好ましい。
【００３８】
（第３の木質基材）
　本発明の床用化粧材を構成する木質層は、図２に示すように、上記第２の木質基材の下
に、更に、第３の木質基材を有するものであってもよい。上記第３の木質基材としては、
木質層を形成するのに適した剛性を示すものであれば特に限定されず、所望の木質基材を
用いることができる。
【００３９】
　ここで、図２は、本発明の床用化粧材１の一例を示す図である。図２において、本発明
の床用化粧材１は、木質層２の最表面層として積層される第１の木質基材２１と、その直
下に積層される第２の木質基材２２と、第２の木質基材２２の直下に積層される第３の木
質基材２３から形成され、木質層２の表面に化粧シート３が積層され、木質層２の裏面に
は、防湿フィルム４が積層されている。
【００４０】
　第３の木質基材としては、例えば、中密度木質繊維板（ＭＤＦ）、高密度木質繊維板（
ＨＤＦ）、パーティクルボード（ＰＢ）等、第１の木質基材として用いられる木質基材が
挙げられる。中でも、中密度木質繊維板（ＭＤＦ）、高密度木質繊維板（ＨＤＦ）、又は
、パーティクルボード（ＰＢ）を用いることが好ましい。ＭＤＦを用いることがより好ま
しい。
【００４１】
　第３の木質基材は、第１の木質基材と同一の木質基材を用いることが好ましい。このよ
うな構成とすることで、床用化粧材の反りを、より効率よく抑制することができる。
　即ち、上記構成とすることで、第１の木質基材の反りの度合いと、第３の木質基材の反
りの度合いとを同等とすることができ、木質層表面に積層される第１の木質基材の端部が
上方向に反ろうとした場合であっても、第３の木質基材の端部が下方向に反ろうとするこ
とで、反りが相殺され、結果として床用化粧材の反りを抑制することができる。
【００４２】
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　第３の木質基材は、１％含水率変化当たりの寸法変化率が０．０３０％以上であること
が好ましい。
　また、第３の木質基材は、平均比重が０．６～０．９ｇ／ｃｍ３であることが好ましく
、０．７～０．８ｇ／ｃｍ３であることがより好ましい。上記平均比重があまりに小さい
と、床材に必要な剛性度や耐傷付性を示さなくなるおそれがあり、あまりに大きいと、床
用化粧材の重量が重くなり、施工時の労力が増大し、また、運搬が困難になるおそれがあ
る。
【００４３】
　第３の木質基材は、床用化粧材を施工場所に応じてカットして用いる場合に備えて、平
均含水率が６～９質量％であり、且つ中央部の含水率が周辺部の含水率と比較して－１質
量％～＋２質量％の範囲である木質基材を用いることが好ましい。床用化粧材をカットし
て用いる場合は、木質基材の中央部と周辺部の含水率の偏りによって引き曲がりが発生す
る場合がある。よって、木質基材の含水率特性を上記条件に設定することにより、床用化
粧材をカットして用いる場合でも反りや引き曲がりの発生を抑制することができる。
【００４４】
　第３の木質基材の平均含水率は、６～９質量％が好ましく、６．５～８質量％がより好
ましい。平均含水率が上記範囲内であれば、カット後の引き曲がりや反りの発生を抑制し
易い。その中でも、床用化粧材を床暖房用途に用いる場合には、平均含水率を６～９質量
％に設定することが好ましい。
【００４５】
　第３の木質基材の含水率は、中央部の含水率が周辺部の含水率と比較して－１質量％～
＋２質量％の範囲であることが好ましく、－０．５質量％～＋１質量％の範囲であること
がより好ましい。
【００４６】
　本発明の床用化粧材は、木質層を形成する木質基材として、上記第１～第３の木質基材
の他に、他の木質基材を備えていてもよい。他の木質基材としては特に限定されず、例え
ば、上記第１の木質基材、又は、第２の木質基材として例示したものを用いることができ
る。
【００４７】
　上記他の木質基材が積層される位置は、特に限定されず、第２の木質基材と、第３の木
質基材との間に積層されていてもよいし、第３の木質基材の下に積層されていてもよい。
上記他の木質基材は、第２の木質基材と、第３の木質基材との間に積層されていることが
好ましい。このような位置に積層されると、第１の木質基材と、第３の木質基材とで、反
りを相殺することにより、床用化粧材の反りを抑制する作用を妨げることが少ない。
【００４８】
　また、上記他の木質基材は、床用化粧材中に一層だけ存在していてもよいし、二層以上
存在するものであってもよい。
【００４９】
＜化粧シート＞
　第１の木質基材のおもて面には化粧シートが積層されている。上記化粧シートとしては
、温度４０℃、湿度９０％における透湿度が７ｇ／ｍ２・２４時間以下のものが用いられ
る。５ｇ／ｍ２・２４時間以下のものが好ましい。化粧シートの構造は限定的ではないが
、例えば、基材シート上に絵柄層（ベタインキ層・柄インキ層）、透明性樹脂層及び表面
保護層を順に有するものが好ましい。以下、この化粧シートを例示的に説明する。
【００５０】
　基材シートとしては、１）薄紙，上質紙，クラフト紙，和紙，チタン紙，樹脂含浸紙，
紙間強化紙等の紙、２）木質繊維，ガラス繊維，石綿，ポリエステル繊維，ビニロン繊維
，レーヨン繊維等からなる織布又は不織布、３）ポリオレフィン，ポリエステル，ポリア
クリル，ポリアミド，ポリウレタン，ポリスチレン等の合成樹脂製シート、の１種又は２
種以上の積層体が挙げられる。
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【００５１】
　基材シートの厚さは、２０～３００μｍ程度が好ましい。基材シートは、必要に応じて
着色されていてもよい。また、表面にコロナ放電処理、プラズマ処理、オゾン処理等の表
面処理が施されていてもよい。
【００５２】
　絵柄層は、柄インキ層及び／又はベタインキ層から構成される。絵柄層は、グラビア印
刷、オフセット印刷、シルクスクリーン印刷等の印刷法により形成できる。柄インキ層の
模様は、例えば、木目模様、石目模様、布目模様、皮紋模様、幾何学模様、文字、記号、
線画、各種抽象模様等が挙げられる。ベタインキ層は、着色インキのベタ印刷により得ら
れる。絵柄層は、柄インキ層及びベタインキ層の片方又は両方から構成される。
【００５３】
　絵柄層に用いるインキとしては、ビヒクルとして、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリプ
ロピレン等の塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、イソシアネートとポリオールからな
るポリウレタン、ポリアクリル、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル－酢酸ビ
ニル共重合体、セルロース系樹脂、ポリアミド系樹脂等を１種又は２種以上混合して用い
、これに顔料、溶剤、各種補助剤等を加えてインキ化したものが使用できる。この中でも
、環境問題、被印刷面との密着性等の観点より、ポリエステル、イソシアネートとポリオ
ールからなるポリウレタン、ポリアクリル、ポリアミド系樹脂等の１種又は２種以上の混
合物が好ましい。
【００５４】
　透明性樹脂層は、透明性の樹脂層であれば特に限定されず、例えば、透明性の熱可塑性
樹脂により好適に形成できる。
　具体的には、軟質、半硬質又は硬質ポリ塩化ビニル、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、ポリアミド、ポリエチレン、ポリプロピレン、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－アクリル酸エステル共重
合体、アイオノマー、アクリル酸エステル、メタアクリル酸エステル等が挙げられる。上
記の中でも、ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂が好ましい。
【００５５】
　透明性樹脂層は、着色されていてもよい。この場合は、熱可塑性樹脂に着色剤を添加す
ればよい。着色剤としては、絵柄層で用いる顔料又は染料が使用できる。
　透明性樹脂層には、充填剤、艶消し剤、発泡剤、難燃剤、滑剤、帯電防止剤、酸化防止
剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、ラジカル捕捉剤、軟質成分（例えば、ゴム）等の各種の
添加剤を含めてもよい。
【００５６】
　表面保護層（透明性表面保護層）は、化粧シートに要求される耐擦傷性、耐摩耗性、耐
水性、耐汚染性等の表面物性を付与するために設けられる。この表面保護層を形成する樹
脂としては、熱硬化型樹脂又は電離放射線硬化型樹脂等の硬化型樹脂が好ましい。特に、
電離放射線硬化型樹脂は高い表面硬度、生産性等の観点から好ましい。
【００５７】
　熱硬化型樹脂としては、例えば、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂（２液硬
化型ポリウレタンも含む）、エポキシ樹脂、アミノアルキッド樹脂、フェノール樹脂、尿
素樹脂、ジアリルフタレート樹脂、メラミン樹脂、グアナミン樹脂、メラミン－尿素共縮
合樹脂、珪素樹脂、ポリシロキサン樹脂等が挙げられる。
【００５８】
　上記樹脂には、架橋剤、重合開始剤等の硬化剤、重合促進剤を添加することができる。
例えば、硬化剤としてはイソシアネート、有機スルホン酸塩等が不飽和ポリエステル樹脂
やポリウレタン樹脂等に添加でき、有機アミン等がエポキシ樹脂に添加でき、メチルエチ
