
JP 2017-40022 A 2017.2.23

10

(57)【要約】
【課題】デザイン性を高め、商品価値の高い、壁紙、壁
紙の製造方法、および、壁紙製造装置を提供する。
【解決手段】この壁紙１００は、意匠面側に位置し反対
側が透けて見える生地１２０と、生地１２０が貼り合わ
される裏打部材１１０と、生地１２０と裏打部材１１０
との間に挟み込まれ、一の方向に沿って延びた状態で配
置されている意匠部材１３０，１４０とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　意匠面側に位置し反対側が透けて見える生地と、
　前記生地が貼り合わされる裏打部材と、
　前記生地と前記裏打部材との間に挟み込まれ、一の方向に沿って延びた状態で配置され
ている意匠部材と、
を備える、壁紙。
【請求項２】
　前記意匠部材は、前記一の方向に対して交差する方向に湾曲した状態で配置されている
、請求項１に記載の壁紙。
【請求項３】
　前記意匠部材は、糸状部材である、請求項１または請求項２に記載の壁紙。
【請求項４】
　意匠面側に位置し反対側が透けて見える生地を、一の方向に送り出す工程と、
　前記生地の一方面側において、前記生地に貼り合わされる裏打部材を、前記生地ととも
に前記一の方向に送り出す工程と、
　前記生地と前記裏打部材との間に位置し、前記生地と前記裏打部材との間に挟み込まれ
るように前記一の方向に意匠部材を送り出す工程と、
　送り出された前記生地、前記裏打部材、および、前記意匠部材を貼り合わせる工程と、
を備える、壁紙の製造方法。
【請求項５】
　前記意匠部材を送り出す工程は、前記意匠部材を、前記一の方向に対して交差する方向
に往復移動する状態で送り出されている、請求項４に記載の壁紙の製造方法。
【請求項６】
　前記意匠部材は、軸方向に延びる円筒状部材に前記軸方向の一端側から他端側にかけて
往復する状態で捲回された意匠部材捲回体であり、
　前記意匠部材を前記意匠部材捲回体から送り出すことにより、前記意匠部材は、前記一
の方向に対して交差する方向に往復移動する状態となる、請求項４または請求項５に記載
の壁紙の製造方法。
【請求項７】
　意匠面側に位置し反対側が透けて見える生地を一の方向に沿って送り出す生地送出し機
構と、
　前記生地が貼り合わされる裏打部材を前記一の方向に沿って送り出す裏打部材送出し機
構と、
　前記生地と前記裏打部材との間に挟み込まれる意匠部材を前記一の方向に沿って送り出
す意匠部材送出し機構と、
を備える、壁紙製造装置。
【請求項８】
　前記意匠部材送出し機構は、前記意匠部材を、前記一の方向に対して交差する方向に湾
曲した状態で送り出す、請求項７に記載の壁紙製造装置。
【請求項９】
　前記意匠部材送出し機構は、
　前記意匠部材を、軸方向に延びる円筒状部材に前記軸方向の一端側から他端側にかけて
往復する状態で捲回された意匠部材捲回体を含み、
　前記軸が延びる方向を前記一の方向に対して交差する方向に配置し、前記意匠部材を前
記意匠部材捲回体から送り出すことにより、前記意匠部材は、前記一の方向に対して交差
する方向に往復移動する状態となる、請求項７または請求項８に記載の壁紙製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、壁紙、壁紙の製造方法、および、壁紙製造装置に関する。なお、本明細書
において、壁紙とは、壁に貼着する紙だけでなく、ふすまその他の同等の用途に用いる紙
を総称するものとする。また、壁紙には、純粋な紙だけでなく、樹脂製のフィルム、用紙
等も含まれるものとする。
【背景技術】
【０００２】
　近年需要者の好みは多様化し、様々な種類の壁紙が市場に供給されている。たとえば、
実用新案登録第３１７２４３４号（特許文献１）には、高級な見かけを実現可能な壁紙の
構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１７２４３４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　壁紙に向けた多くのデザインが存在する中で、より、他の製品との差別化を図るために
デザイン性を高め、商品価値の高い壁紙の提供が求められている。
【０００５】
