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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維質基材に、絵柄層、シーラー層及び硬化した電離放射線硬化性樹脂をこの順に積層
し、該シーラー層が、ブチラール樹脂と二液硬化型ウレタン樹脂のブレンド樹脂をバイン
ダーとし、さらに脂肪族イソシアネートを含有する樹脂組成物からなることを特徴とする
化粧紙。
【請求項２】
　前記ブチラール樹脂と二液硬化型ウレタン樹脂のブレンド樹脂からなるシーラー層の厚
みが、２～５μｍであることを特徴とする請求項１に記載の化粧紙。
【請求項３】
　前記電離放射線硬化性樹脂層が、１５～２０重量％のアルミナを含有し、且つその塗布
量が硬化後に樹脂組成物量として１０～２２ｇ／ｍ2であることを特徴とする請求項１、
２のいずれかに記載の化粧紙。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建築物の床面、壁面、天井等の内装、家具並びに各種キャビネット等の表面装
飾材料、建具の表面化粧、車両内装等に用いる表面化粧紙として利用させれる化粧紙に関
するもので、特に表面の耐摩耗性及び耐候性が要求される用途に使用される化粧紙に関す
るものである。
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【０００２】
【従来の技術】
従来、建築物の内装や家具、キャビネット等の装飾用の表面に使用される化粧シートとし
て、基材シートの片面に絵柄層又はベタ印刷層等の印刷インキ層を設け、このインキ層を
保護するために、トップコート層として、熱硬化型のウレタン樹脂等を塗布し、熱乾燥、
熱硬化させて熱硬化性樹脂層を形成する方法、又は電離放射線硬化性樹脂を塗布し、電離
放射線を照射して塗膜を硬化して、表面に硬化した電離放射線硬化性樹脂層を形成する方
法がある。
特に、架橋密度の高い電離放射線硬化性樹脂を用いて硬化した電離放射線硬化性樹脂層は
、表面硬度、耐薬品性、耐汚染性等の物性に優れたものである。
【０００３】
上記の如くバインダー樹脂として硬い樹脂を使用することで、確かに耐摩耗性は向上する
。
そのため、メラミン化粧板等のように硬質の基材を用いた化粧材の場合は、表面樹脂層の
柔軟性はあまり問題にならないので、耐摩耗性を改良する方法として、表面に硬い樹脂を
使用することは有効な手段である。
しかし、基材として、厚みの薄い紙やプラスチックシートのような柔軟性を有する基材を
使用する場合は、樹脂の架橋密度を高くすると樹脂層の柔軟性が損なわれて、表面樹脂層
が衝撃によって割れたり、亀裂が発生し易くなる等の問題が生じる。
従って、表面樹脂の架橋密度を上げて、耐摩耗性を改良しようとしても、柔軟性を要求さ
れる場合は限界があった。
【０００４】
そのため、樹脂層の柔軟性を低下させずに耐摩耗性を改良する方法として、樹脂層に無機
材料を添加する方法が、従来から行われている。
例えば、特開昭６０ー２３６４２号公報には、サンドブラスト法やブラシ研磨法等の研磨
剤として使用されている平均粒径が１～５０μｍのシリカ（ＳｉＯ2 ）及びアルミナ（Ａ
ｌ2 Ｏ3 ）を主成分とする天然ガラスの粉末を配合した塗料を用いて、表面樹脂層を形成
することが開示されている。
上記塗料によって形成された表面保護層は、従来品に比べて、硬度が硬く、且つ柔軟性を
有し、耐摩耗性や耐擦傷性に優れた物性を示した。
【０００５】
また、転写シートの場合は、転写後の被転写体の表面の耐摩耗性や耐擦傷性を向上させる
目的で、表面保護層を形成する電離放射線硬化性樹脂に、平均粒径１～５μｍのアルミナ
粉末を、電離放射線硬化性樹脂１００重量部に対して１０～３０重量部添加し、このアル