ルケトンパーオキサイド等の過酸化物、アゾイソブチルニトリル等のラジカル開始剤が不
飽和ポリエステル樹脂に添加できる。
【００５９】
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　熱硬化型樹脂で表面保護層を形成する方法としては、例えば、熱硬化型樹脂の溶液をロ
ールコート法、グラビアコート法等の塗布法で塗布し、乾燥・硬化させる方法が挙げられ
る。溶液の塗布量としては、固形分で概ね５～３０μｍ、好ましくは５～２０μｍ程度で
ある。
【００６０】
　電離放射線硬化型樹脂は、電離放射線の照射により架橋重合反応を生じ、３次元の高分
子構造に変化する樹脂であれば限定されない。例えば、電離放射線の照射により架橋可能
な重合性不飽和結合又はエポキシ基を分子中に有するプレポリマー、オリゴマー及びモノ
マーの１種以上が使用できる。例えば、ウレタンアクリレート、ポリエステルアクリレー
ト、エポキシアクリレート等のアクリレート樹脂；シロキサン等のケイ素樹脂；ポリエス
テル樹脂；エポキシ樹脂などが挙げられる。
【００６１】
　電離放射線としては、可視光線、紫外線（近紫外線、真空紫外線等）、Ｘ線、電子線、
イオン線等があるが、この中でも、紫外線、電子線が望ましい。
　紫外線源としては、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンアーク灯、ブラ
ックライト蛍光灯、メタルハライドランプ灯の光源が使用できる。紫外線の波長としては
、１９０～３８０ｎｍ程度である。
【００６２】
　電子線源としては、例えば、コッククロフトワルト型、バンデグラフト型、共振変圧器
型、絶縁コア変圧器型、直線型、ダイナミトロン型、高周波型等の各種電子線加速器が使
用できる。電子線のエネルギーとしては、１００～１０００ｋｅＶ程度が好ましく、１０
０～３００ｋｅＶ程度がより好ましい。電子線の照射量は、２～１５Ｍｒａｄ程度が好ま
しい。
【００６３】
　電離放射線硬化型樹脂は電子線を照射すれば十分に硬化するが、紫外線を照射して硬化
させる場合には、光重合開始剤（増感剤）を添加することが好ましい。
【００６４】
　ラジカル重合性不飽和基を有する樹脂系の場合の光重合開始剤は、例えば、アセトフェ
ノン類、ベンゾフェノン類、チオキサントン類、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル
、ミヒラーベンゾイルベンゾエート、ミヒラーケトン、ジフェニルサルファイド、ジベン
ジルジサルファイド、ジエチルオキサイト、トリフェニルビイミダゾール、イソプロピル
－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノベンゾエート等の少なくとも１種が使用できる。また、カチオ
ン重合性官能基を有する樹脂系の場合は、例えば、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホ
ニウム塩、メタロセン化合物、ベンゾインスルホン酸エステル、フリールオキシスルホキ
ソニウムジアリルヨードシル塩等の少なくとも１種が使用できる。
【００６５】
　光重合開始剤の添加量は特に限定されないが、一般に電離放射線硬化型樹脂１００重量
部に対して０．１～１０重量部程度である。
【００６６】
　電離放射線硬化型樹脂で保護層を形成する方法としては、例えば、電離放射線硬化型樹
脂の溶液をグラビアコート法、ロールコート法等の塗布法で塗布すればよい。溶液の塗布
量としては、固形分として概ね５～３０μｍ、好ましくは５～２０μｍ程度である。
【００６７】
　電離放射線硬化型樹脂から形成された表面保護層に、耐擦傷性、耐摩耗性をさらに付与
する場合には、無機充填材を配合すればよい。無機充填材としては、例えば、粉末状の酸
化アルミニウム、炭化珪素、二酸化珪素、チタン酸カルシウム、チタン酸バリウム、マグ
ネシウムパイロボレート、酸化亜鉛、窒化珪素、酸化ジルコニウム、酸化クロム、酸化鉄
、窒化硼素、ダイアモンド、金剛砂、ガラス繊維等が挙げられる。
【００６８】
　無機充填材の添加量としては、電離放射線硬化型樹脂１００重量部に対して１～８０重
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量部程度である。
【００６９】
　各層の積層は、例えば、基材シートの一方の面に絵柄層（ベタインキ層、柄インキ層）
を順に印刷により形成後、絵柄層上に２液硬化型ウレタン樹脂等の公知のドライラミネー
ション用接着剤を介して透明性樹脂層をドライラミネーション法、Ｔダイ押出し法等で積
層し、さらに表面保護層を形成する方法により行える。
【００７０】
　透明性樹脂層側や表面保護層側からエンボス加工を施すことにより凹凸模様を形成して
もよい。凹凸模様は、加熱プレス、ヘアライン加工等により形成できる。凹凸模様として
は、導管溝、石板表面凹凸、布表面テクスチュア、梨地、砂目、ヘアライン、万線条溝等
が挙げられる。
【００７１】
　上記化粧シートは、最下層（木質基材と接着する層）に厚さ１００μｍ以上の合成樹脂
層（いわゆるバッカー層）を有していてもよい。なお、バッカー層は、床用化粧材におい
て衝撃吸収等を目的とした緩衝層を意味する。バッカー層を構成する材料としては、例え
ば、ポリプロピレン、エチレン－ビニルアルコール共重合体、ポリメチレン、ポリメチル
ペンテン、ポリエチレンテレフタレート、耐熱性の高いポリアルキレンテレフタレート〔
例えば、エチレングリコールの一部を１，４－シクロヘキサンジメタノールやジエチレン
グリコール等で置換したポリエチレンテレフタレートである、いわゆる商品名ＰＥＴ－Ｇ
（イーストマンケミカルカンパニー製）〕、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン
ナフタレート、ポリエチレンナフタレート－イソフタレート共重合体、ポリカーボネート
、ポリアリレート、ポリイミド、ポリスチレン、ポリアミド、ＡＢＳ等が挙げられる。こ
れらの樹脂は単独又は２種以上で使用できる。バッカー層の厚さの上限は限定的ではない
が、６００μｍが適当である。
【００７２】
　上記化粧シートを木質基材に積層する際は、公知の接着剤が使用できる。接着剤として
は、例えば、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体、エチ
レン・アクリル酸共重合体、アイオノマー、ブタジエン・アクリルニトリルゴム、ネオプ
レンゴム、天然ゴム等を有効成分とする接着剤が挙げられる。接着剤層の厚さは限定的で
はないが、０．１～５０μｍ程度が好ましい。
【００７３】
＜防湿フィルム＞
　防湿フィルムは、木質層の裏面に設けられる。本発明では、防湿フィルムは、温度４０
℃、湿度９０％における透湿度が７ｇ／ｍ２・２４時間以下のものを用いる。その中でも
透湿度が５ｇ／ｍ２・２４時間以下のものが好ましい。
【００７４】
　防湿フィルムは上記透湿度を満たす限り限定されず、例えば、ポリエチレン，ポリプロ
ピレン等のオレフィン系熱可塑性樹脂、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，ポリエチレンナフタレート等のエステル系熱可塑性樹脂などの合成樹脂製フ
ィルムが使用できる。この中でも、特に少なくとも合成樹脂製基材層と蒸着層とを有する
ものが好ましい。以下、この態様について例示して説明する。
【００７５】
　合成樹脂製基材層としては、ポリエチレン，ポリプロピレン，エチレン－プロピレン共
重合体，エチレン－ビニルアルコール共重合体，これらの混合物等のオレフィン系熱可塑
性樹脂；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，ポリエチレンナフ
タレート，ポリエチレンナフタレート－イソフタレート共重合体，ポリカーボネート，ポ
リアリレート等のエステル系熱可塑性樹脂；ポリメタアクリル酸メチル，ポリメタアクリ
ル酸エチル，ポリアクリル酸ブチル等のアクリル系熱可塑性樹脂；ポリイミド、ポリウレ
タン、ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン樹脂等の非ハロゲン系熱
可塑性樹脂などが挙げられる。
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【００７６】
　合成樹脂製基材層は、一軸又は二軸方向に延伸したシートであっても、未延伸であって
もよい。合成樹脂製基材層は、更に蒸着層が積層されることが好ましく、蒸着層が形成さ
れる基材としての位置付けから、機械的強度が強く、寸法安定性に優れるなどの理由から
二軸方向に延伸したシートが好ましい。合成樹脂製基材層の厚さは、概ね９～２５μｍが
適当である。
【００７７】
　蒸着層としては、アルミニウムに代表される金属薄膜からなる無機物の蒸着層、酸化珪
素、酸化マグネシウム、酸化アルミニウムに代表される無機酸化物薄膜からなる無機酸化
物蒸着層が挙げられる。蒸着層は、真空蒸着法、プラズマ活性化化学反応蒸着法等の周知
の蒸着法で、合成樹脂製基材層に形成される。より好ましくは、蒸着層が透明である無機
酸化物蒸着層である。
【００７８】
　蒸着層のガスバリア性を一層向上させる目的で、蒸着層上に表面コート層を設けてもよ
い。表面コート層としては、ポリビニルアルコール系樹脂が挙げられる。また、一般式Ｒ
１