　本発明の目的は、デザイン性を高め、商品価値の高い、壁紙、壁紙の製造方法、および
、壁紙製造装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に基づいた壁紙においては、意匠面側に位置し反対側が透けて見える生地と、
上記生地が貼り合わされる裏打部材と、上記生地と上記裏打部材との間に挟み込まれ、一
の方向に沿って延びた状態で配置されている意匠部材とを備えている。
【０００７】
　他の形態では、上記意匠部材は、上記一の方向に対して交差する方向に湾曲した状態で
配置されている。
【０００８】
　他の形態では、上記意匠部材は、糸状部材である。
　この発明に基づいた壁紙の製造方法においては、意匠面側に位置し反対側が透けて見え
る生地を、一の方向に送り出す工程と、上記生地の一方面側において、上記生地に貼り合
わされる裏打部材を、上記生地とともに上記一の方向に送り出す工程と、上記生地と上記
裏打部材との間に位置し、上記生地と上記裏打部材との間に挟み込まれるように上記一の
方向に意匠部材を送り出す工程と、送り出された上記生地、上記裏打部材、および、上記
意匠部材を貼り合わせる工程とを備えている。
【０００９】
　他の形態では、上記意匠部材を送り出す工程は、上記意匠部材を、上記一の方向に対し
て交差する方向に往復移動する状態で送り出されている。
【００１０】
　他の形態では、上記意匠部材は、軸方向に延びる円筒状部材に上記軸方向の一端側から
他端側にかけて往復する状態で捲回された意匠部材捲回体であり、上記意匠部材を上記意
匠部材捲回体から送り出すことにより、上記意匠部材は、上記一の方向に対して交差する
方向に往復移動する状態となる。
【００１１】
　この発明に基づいた壁紙製造装置においては、意匠面側に位置し反対側が透けて見える
生地を一の方向に沿って送り出す生地送出し機構と、上記生地が貼り合わされる裏打部材
を上記一の方向に沿って送り出す裏打部材送出し機構と、上記生地と上記裏打部材との間
に挟み込まれる意匠部材を上記一の方向に沿って送り出す意匠部材送出し機構とを備えて
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いる。
【００１２】
　他の形態では、上記意匠部材送出し機構は、上記意匠部材を、上記一の方向に対して交
差する方向に湾曲した状態で送り出している。
【００１３】
　他の形態では、上記意匠部材送出し機構は、上記意匠部材を、軸方向に延びる円筒状部
材に上記軸方向の一端側から他端側にかけて往復する状態で捲回された意匠部材捲回体を
含み、上記軸が延びる方向を上記一の方向に対して交差する方向に配置し、上記意匠部材
を上記意匠部材捲回体から送り出すことにより、上記意匠部材は、上記一の方向に対して
交差する方向に往復移動する状態となる。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、意匠面側に位置し反対側が透けて見える生地と裏打部材との間に、
湾曲した状態で意匠部材が配置された壁紙が得られる。これにより、生地をとおして意匠
部材を視認することができる。その結果、壁紙のデザイン性を高め、商品価値の高い、壁
紙の提供が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施の形態における壁紙の意匠面を示す平面図である。
【図２】実施の形態における壁紙の構造を示す分解斜視模式図である。
【図３】実施の形態における壁紙の製造方法を示す模式図である。
【図４】実施の形態における壁紙に用いられる意匠部材の送出し方法を示す模式図である
。
【図５】実施の形態における壁紙に用いられる他の意匠部材の送出し方法を示す模式図で
ある。
【図６】実施の形態における壁紙に用いられる縦糸の他の送出し方法を示す模式図である
。
【図７】実施の形態における壁紙製造装置の一例を示す側面図である。
【図８】実施の形態における壁紙製造装置の一例を示す平面図である。
【図９】他の実施の形態における壁紙の意匠面を示す平面図である。
【図１０】他の実施の形態における振れ止め部材を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明に基づいた実施の形態における壁紙、壁紙の製造方法、および、壁紙製造装置に