ミナ含有電離放射線硬化性樹脂を用いて転写シートの保護層を形成することが開示されて
いる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記アルミナや天然ガラスの粉末等の無機フィラーを添加した塗料を用いて化粧
シートの保護層を形成した場合、無機材料を添加しないものより化粧材の耐摩耗性は向上
するが、基材シートとして紙等の含浸性の基材を使用した場合、塗工液が紙に含浸して必
要とする塗膜が得られないという問題があった。
【０００７】
即ち、柔軟性を損なわずに硬度の高い電離放射線硬化性樹脂層を得るには、電離放射線硬
化性樹脂の架橋密度を高める必要があり、分子量が小さく多官能な電離放射線硬化性樹脂
を使用する必要がある。
しかし、分子量の小さい電離放射線硬化性樹脂は粘度が低いため、紙に塗工した際に、紙
に含浸して、紙の表面に必要な厚さの塗膜が得られなかった。
また、球状アルミナを添加した電離放射線硬化性樹脂を塗布した場合、電離放射線硬化性
樹脂が紙に含浸して球状アルミナを保持している電離放射線硬化性樹脂が少なくなり、球
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状アルミナが電離放射線硬化性樹脂層に十分保持されなくなり、十分な耐摩耗性を発揮で
きなくなる。
【０００８】
そのため、紙等の含浸性基材を用いて表面に電離放射線硬化性樹脂層を形成する場合、所
定の物性を安定して得るには、電離放射線硬化性樹脂層を厚くする必要があった。
しかし、電離放射線硬化性樹脂の塗布量を多くすることは、高価な球状アルミナの使用量
も増加し、製造コストが増大することになる。
また、電離放射線硬化性樹脂の塗布量を多くすると、電離放射線硬化性樹脂が硬化する際
に生じる収縮により、化粧紙のカールが激しくなる。
そのため、化粧紙の後加工において、作業性が悪くなり、生産コストの上昇につながり、
大きな問題となる。
【０００９】
更に、無機フィラーを添加した塗工液を用いて、グラビアロールコート法により基材にコ
ートする場合、無機フィラーのアルミナや天然ガラスの粉末は角が尖った多角形状である
ため、グラビアロールやドクターブレードを摩耗させたり、傷つけたりして、加工上大き
な問題であった。
更に、硬質で角の尖った多角形状の粉末を添加した塗工液を用いて形成した塗膜は、手触
り感が悪く、感触を重視するものには利用できなかった。又、床材に使用したとき、履物
等のように、この化粧材に直接接触する場合は、その物体を摩耗させるという問題もあっ
た。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記問題を解決するために、化粧紙の構成を以下のようにした。繊維質基材に、絵柄層
、シーラー層及び硬化した電離放射線硬化性樹脂をこの順に積層し、該シーラー層が、
ブチラール樹脂と二液硬化型ウレタン樹脂のブレンド樹脂をバインダーとし、さらに脂肪
族イソシアネートを含有する樹脂組成物からなることを特徴とする化粧紙とした。また、
前記ブチラール樹脂と二液硬化型ウレタン樹脂のブレンド樹脂からなるシーラー層の厚み
が、２～５μｍであることを特徴とする化粧紙とした。更に、記電離放射線硬化性樹脂層
が、１５～２０重量％のアルミナを含有し、且つその塗布量が硬化後に樹脂組成物量とし
て１０～２２ｇ／ｍ2であることを特徴とする化粧紙とした。なお、前記シーラー層は、
繊維質基材等のように含浸性基材に前記電離放射線硬化性樹脂組成物を塗布したとき、電
離放射線硬化性樹脂組成物の含浸性基材への浸透を抑制するために形成される塗膜を意味
するものである。
【００１１】
　即ち、含浸性のある繊維質基材の表面に、絵柄層、シーラー層及び硬化した電離放射線