ｎＭ（ＯＲ２）ｍ（ただし、式中、Ｒ１、Ｒ２は炭素数１～８の有機基を表し、Ｍは金
属原子を表し、ｎは０以上の整数を表し、ｍは１以上の整数を表し、ｎ＋ｍはＭの原子価
を表す）で表される少なくとも１種以上のアルコキシドと、ポリビニルアルコール系樹脂
及び／又はエチレン・ビニルアルコール共重合体とを含有し、更にゾル－ゲル法触媒、酸
、水及び有機溶剤の存在下でゾルゲル法によって重縮合して調製される組成物が挙げられ
る。また、ポリビニルアルコール及びエチレン・ビニルアルコール共重合体を組み合わせ
ることによって、ガスバリア性、耐水性、耐候性などが著しく向上する。上記組成物には
シランカップリング剤等を添加してもよい。これらの樹脂又は組成物を蒸着層上にロール
コート法、グラビアコート法等の周知の塗布方法で塗布することにより表面コート層が得
られる。表面コート層は蒸着層の保護層としても機能し、その厚さは概ね１～１０μｍが
適当である。
【００７９】
　上記合成樹脂製基材層及び／又は上記表面コート層は、必要に応じて、コロナ処理等の
表面処理を施すことができる。このような表面処理によって、更に隣接層との接着強度を
高めることができる。
【００８０】
　本発明では、合成樹脂製基材層と蒸着層との間、並びに防湿フィルムの片面又は両面に
更にプライマー層を設けてもよい。従って、防湿フィルムの好適な態様は、例えば、「合
成樹脂製基材層／プライマー層／蒸着層／表面コート層」の態様であり、更に、当該防湿
フィルムの片面又は両面にプライマー層を設けた態様でも良い。
【００８１】
　これらのプライマー層は、合成樹脂製基材層と蒸着層との密着性を高めるためや、防湿
フィルムを他の層に積層する際の密着性を高めるために設ける。
　このようなプライマー層に用いる樹脂としては、エステル系樹脂、ウレタン系樹脂、ア
クリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、ポリビニル
ブチラール系樹脂、ニトロセルロース系樹脂等を挙げることができ、これらの樹脂は単独
又は混合して使用できる。プライマー層の形成は、ロールコート法やグラビア印刷法等の
適宜の塗布手段を用いて行える。
【００８２】
　この中でも、プライマー層は、（ｉ）アクリル樹脂とウレタン樹脂との共重合体と（ｉ
ｉ）イソシアネートとから形成するのが好ましい。即ち、（ｉ）のアクリル樹脂とウレタ
ン樹脂との共重合体は、末端に水酸基を有するアクリル重合体成分（成分Ａ）、両末端に
水酸基を有するポリエステルポリオール成分（成分Ｂ）、ジイソシアネート成分（成分Ｃ
）を配合して反応させてプレポリマーとなし、該プレポリマーに更にジアミンなどの鎖延
長剤（成分Ｄ）を添加して鎖延長することで得られるものである。この反応によりポリエ
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ステルウレタンが形成されると共にアクリル重合体成分が分子中に導入され、末端に水酸
基を有するアクリル－ポリエステルウレタン共重合体が形成される。このアクリル－ポリ
エステルウレタン共重合体の末端の水酸基を（ｉｉ）のイソシアネートと反応させて硬化
させて形成する。
【００８３】
　上記成分Ａは、末端に水酸基を有する直鎖状のアクリル酸エステル重合体が用いられる
。具体的には、末端に水酸基を有する直鎖状のポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）が
耐候性（特に光劣化に対する特性）に優れ、ウレタンと共重合させるのが容易である点か
ら好ましい。上記成分Ａは、共重合体においてアクリル樹脂成分となるものであり、分子
量５０００～７０００（重量平均分子量）のものが耐候性、接着性が特に良好であるため
に好ましく用いられる。また、上記成分Ａは、両末端に水酸基を有するもののみを用いて
もよいが、片末端に共役二重結合が残っているものを上記の両末端に水酸基を有するもの
と混合して用いてもよい。
【００８４】
　上記成分Ｂは、ジイソシアネートと反応してポリエステルウレタンを形成し、共重合体
においてウレタン樹脂成分を構成する。上記成分Ｂは、両末端に水酸基を有するポリエス
テルジオールが用いられる。このポリエステルジオールとしては、芳香族又はスピロ環骨
格を有するジオール化合物とラクトン化合物又はその誘導体、又はエポキシ化合物との付
加反応生成物、二塩基酸とジオールとの縮合生成物、及び、環状エステル化合物から誘導
されるポリエステル化合物等を挙げることができる。上記ジオールとしては、エチレング
リコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ブタンジオール、ヘキサンジ
オール、メチルペンテンジオール等の短鎖ジオール；１，４－シクロへキサンジメタノー
ル等の脂環族短鎖ジオール等を挙げることができる。また、二塩基酸としては、アジピン
酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸等を挙げることができる。ポリエステルポリ
オールとして好ましいのは、酸成分としてアジピン酸又はアジピン酸とテレフタル酸の混
合物、特にアジピン酸が好ましく、ジオール成分として３－メチルペンテンジオール及び
１，４－シクロへキサンジメタノールを用いたアジペート系ポリエステルである。
【００８５】
　上記プライマー層において、上記成分Ｂと上記成分Ｃとが反応して形成されるウレタン
樹脂成分は、上記プライマー層に柔軟性を与え、接着性向上に寄与する。また、アクリル
重合体からなるアクリル樹脂成分は、上記プライマー層において耐候性および耐ブロッキ
ング性に寄与する。ウレタン樹脂において、上記成分Ｂの分子量は上記プライマー層に柔
軟性を十分に発揮可能なウレタン樹脂が得られる範囲であればよく、アジピン酸又はアジ
ピン酸とテレフタル酸の混合物と、３－メチルペンタンジオール及び１，４－シクロへキ
サンジメタノールからなるポリエステルジオールの場合、５００～５０００（重量平均分
子量）が好ましい。
【００８６】
　上記成分Ｃは、１分子中に２個のイソシアネート基を有する脂肪族又は脂環族のジイソ
シアネート化合物が用いられる。このジイソシアネートとしては、例えば、テトラメチレ
ンジイソシアネート、２，２，４（２，４，４）－１，６－ヘキサメチレンジイソシアネ
ート、イソホロンジイソシアネート、４，４’－ジシクロヘキシルメタンジイソシアネー
ト、１，４’－シクロヘキシルジイソシアネート等を挙げることができる。ジイソシアネ
ート成分としては、イソホロンジイソシアネートが物性及びコストの点で好ましい。上記
の成分Ａ～Ｃを反応させる場合のアクリル重合体、ポリエステルポリオールおよび後述す
る鎖延長剤の合計の水酸基（アミノ基の場合もある）と、イソシアネート基の当量比はイ
ソシアネート基が過剰となるようにする。
【００８７】
　上記の三成分Ａ、Ｂ、Ｃを６０～１２０℃で２～１０時間程度反応させると、ジイソシ
アネートのイソシアネート基がポリエステルポリオール末端の水酸基と反応してポリエス
テルウレタン樹脂成分が形成されると共にアクリル重合体末端の水酸基にジイソシアネー