ついて、以下、図を参照しながら説明する。以下に説明する各実施の形態において、個数
、量などに言及する場合、特に記載がある場合を除き、本発明の範囲は必ずしもその個数
、量などに限定されない。同一の部品、相当部品に対しては、同一の参照番号を付し、重
複する説明は繰り返さない場合がある。実施の形態における構成を適宜組み合わせて用い
ることは当初から予定されていることである。各図においては、実際の寸法比率では記載
しておらず、構造の理解を容易にするために、一部比率を異ならせて記載している。
【００１７】
　［壁紙１００］
　図１および図２を参照して、本実施の形態における壁紙１００について説明する。図１
は、壁紙１００の意匠面を示す平面図、図２は、壁紙１００の構造を示す分解斜視模式図
である。
【００１８】
　壁紙１００は、意匠面側（平面図に表れる面側）に位置し反対側が透けて見える生地１
２０と、この生地１２０が貼り合わされる裏打部材１１０と、生地１２０と裏打部材１１
０との間に挟み込まれ、一の方向（図示においては上下方向）に沿って延びた状態で配置
されている意匠部材１３０，１４０とを備えている。
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【００１９】
　本実施の形態は、生地１２０は、細い縦糸と横糸とが編まれた織地であり、複数の縦糸
と横糸との隙間から反対側が透けて見えることとなる。なお、生地１２０の織パターンは
、図示するパターンに限定されず、様々なパターンの採用が可能である。また、必ずしも
生地１２０は、織地に限定されず、たとえば、反対側は透けて見えるようなフィルム状部
材であってもよい。裏打部材１１０は、壁紙１００として用いられる場合に、壁に接着さ
れる側を構成する。
【００２０】
　意匠部材１３０，１４０は、本実施の形態では、いずれも糸状部材であり、色の異なる
２種類の部材を用いている。さらに、意匠部材１３０は、第１糸状部材１３０ａ～第５糸
状部材１３０ｅを含み、意匠部材１４０は、第１糸状部材１４０ａ～第５糸状部材１４０
ｅを含んでいる。第１糸状部材１３０ａ～第５糸状部材１３０ｅと、第１糸状部材１４０
ａ～第５糸状部材１４０ｅとは、本実施の形態では、色を異ならせている。
【００２１】
　意匠部材１３０，１４０は、図１によく表れるように、一の方向（図示においては上下
方向）に対して交差する方向（図示においては左右方向）に緩く湾曲した状態で配置され
ている。
【００２２】
　このように、本実施の形態における壁紙１００においては、意匠部材１３０，１４０と
しての糸状部材が、生地１２０と裏打部材１１０との間において、左右方向に不規則に緩
く湾曲した状態で挟み込まれている。これにより、生地１２０をとおして湾曲した状態の
第１糸状部材１３０ａ～第５糸状部材１３０ｅ、および、第１糸状部材１４０ａ～第５糸
状部材１４０ｅを視認することができる。その結果、この壁紙１００のデザイン性が高め
られ、商品価値の高い壁紙とすることができる。
【００２３】
　［壁紙１００の製造方法］
　次に、図３から図５を参照して、本実施の形態における壁紙１００の製造方法について
説明する。図３は、壁紙１００の製造方法を示す模式図、図４は、壁紙１００に用いられ
る意匠部材の送出し方法を示す模式図、図５は、壁紙１００に用いられる他の意匠部材の
送出し方法を示す模式図である。
【００２４】
　図３を参照して、本実施の形態における壁紙１００の製造方法においては、意匠面側に
位置し反対側が透けて見える生地１２０を、一の方向（図中の矢印Ｙ）に送り出す工程と
、生地１２０の一方面側において、生地１２０に貼り合わされる裏打部材１１０を、生地
１２０とともに一の方向（図中の矢印Ｙ）に送り出す工程と、生地１２０と裏打部材１１
０との間に位置し、生地１２０と裏打部材１１０との間に挟み込まれるように一の方向（
図中の矢印Ｙ）に、第１糸状部材１３０ａ～第５糸状部材１３０ｅ、および、第１糸状部
材１４０ａ～第５糸状部材１４０ｅを送り出す工程と、送り出された生地１２０、裏打部
材１１０、および、第１糸状部材１３０ａ～第５糸状部材１３０ｅ、および、第１糸状部
材１４０ａ～第５糸状部材１４０ｅを貼り合わせる工程とを備えている。
【００２５】