(15) JP 6304916 B2 2018.4.4

10

20

30

40

50

トが付加した化合物も混在し、過剰のイソシアネート基及び水酸基が残存した状態のプレ
ポリマーが形成される。このプレポリマーに鎖延長剤として、例えば、イソホロンジアミ
ン、ヘキサメチレンジアミン等のジアミンを加えてイソシアネート基を上記鎖延長剤と反
応させ、鎖延長することでアクリル重合体成分がポリエステルウレタンの分子中に導入さ
れ、末端に水酸基を有する（ｉ）のアクリル－ポリエステルウレタン共重合体を得ること
ができる。
【００８８】
　（ｉ）のアクリル－ポリエステルウレタン共重合体に、（ｉｉ）のイソシアネートを加
えると共に、塗布法、乾燥後の塗布量を考慮して必要な粘度に調節した塗布液となし、グ
ラビアコート法、ロールコート法等の周知の塗布法で塗布することにより上記プライマー
層を形成すればよいものである。また、（ｉｉ）のイソシアネートとしては、（ｉ）のア
クリル－ポリエステルウレタン共重合体の水酸基と反応して架橋硬化させることが可能な
ものであればよく、たとえば、２価以上の脂肪族ないし芳香族イソシアネートが使用でき
、特に熱変色防止、耐候性の点から脂肪族イソシアネートが望ましい。具体的には、トリ
レンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、４，４’－ジシクロヘキシルメタ
ンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、リジンジイソシアネートの単量
体、これらの２量体、３量体などの多量体、或いは、これらのイソシアネートをポリオー
ルに付加した誘導体（アダクト体）のようなポリイソシアネートなどを挙げることができ
る。
【００８９】
　なお、上記プライマー層の乾燥後の塗布量としては、１～２０ｇ／ｍ２であり、好まし
くは１～５ｇ／ｍ２である。また、上記プライマー層は、必要に応じてシリカ粉末などの
充填剤、光安定剤、着色剤等の添加剤を添加した層としてもよいものである。
【００９０】
　上記防湿シートを木質基材に積層する際は、公知の接着剤が使用できる。接着剤として
は、例えば、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体、エチ
レン・アクリル酸共重合体、アイオノマー、ブタジエン・アクリルニトリルゴム、ネオプ
レンゴム、天然ゴム等を有効成分とする接着剤が挙げられる。接着剤層の厚さは限定的で
はないが、０．１～５０μｍ程度が好ましい。
【００９１】
　上記本発明の床用化粧材は、透湿度が１５ｇ／ｍ２・２４時間以下のフィルムで梱包し
た床用化粧材梱包品とされることが好ましい。このように、床用化粧材を透湿度が１５ｇ
／ｍ２・２４時間以下のフィルムで梱包することにより、床用化粧材の木口（側面）から
水分が浸透することを抑制し、床用化粧材の経時的な反りや引き曲がり、合板映出の発生
を抑制することが可能となる。
【００９２】
　また、本発明の床用化粧材は、製造段階で、各工程間の一部又は全部において、仕掛品
が、透湿度が１５ｇ／ｍ２・２４時間以下のフィルムで梱包されていることが好ましい。
このように、仕掛品を透湿度が１５ｇ／ｍ２・２４時間以下のフィルムで梱包することに
より、木質基材の平均含水率を所望の値に調整することが可能となり、木質基材や、木質
層の反りや引き曲がり、合板映出の発生を抑制することが可能となる。
【００９３】
　上記フィルムとしては、透湿度が１～１５ｇ／ｍ２・２４時間であることが好ましく、
３～１２ｇ／ｍ２・２４時間であることがより好ましい。上記透湿度が高すぎると、防湿
性能に劣り、外気の影響で床用化粧材や仕掛品の周辺部で水分の出入りが起こり、合板映
出や含水率のバラツキが発生するおそれがある。上記透湿度が低すぎると、床用化粧材の
製造に、水性接着剤を用いた場合、当該接着剤の水分が残存するために接着性を発現する
ことができず、接着不良を起こしたり、次工程までの養生日数が多くなってしまうおそれ
がある。
【００９４】
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　上記フィルムとしては、透湿度を上記範囲に調整できれば特に限定されず、従来公知の
ものを用いることができる。例えば、上記防湿フィルムの透湿度を、１５ｇ／ｍ２・２４
時間以下に調整したものが挙げられる。
【００９５】
　以下、本発明の床用化粧材の製造方法について説明する。床用化粧材の製造方法として
は、上記床用化粧材が得られる方法であれば特に限定されず、従来公知の方法により製造
することができる。
　上記製造方法としては、例えば、１％含水率変化当たりの寸法変化率が異なる少なくと
も２種以上の木質基材が積層された木質層を有し、前記木質層の表面に化粧シートが積層
され、上記木質層の裏面に防湿フィルムが積層されている床用化粧材の製造方法であって
、（１）上記木質基材間に接着剤を塗布して積層し、木質基材積層体を作製する工程１と
、（２）上記木質基材積層体に圧力をかけて、木質層を形成する工程２と、（３）上記木
質層の表面に化粧シートを接着する工程３と、（４）上記木質層の裏面に防湿フィルムを
接着する工程４とを含み、上記化粧シート、及び、防湿フィルムは、透湿度が７ｇ／ｍ２

・２４時間以下であり、上記工程２は、０．０９８～０．４９０ＭＰａの圧力条件で行わ
れる製造方法が挙げられる。
　以下、この製造方法について、例示的に説明する。
【００９６】
（工程１）
　上記工程１は、木質基材間に接着剤を塗布して積層し、木質基材積層体を作製する工程
である。
　工程１に用いられる木質基材としては、上述した木質基材を使用することができる。木
質基材積層体を積層して木質基材積層体を作製する方法としては、従来公知の積層方法を
用いることができる。
【００９７】
　上記木質基材間に塗布する接着剤としては、木質基材間の接着に適したものであれば特
に限定されず、従来公知のものを用いることができる。
　上記接着剤としては、例えば、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル・酢酸ビ
ニル共重合体、エチレン・アクリル酸共重合体、アイオノマー、ブタジエン・アクリルニ
トリルゴム、ネオプレンゴム、天然ゴム等を有効成分とする水性の接着剤が挙げられる。
接着剤層の厚さは限定的ではないが、０．１～５０μｍ程度が好ましい。
【００９８】
（工程２）
　工程２は、上記木質基材積層体に圧力をかけて、木質層を形成する工程である。
　上記木質基材積層体に圧力をかける方法としては、特に限定されず、従来公知の方法に
より圧力をかけることができる。上記木質基材積層体に圧力をかける方法としては、例え
ば、コールドプレス機にてプレスする方法が挙げられる。
【００９９】
　上記圧力は、０．０９８～０．４９０ＭＰａであることが好ましく、０．１９６～０．
２９４ＭＰａであることがより好ましい。上記圧力が低すぎると、木質基材間に層間剥離
を生じるおそれがある。即ち、第２の木質基材が、その表面に、早材、晩材の比重差に起
因する表面凹凸を有する場合がある。このため、上記圧力が低すぎると、第１の木質基材
と積層しても、十分に接触できず、接着力が弱くなるおそれがある。従って、上記圧力が
低すぎると、木質基材間に層間剥離を生じるおそれがある。
　また、上記圧力が高すぎると、第２の木質基材の表面の早材、晩材の比重差に起因する
表面凹凸が、積層された第１の木質基材に強く押し付けられることで、第１の木質基材の
表面に浮き出てしまい、合板映出が生じるおそれがある。
【０１００】
　（工程３）
　工程３は、上記木質層の表面に化粧シートを接着する工程である。
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　工程３に用いられる化粧シートとしては、上述の化粧シートを用いることができる。
　上記木質層の表面に化粧シートを接着する方法としては、特に限定されず、従来公知の
方法により接着することができる。
【０１０１】
　上記木質層の表面に化粧シートを接着する方法としては、接着剤で貼り合わせる方法が
挙げられる。上記化粧シートを木質層に貼り合わせる際は、公知の接着剤が使用できる。
上記接着剤としては、例えば、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル・酢酸ビニ
ル共重合体、エチレン・アクリル酸共重合体、アイオノマー、ブタジエン・アクリルニト
リルゴム、ネオプレンゴム、天然ゴム等を有効成分とする接着剤が挙げられる。接着剤層
の厚さは限定的ではないが、０．１～５０μｍ程度が好ましい。
【０１０２】
　上記接着剤を基材、又は、化粧シートに塗布する方法としては、特に限定されず、従来
公知の方法により塗布することができる。上記接着剤を塗布する方法としては、例えば、
ロールコート法が挙げられる。
【０１０３】
（工程４）
　工程４は、上記木質層の裏面に防湿フィルムを接着する工程である。
　工程４に用いられる防湿フィルムは、上述の防湿フィルムを用いることができる。
　上記木質層の裏面に防湿フィルムを接着する方法としては、特に限定されず、従来公知
の方法により接着することができる。上記木質層の裏面に防湿フィルムを接着する方法と
しては、接着剤で貼り合わせる方法が挙げられる。
【０１０４】
　上記防湿フィルムを木質層に貼り合わせる際は、公知の接着剤が使用できる。上記接着
剤としては、例えば、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合
体、エチレン・アクリル酸共重合体、アイオノマー、ブタジエン・アクリルニトリルゴム
、ネオプレンゴム、天然ゴム等を有効成分とする接着剤が挙げられる。接着剤層の厚さは
限定的ではないが、０．１～５０μｍ程度が好ましい。
【０１０５】
　上記接着剤を木質層、又は、防湿フィルムに塗布する方法としては、特に限定されず、
従来公知の方法により塗布することができる。上記接着剤を塗布する方法としては、例え
ば、塗布ロールの表面に接着剤を供給し、この接着剤を送りロールによって搬送される木
質層、又は、防湿フィルムに転写する方法が挙げられる。
【０１０６】
　以上によって本発明の床用化粧材が製造される
【０１０７】
　また、本発明の床用化粧材の製造方法としては、上記の工程の他に、他の工程を有して
いてもよい。
　上記他の工程としては、例えば、上記工程１～４によって得られた床用化粧材を、ギャ
ングソーで所望の大きさにカットする工程、テノーナーにて、サネ加工、端部面取り部、
及び、Ｖ溝加工部に、２液硬化型ウレタン樹脂等を含む塗料を塗布する工程等が挙げられ
る。
【０１０８】
　本発明の床用化粧材の製造方法としては、更に、上記各工程間の一部又は全部において
、仕掛品を、透湿度が１５ｇ／ｍ２・２４時間以下のフィルムで防湿処理する工程を有し
ていてもよい。
　このような工程を有することで、各工程から、次工程へ移行するまでに、長時間経過し
た場合であっても、木質基材の平均含水率が変化することを抑制することが可能となる。
　上記フィルムとしては、上述のフィルムを用いることができる。
【０１０９】
　また、本発明の床用化粧材の製造方法としては、更に、床用化粧材を、透湿度が１５ｇ
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／ｍ２・２４時間以下のフィルムで防湿処理する工程を有していてもよい。
　このような工程を有することで、製造された床用化粧材の木口（側面）から水分が浸透
することを抑制し、床用化粧材の経時的な反りや引き曲がり、合板映出の発生を抑制する
ことが可能となる。
　上記フィルムとしては、上述のフィルムを用いることができる。
【発明の効果】