　本実施の形態では、裏打部材１１０の生地１２０が位置する側の面には、接着部材（図
示省略）が予め塗布されている。
【００２６】
　さらに、本実施の形態では、第１糸状部材１３０ａ～第５糸状部材１３０ｅ、および、
第１糸状部材１４０ａ～第５糸状部材１４０ｅを送り出す工程においては、第１糸状部材
１３０ａ～第５糸状部材１３０ｅ、および、第１糸状部材１４０ａ～第５糸状部材１４０
ｅを一の方向（図中の矢印Ｙ）に対して交差する方向に往復移動する状態で送り出されて
いる。
【００２７】
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　図４を参照して、具体的に説明する。第１糸状部材１３０ａ～第５糸状部材１３０ｅ、
および、第１糸状部材１４０ａ～第５糸状部材１４０ｅは、基本的には同じ構成であるこ
とから、代表例として第１糸状部材１３０ａを用いて説明する。第１糸状部材１３０ａは
、軸Ａ方向に延びる円筒状部材１３０Ｓに軸方向の一端側から他端側にかけて往復する状
態で捲回された意匠部材捲回体１３０Ｒである。第１糸状部材１３０ａを意匠部材捲回体
１３０Ｒから送り出すことにより、第１糸状部材１３０ａは、一の方向に対して交差する
方向に往復移動する状態となる（図中の矢印Ｒ１およびＲ２方向）。
【００２８】
　その結果、第１糸状部材１３０ａは、図１および図４によく表れるように、一の方向（
図示においては上下方向）に対して交差する方向（図示においては左右方向）に緩く湾曲
した状態で配置されることとなる。他の第２糸状部材１３０ｂ～第５糸状部材１３０ｅ、
および、第１糸状部材１４０ａ～第５糸状部材１４０ｅについても同様である。
【００２９】
　このようにして本実施の形態における壁紙１００の製造方法を採用することで、図１お
よび図２に示した壁紙１００を得ることが可能となる。
【００３０】
　なお、上記においては意匠部材として糸状部材を用いた場合について説明したが、必ず
しも糸状部材に限定される必要はない。たとえば、図５に示すような帯状部材（リボン）
１５０ａを用いてもよいし、糸状部材と帯状部材とを混合させて用いてもよい。さらに、
意匠部材として機能を発揮できるものであれば、糸状部材および帯状部材に限定されず、
その他の同等の部材を用いてもよい。
【００３１】
　また、第１糸状部材１３０ａを円筒状部材１３０Ｓから解くことにより、自然と第１糸
状部材１３０ａが一の方向に対して交差する方向に往復移動する状態としていたが、図６
に示すように、図示省略している駆動機構を用いて、意匠部材捲回体１６０Ｒそのもの自
体をＲ１およびＲ２方向に往復移動させるようにしても、同様の作用効果を得ることがで
きる。
【００３２】
　［壁紙製造装置１０００］
　次に、図７および図８を参照して、本実施の形態における壁紙１００の製造方法を用い
た壁紙製造装置１０００について説明する。図７は、壁紙製造装置１０００の一例を示す
側面図、図８は、壁紙製造装置１０００の一例を示す平面図である。
【００３３】
　この壁紙製造装置１０００は、生地１２０を一の方向に沿って送り出す生地送出し機構
１２０Ｍと、生地１２０が貼り合わされる裏打部材１１０を一の方向に沿って送り出す裏
打部材送出し機構１１０Ｍと、生地１２０と裏打部材１１０との間に挟み込まれる意匠部
材１３０，１４０を一の方向に沿って送り出す意匠部材送出し機構１３０Ｍと、貼り合わ
された壁紙１００を捲き取る捲き取り機構１００Ｍと、有している。
【００３４】
　生地送出し機構１２０Ｍは、生地１２０がロール状に捲き取られた生地ロール１２０Ｒ
を含み、生地ロール１２０Ｒの生地１２０が送り出される方向には搬送テーブル２００が
配設されている。
【００３５】
　裏打部材送出し機構１１０Ｍは、裏打部材１１０がロール状に捲き取られた裏打部材ロ
ール１１０Ｒを含み、送り出される裏打部材１１０は、ローラＲ３０、Ｒ３１、Ｒ２０を
通過することで、裏打部材１１０の姿勢が整えられる。また、ローラＲ３１とＲ２０との
間には、接着剤塗布機構としての、ローラＲ１０，Ｒ１１，Ｒ１２が設けられ、この接着
剤塗布機構を裏打部材１１０が通過することで、裏打部材１１０の生地１２０との対向面
に接着剤が塗布される。
【００３６】