【０１１０】
　本発明の床用化粧材は、透湿度が７ｇ／ｍ２・２４時間以下である化粧シート、及び、
防湿フィルムを有することにより、木質層の透湿性が低く抑えられている。そのため、１
％含水率変化当たりの寸法変化率が異なる少なくとも２種以上の木質基板を積層して、木
質層を形成した場合であっても、床用化粧材の反りや引き曲がりの発生、及び、合板映出
が十分に抑制されている。このような本発明の床用化粧材は、各種建築物の床面に施工す
る床用化粧材及び特殊用途として床暖房用途に用いる床用化粧材として適している。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】本発明の床用化粧材の模式図（一例）である。
【図２】本発明の床用化粧材の模式図（一例）である。
【図３】床用化粧材の反り及び引き曲がりを示す模式図である。
【図４】木質基材の平均含水率及び含水率差の測定に用いるサンプルを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０１１２】
　以下に実施例及び比較例を示して本発明をより詳しく説明する。但し、本発明は実施例
に限定されない。
　なお、本明細書において、「１尺」とは３０３ｍｍを示し、「尺角」とは縦３０３ｍｍ
×横３０３ｍｍで表される平面の面積を示す。
【０１１３】
　実施例１
（１）第２の木質基材として、１％含水率変化当たりの寸法変化率０．０２０％、平均含
水率９質量％の９ｍｍ厚針葉樹合板（椴松）を用意した。この表面に水性酢ビ系接着剤を
約１０ｇ／尺角塗布して、第１の木質基材として用意した、１％含水率変化当たりの寸法
変化率０．０４５％、平均含水率７質量％の２．７ｍｍ厚ＭＤＦを積層して木質基材積層
体を作製した。これを繰り返し、５０セットの木質基材積層体（ＭＤＦ／針葉樹合板）を
作製して、これらを順に堆積した。
（２）上記木質基材積層体を堆積したものを、コールドプレス機にてプレス圧０．２９４
ＭＰａの条件下で３０分間プレスして、５０セットの木質層を作製した。
（３）各セットの木質層の裏面（針葉樹合板側）に中央理化工業製接着剤（ＢＡ－１０Ｌ
／ＢＡ－１１Ｂ）を用いて防湿フィルム（蒸着フィルム）を貼り合わせた。
（４）木質層の表面側には、化粧シートを、中央理化工業製接着剤（ＢＡ－１０Ｌ／ＢＡ
－１１Ｂ）を用いて貼り合わせた。この状態を化粧板と称する。
　なお、実施例１で用いられる化粧シートの作製は次の通りとした。即ち、両面にコロナ
放電処理を施した６０μｍの厚さの着色ポリオレフィンフィルムの一方の面に、アクリル
ウレタン系樹脂からなる印刷インキで２μｍ厚さの絵柄印刷層を形成した。他方の面にウ
レタン－硝化綿混合樹脂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
してなるプライマーを塗布して、２μｍの厚さの裏面プライマー層を形成した。次いで、
上記絵柄印刷層上に、アクリルポリオール－ウレタン混合樹脂１００重量部にヘキサメチ
レンジイソシアネート１１重量部を添加してなる接着剤を塗布し、３μｍ厚さの透明接着
剤層を形成した。該透明接着剤層上に、Ｔダイ押出機でポリプロピレン系熱可塑性エラス
トマーを加熱溶融押出しして８０μｍの厚さの透明樹脂層を形成すると共に、該透明樹脂
層上にアクリルポリオール－ウレタン混合樹脂１００重量部にヘキサメチレンジイソシア
ネート６重量部を添加してなるプライマーを塗布して２μｍの厚さの表面保護層用プライ
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マー層を形成した。次いで、該表面保護層用プライマー層上に、アクリレート系電子線硬
化型樹脂をグラビアコート法により固形分が１５ｇ／ｍ２となるように塗布・乾燥した後
に、電子線を照射して電子線硬化型樹脂からなる表面保護層を形成した。さらに、該表面
保護層側からエンボス加工を施して、木目導管柄の凹凸模様が形成された１６０μｍ厚の
化粧シートを作製した。
（５）化粧板をギャングソーで縦３１３ｍｍ×横１８４０ｍｍの大きさにカットした。
（６）また、テノーナーにて、サネ加工、端部面取り加工及びＶ溝加工を行った。
（７）更に、塗装ラインにて端部面取り部及びＶ溝加工部に塗料（２液硬化型ウレタン樹
脂を含む）を塗布した。
（８）また、上記（３）～（６）の、防湿フィルムの貼り合わせ～テノーナー加工までの
仕掛品及び塗装後の最終製品梱包品を３８μm厚のポリエチレンフィルム（ＰＥフィルム
）で包むことで防湿処理を行い、床用化粧材を作製した。
【０１１４】
　なお、実施例１で用いられる防湿フィルムの作製は次の通りとした。即ち、１２μｍ厚
さの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム（ＰＥＴフィルム）を用意し、片面に
２液硬化型ウレタン系樹脂からなるプライマー層を設けた。更にプライマー層の上にアル
ミニウム蒸着層を設けた。これにより防湿フィルム（透湿度２．５ｇ／ｍ２・２４時間）
を得た。
【０１１５】
　実施例２
　防湿フィルムとして、３０μｍ厚二軸延伸ポリプロピレンフィルム（ＯＰＰフィルム）
を用いた以外は、実施例１と同様にして床用化粧材を作製した。
【０１１６】
　実施例３
　第２の木質基材として、植林木合板（ファルカタ、９ｍｍ厚）を使用し、防湿フィルム
として３０μｍ厚ＯＰＰフィルムを用いた以外は、実施例１と同様にして床用化粧材を作
製した。
【０１１７】
　実施例４
　化粧シートとして、６０μｍ厚の単層化粧シートを用いた以外は、実施例１と同様にし
て床用化粧材を作製した。単層化粧シートは以下の方法により作製した。即ち、６０μｍ
厚着色ポリオレフィンフィルムに絵柄印刷を施した後に、電離放射線硬化型樹脂を表面保
護層として１５μｍの厚みでコートし、電子線を照射して表面保護層を硬化させ、８０μ
ｍ厚単層化粧シートを作製した。
【０１１８】
　実施例５
　ＭＤＦと針葉樹合板とを貼り合わせる際のプレス圧を０．４９０ＭＰａとした以外は実
施例１と同様にして床用化粧材を作製した。
【０１１９】
　実施例６                                
　ＭＤＦと針葉樹合板とを貼り合わせる際のプレス圧を０．６８６ＭＰａとした以外は実
施例１と同様にして床用化粧材を作製した。
【０１２０】
　実施例７
　ＭＤＦと針葉樹合板とを貼り合わせる際のプレス圧を０．０９８ＭＰａとした以外は実
施例１と同様にして床用化粧材を作製した。
【０１２１】