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　意匠部材送出し機構１３０Ｍは、第１糸状部材１３０ａ～第５糸状部材１３０ｅに対応
する意匠部材捲回体１３０Ｒがそれぞれ（合計５か所）同一の軸Ａ１上に設けられ、同様
に、第１糸状部材１４０ａ～第５糸状部材１４０ｅに対応する意匠部材捲回体１４０Ｒが
それぞれ（合計５か所）同一の軸Ａ２上に設けられている。意匠部材送出し機構１３０Ｍ
は、第１糸状部材１３０ａ～第５糸状部材１３０ｅおよび第１糸状部材１４０ａ～第５糸
状部材１４０ｅを、一の方向に対して交差する方向に湾曲した状態で送り出す。
【００３７】
　具体的には、上記で説明したように、たとえば、代表例として第１糸状部材１３０ａを
用いて説明した場合には、第１糸状部材１３０ａを意匠部材捲回体１３０Ｒから送り出す
ことにより、第１糸状部材１３０ａは、一の方向に対して交差する方向に往復移動する状
態となる。その結果、第１糸状部材１３０ａは、図１および図４によく表れるように、一
の方向（図示においては上下方向）に対して交差する方向（図示においては左右方向）に
緩く湾曲した状態で配置されることとなる。他の第２糸状部材１３０ｂ～第５糸状部材１
３０ｅ、および、第１糸状部材１４０ａ～第５糸状部材１４０ｅについても同様である。
【００３８】
　このようにして本実施の形態における壁紙１００の製造方法を採用することで、図１お
よび図２に示した壁紙１００を得ることが可能となる。
【００３９】
　なお、上記実施例では、意匠部材１３０，１４０として合計１０本の糸状部材を採用し
た場合について説明しているが、本数は適宜選択されるものであり、この実施の形態の本
数に限定されるものではない。
【００４０】
　［他の実施の形態］
　図９および図１０を参照して、他の実施の形態における壁紙、壁紙の製造方法、および
、壁紙製造装置について説明する。上述した実施の形態における壁紙、壁紙の製造方法、
および、壁紙製造装置においては、意匠部材１３０（第１糸状部材１３０ａ～第５糸状部
材１３０ｅ）、および、意匠部材１４０（第１糸状部材１４０ａ～第５糸状部材１４０ｅ
）が、図１によく表れるように、一の方向（図示においては上下方向）に対して交差する
方向（図示においては左右方向）に緩く湾曲した状態で配置された場合の形態、その製造
方法、および、壁紙製造装置について説明した。
【００４１】
　図９に示す、壁紙１００Ａにおいては、意匠部材１３０（第１糸状部材１３０ａ～第５
糸状部材１３０ｅ）、および、意匠部材１４０（第１糸状部材１４０ａ～第５糸状部材１
４０ｅ）が、一の方向（図示においては上下方向）に対して真っ直ぐに伸びる方向に沿っ
て配置されている。
【００４２】
　製造方法、および、壁紙製造装置において、意匠部材１３０、および、意匠部材１４０
を、一の方向（図示においては上下方向）に対して真っ直ぐに伸びるように配置させたい
場合には、図１０に示すように、振れ止め部材３００を用いるとよい。
【００４３】
　また、振れ止め部材３００を適宜移動させることで、意匠部材１３０、および、意匠部
材１４０を斜めに配置したり、ジグザグに配置することも可能である。
【００４４】
　この実施の形態においても、生地１２０をとおして第１糸状部材１３０ａ～第５糸状部
材１３０ｅ、および、第１糸状部材１４０ａ～第５糸状部材１４０ｅを視認することがで
きる。その結果、この壁紙１００のデザイン性が高められ、商品価値の高い壁紙とするこ
とができる。
【００４５】
　以上、本発明の実施の形態における壁紙、壁紙の製造方法、および、壁紙製造装置につ
いて説明したが、今回開示された実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものでは
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ないと考えられるべきである。したがって、本発明の範囲は特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００４６】
　１００　壁紙、１００Ｍ　捲き取り機構、１１０　裏打部材、１１０Ｍ　裏打部材送出
し機構、１１０Ｒ　裏打部材ロール、１２０　生地、１２０Ｍ　生地送出し機構、１２０
Ｒ　生地ロール、１３０，１４０　意匠部材、１３０ａ～１３０ｅ　第１～第５糸状部材