　実施例８
　第１の木質基材として、平均含水率６質量％のＭＤＦを用いた以外は、実施例１と同様
にして床用化粧材を作製した。
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【０１２２】
　実施例９
　第１の木質基材として、平均含水率９質量％のＭＤＦを用い、第２の木質基材として、
平均含水率１０質量％の植林木合板（ファルカタ）を用いた以外は、実施例１と同様にし
て床用化粧材を作製した。
【０１２３】
　実施例１０
　第２の木質基材として、平均含水率８質量％の針葉樹合板を用いた以外は、実施例１と
同様にして床用化粧材を作製した。
【０１２４】
　実施例１１
　第１の木質基材として、平均含水率７質量％のＭＤＦを半裁して１．２ｍｍ厚の厚みと
したものを用い、第２の木質基材として、１０．８ｍｍ厚の針葉樹合板を用いた以外は、
実施例１と同様にして床用化粧材を作製した。                      
【０１２５】
　実施例１２
　第２の木質基材として、９．５ｍｍ厚植林木合板（ファルカタ）を用意し、その表裏面
に１．２ｍｍ厚のＭＤＦ半裁品を貼り合わせて、第１の木質基材、及び、第３の木質基材
とした以外は、実施例１と同様にして床用化粧材を作製した。
【０１２６】
　実施例１３
　第１の木質基材として、平均含水率５質量％のＭＤＦを用いた以外は、実施例１と同様
にして床用化粧材を作製した。
【０１２７】
　実施例１４
　第１の木質基材として、平均含水率１０質量％のＭＤＦを用いた以外は、実施例１と同
様にして床用化粧材を作製した。
【０１２８】
　実施例１５
　第２の木質基材として、平均含水率７質量％の針葉樹合板を用いた以外は、実施例１と
同様にして床用化粧材を作製した。
【０１２９】
　実施例１６
　仕掛品及び最終製品梱包品を３０μｍ厚ＰＥフィルム（透湿度：１５ｇ）で包んだ以外
は、実施例１と同様にして床用化粧材を作製した。
【０１３０】
　実施例１７
　仕掛品及び最終製品梱包品を蒸着フィルム（透湿度：１ｇ）で包んだ以外は、実施例１
と同様にして床用化粧材を作製した。
【０１３１】
　実施例１８                              
　仕掛品及び最終製品梱包品をアルミ箔とＰＥＴフィルムを貼り合わせたフィルム（透湿
度：０ｇ）で包んだ以外は、実施例１と同様にして床用化粧材を作製した。      
【０１３２】
　実施例１９
　仕掛品及び最終製品梱包品を、１２μｍ厚ＰＥフィルムで２重に包んだ以外は、実施例
１と同様にして床用化粧材を作製した。   
【０１３３】
　比較例１
　化粧シートとして、８０μｍ厚の単層化粧シートを用い、防湿フィルムとして、２３ｇ
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強化紙／ＰＥ（３０μｍ）／２３ｇ強化紙の構成のものを用いた以外は、実施例１と同様
にして床用化粧材を作製した。
【０１３４】
　比較例２
　木質層の裏面に、防湿フィルムを貼り合わせなかった以外は実施例１と同様にして床用
化粧材を作製した。
【０１３５】
　試験例１（初期外観品質）
　実施例１～１５、及び、比較例１で作製した床用化粧材の、製造後の合板映出を、目視
により評価した。
　評価基準は次の通りとした。
　○：合板映出が発生していない。
　△：軽微な合板映出が発生している。
　×：程度の強い合板映出が発生している。
　結果を表１～表３に示した。
【０１３６】
　試験例２（接着性評価）
　実施例１～１５、及び、比較例１で作製した床用化粧材を、６０℃の乾燥炉中に１分間
放置し、床用化粧材の木質基材間の剥離（浮き）を、目視により評価した。
　評価基準は次の通りとした。
　○：基材間の剥離が発生していない。
　△：軽微な剥離が発生している。
　×：程度の強い剥離が発生している。
　結果を表１～表３に示した。
【０１３７】
　試験例３（環境試験後の外観品質）
　実施例１～１５、及び、比較例１で作製した床用化粧材を、４０℃、９０％ＲＨ雰囲気
中に１週間放置し、合板映出を目視により評価した。
　評価基準は次の通りとした。
　○：合板映出が発生していない。
　△：軽微な合板映出が発生している。
　×：程度の強い合板映出が発生している。
　結果を表１～表３に示した。
【０１３８】
　試験例４（環境試験後の幅反り量）
　実施例１～１５、及び、比較例１で作製した床用化粧材を、４０℃、１０％ＲＨ雰囲気
中に１週間放置し、幅反り量を評価した。幅反り量の模式図を図３に示す。幅反り量は、
隙間ゲージで測定し、化粧面側が凸となる状態を＋表示とした。
　評価基準は次の通りとした。
　○：－０．６ｍｍ／１尺～＋０．６ｍｍ／１尺
　△：－０．８ｍｍ／１尺～－０．６１ｍｍ／１尺、又は、＋０．６１ｍｍ／１尺～＋０
．８ｍｍ／１尺
　×：－０．８１ｍｍ／１尺以下、又は、＋０．８１ｍｍ／１尺以上
　結果を表１～表３に示した。
【０１３９】
　試験例５（必要養生日数）
　実施例１、及び、１６～１９の床用化粧材について、表面シートを水系接着剤（７ｇ／
尺角）にてラミネート後、積層して養生した。任意抜き取りの５枚全部において、長手方
向の反り量が１０ｍｍ／６尺以下となるまでの日数を評価した。
　評価基準は次の通りとした。
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　△：４～５日
　×：６日以上
　結果を表４に示した。
【０１４０】
　試験例６（環境試験後の引き曲がり量）
　実施例１、及び、１６～１９で作製した床用化粧材（縦３１３ｍｍ×横１８４０ｍｍ）
を梱包し、４０℃、９０％ＲＨ雰囲気中に２週間放置した。この床用化粧材を取り出し、
中央部で約半分（縦１５０ｍｍ×横１８４０ｍｍ）にカットした。カットされた床用化粧
材について、直線定規と隙間ゲージを用いて横方向の引き曲がり量を測定し、評価した。
引き曲がり量の模式図を図３に示す。
測定はカット後３０分以内に行った。引き曲がり量は、各サネ側（オスサネ、メスサネ）
が凸になる状態を＋表示とした。
　評価基準は次の通りとした。
　○：－０．５ｍｍ／６尺～＋０．５ｍｍ／６尺
　△：－１ｍｍ／６尺以上－０．５ｍｍ／６尺未満、又は、＋０．５ｍｍ／６尺を超え＋
０．８ｍｍ／６尺以下
　×：－１ｍｍ／６尺未満、又は、＋０．８ｍｍ／６尺を超える
　結果を表４に示した。
【０１４１】
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【表１】