、１３０Ｍ　意匠部材送出し機構、１３０Ｒ　意匠部材捲回体、１３０Ｓ　円筒状部材、
１４０ａ～１４０ｅ　第１～第５糸状部材、１５０ａ　帯状部材（リボン）、１６０Ｒ　
意匠部材捲回体、２００　搬送テーブル、３００　振れ止め部材、１０００　壁紙製造装
置、Ｒ１０，Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ３０，Ｒ３１，Ｒ２０　ローラ。

【図３】 【図４】
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【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月2日(2016.9.2)
【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】
　意匠面側に位置し反対側が透けて見える生地を、一の方向に送り出す工程と、
　前記生地の一方面側において、前記生地に貼り合わされる裏打部材を、前記生地ととも
に前記一の方向に送り出す工程と、
　前記生地と前記裏打部材との間に位置し、前記生地と前記裏打部材との間に挟み込まれ
るように前記一の方向に意匠部材を送り出す工程と、
　送り出された前記生地、前記裏打部材、および、前記意匠部材を貼り合わせる工程と、
を備える、壁紙の製造方法。
【請求項２】
　前記意匠部材を送り出す工程は、前記意匠部材を、前記一の方向に対して交差する方向
に往復移動する状態で送り出されている、請求項１に記載の壁紙の製造方法。
【請求項３】
　前記意匠部材を、軸方向に延びる円筒状部材に前記軸方向の一端側から他端側にかけて
往復する状態で捲回された意匠部材捲回体から送り出すことにより、前記意匠部材は、前
記一の方向に対して交差する方向に往復移動する状態で送り出されている、請求項１また
は請求項２に記載の壁紙の製造方法。
【請求項４】
　意匠面側に位置し反対側が透けて見える生地を一の方向に沿って送り出す生地送出し機
構と、
　前記生地が貼り合わされる裏打部材を前記一の方向に沿って送り出す裏打部材送出し機
構と、
　前記生地と前記裏打部材との間に挟み込まれる意匠部材を前記一の方向に沿って送り出
す意匠部材送出し機構と、
を備える、壁紙製造装置。
【請求項５】
　前記意匠部材送出し機構は、前記意匠部材を、前記一の方向に対して交差する方向に湾
曲した状態で送り出す、請求項４に記載の壁紙製造装置。
【請求項６】
　前記意匠部材送出し機構は、
　前記意匠部材を、軸方向に延びる円筒状部材に前記軸方向の一端側から他端側にかけて
往復する状態で捲回された意匠部材捲回体を含み、
　前記軸が延びる方向を前記一の方向に対して交差する方向に配置し、前記意匠部材を前
記意匠部材捲回体から送り出すことにより、前記意匠部材は、前記一の方向に対して交差
する方向に往復移動する状態となる、請求項４または請求項５に記載の壁紙製造装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　この発明は、壁紙の製造方法、および、壁紙製造装置に関する。なお、本明細書におい
て、壁紙とは、壁に貼着する紙だけでなく、ふすまその他の同等の用途に用いる紙を総称
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するものとする。また、壁紙には、純粋な紙だけでなく、樹脂製のフィルム、用紙等も含
まれるものとする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の目的は、デザイン性を高め、商品価値の高い、壁紙の製造方法、および、壁紙
製造装置を提供することにある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　他の形態では、上記意匠部材送出し機構は、上記意匠部材を、軸方向に延びる円筒状部
材に上記軸方向の一端側から他端側にかけて往復する状態で捲回された意匠部材捲回体か
ら送り出すことにより、上記意匠部材は、上記一の方向に対して交差する方向に往復移動
する状態で送り出されている。
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