【０１４２】
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（化粧シート、防湿フィルムの透湿度の影響）
表１の結果から、実施例１で得られた床用化粧材は、表面の化粧シート、及び、裏面の防
湿フィルムの透湿度が適正であるので、合板映出や反りが十分に抑制され、木質基材間の
剥離も十分に抑制されていた。また、実施例２～４で得られた床用化粧材も、化粧シート
、又は、防湿フィルムの透湿度が実施例１より大きいため、やや劣るが、合板映出や反り
が抑制され、木質基材間の剥離も抑制されていた。一方、比較例１で得られた床用化粧材
は、防湿フィルムの透湿度が高いため、反りや合板映出が発生した。
【０１４３】
【表２】

【０１４４】
（プレス圧力の影響）
　表２の結果から、実施例１で得られた床用化粧材は、木質層を形成する際の圧力条件が
適正であるため、合板映出や反りが十分に抑制され、木質基材間の剥離も十分に抑制され
ていた。また、実施例５、及び、６で得られた床用化粧材も、木質層を形成する際の圧力
が実施例１より大きいため、初期外観品質（合板映出の評価）がやや劣るが、合板映出や
反りが抑制され、木質基材間の剥離も抑制されていた。更に、実施例７で得られた床材も
、木質層を形成する際の圧力が実施例１より小さいため、木質基材間の接着性評価におい
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【０１４５】
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【表３】

【０１４６】
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（平均含水率の影響）
　表３の結果から、実施例１、及び、１１で得られた床用化粧材は、第１の木質基材、及
び、第２の木質基材の平均含水率が適正であり、且つ、第１の木質基材と、第２の木質基
材との平均含水率の差も適正であるので、合板映出、及び、反りが十分に抑制されていた
。また、実施例１２の床用化粧材は、第１の木質基材と同一の材料で第３の木質基材が形
成されているので、第１の木質基材の反りの度合いと、第３の木質基材の反りの度合いと
を同等とすることができ、第２の木質基材を挟んで反りが相殺され、床用化粧材の反りが
発生しなかった。また、合板映出も十分に抑制されていた。
【０１４７】
　実施例８で得られた床用化粧材は、第１の木質基材の平均含水率が実施例１より若干低
いため、環境試験後の外観品質において、端部に軽微な合板映出が発生したが、反りが十
分に抑制されていた。実施例９、及び、１０で得られた床用化粧材は、第１の木質基材と
、第２の木質基材との平均含水率の差が実施例１より若干小さいため、若干反りが発生し
たが、合板映出が十分に抑制されていた。実施例１３で得られた床用化粧材は、第１の木
質基材の平均含水率が実施例１より低いため、環境試験後の外観品質において、合板映出
が若干発生したが、反りが十分に抑制されていた。実施例１４で得られた床用化粧材は、
第１の木質基材の平均含水率が、第２の木質基材の平均含水率より低いため、第１の木質
基材の経時的な平均含水率の変化が若干大きく、環境試験後に反りが若干発生したが、合
板映出が十分に抑制されていた。実施例１５で得られた床用化粧材は、第１の木質基材の
平均含水率と、第２の木質基材の平均含水率とが同一であり、水分の変化が略同一である
が、第１の木質基材の方が、１％含水率変化当たりの寸法変化率が大きいので、環境試験
後に反りが若干発生したが、合板映出が十分に抑制されていた。
【０１４８】
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【表４】

【０１４９】
（仕掛品、又は、梱包品の防湿処理方法の影響）
　表４の結果から、実施例１で得られた床用化粧材は、透湿度が適正なフィルムで梱包さ
れていたので、必要養生日数が適切であり、環境試験後の引き曲がりが十分に抑制されて
いた。また、実施例１６で得られた床用化粧材は、フィルムの透湿度が実施例１より大き
いため、環境試験後の引き曲がりが若干発生したが、必要養生日数は適切であった。また
、実施例１７で得られた床用化粧材は、フィルムの透湿度が実施例１より小さいいため、
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必要養生日数が若干長いが、環境試験後の引き曲がりが十分に抑制されていた。実施例１
８で得られた床用化粧材は、フィルムの透湿度が０であるので、接着剤の水分が残存して
接着性を発現し難くなり、次工程までの養生日数が若干多くなったが、環境試験後の引き
曲がりが十分に抑制されていた。実施例１９で得られた床用化粧材は、フィルムの透湿度
が実施例１より大きいため、環境試験後の引き曲がりが若干発生したが、必要養生日数は
適切であった。
【符号の説明】
【０１５０】
１．床用化粧材
２．木質層
２１．第１の木質基材
２２．第２の木質基材
２３．第３の木質基材
３．化粧シート
４．防湿フィルム

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(30) JP 6304916 B2 2018.4.4

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  中島　直規
            東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号　大日本印刷株式会社内

    合議体
    審判長  前川　慎喜
    審判官  井上　博之
    審判官  西田　秀彦

(56)参考文献  特開平６－１０８６２６（ＪＰ，Ａ）
              特開２０１０－２３６３４７（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２９１４０１（ＪＰ，Ａ）
              特開２０１０－２２９７８８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００９－１４３０３８（ＪＰ，Ａ）
              特開平９－９４８０５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００８－６２５９３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００９－２８０２５０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００７－６９９２２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００７－２６８７７４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－１０７９０５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              E04F15/04


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