硬化性樹脂層を積層して化粧紙を作製する際に、シーラー層のバインダー樹脂としてブチ
ラール樹脂とウレタン樹脂のブレンド樹脂を使用することにより、アルミナを含有した電
離放射線硬化性樹脂の塗布量を１０～２２ｇ／ｍ2に減少させることができ、化粧紙のカ
ール問題を解決することができた。また、電離放射線硬化性樹脂への高価な球状アルミナ
の添加量を１５～２０重量％に減少させることができ、製造コストの低減を図ることがで
きた。そして、化粧紙を上記構成にすることにより、耐摩耗性及び耐候性に優れた化粧紙
が得られた。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下に、図面を参照にしながら本発明を詳細に説明する。
図１は本発明の化粧紙の一例を示した模式断面図である。
図２は本発明の化粧紙の別の態様で、電離放射線硬化性樹脂層に球状アルミナを含有させ
たときの化粧紙の模式断面図である。
図３は本発明の化粧紙を作製するときの説明図である。
図４は電離放射線硬化性樹脂層に球状アルミナを含有する化粧紙を作製するときの説明図



(4) JP 4286949 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

である。
図５は実施例１により化粧紙を作製するときの説明図であり、図６は実施例５により化粧
紙を作製するときの説明図である。
図７は比較例１により化粧紙を作製するときの説明図である。
【００１３】
本発明の化粧紙は、図１に示すように、基本的には、含浸性のある繊維質基材１１、絵柄
層１２、シーラー層１３及び硬化した電離放射線硬化性樹脂層１４から構成される。
また、図２に示すように、硬化した電離放射線硬化性樹脂層１４の中に、球状アルミナ１
５が含有されており、耐摩耗性を更に向上させたものである。
即ち、本発明の特徴は、紙等の浸透性のある繊維質基材１１に、印刷等により絵柄層１２
を形成した後、その絵柄層１２の上に、シーラー層１３を形成して、未硬化の電離放射線
硬化性樹脂を塗布したとき、繊維質基材１１への浸透を抑制することにより、電離放射線
硬化性樹脂の塗布量を少なくして、電離放射線硬化性樹脂を硬化する際に生じる化粧紙の
カールを防止したものである。
特に、球状アルミナを含有する電離放射線硬化性樹脂層を薄く形成することにより、化粧
紙のカールを防止すると共に、耐摩耗性及び耐候性に優れた化粧紙を作製することができ
る。
また、球状アルミナを含有する電離放射線硬化性樹脂層を薄くすることにより、高価な球
状アルミナの使用量が少なくなり、生産コストを低減させることもできる。
【００１４】
表面保護層を形成する電離放射線硬化性樹脂層が柔軟性を損なわずに硬度を高めるには、
電離放射線を照射して硬化させたとき、電離放射線硬化性樹脂の架橋密度が高くなるよう
に、分子量が小さく多官能な電離放射線硬化性樹脂を使用する必要がある。
しかし、分子量の小さい電離放射線硬化性樹脂は粘度が低いために、紙等の浸透性のある
基材に塗工した際に、基材に浸透して、基材の表面に必要な厚さの塗膜を形成することは
困難であった。
そのため、耐摩耗性のある電離放射線硬化性樹脂層を形成するには塗布量を多くする必要
があったが、電離放射線硬化性樹脂の塗布量を多くすると、電離放射線硬化性樹脂が硬化
する際に生じる収縮により、化粧紙のカールが激しくなり、化粧紙の後加工において、作
業性が悪くなる等の点で大きな問題となっていた。
【００１５】
そのため、本発明においては、浸透性のある繊維質基材に、絵柄層を形成した後、繊維質
基材に未硬化の電離放射線硬化性樹脂が浸透することを抑制する目的で、アクリル樹脂、
又はブチラール樹脂とウレタン樹脂のブレンド樹脂を用いてシーラー層を形成することに
より、分子量が小さく、低粘度の電離放射線硬化性樹脂でも、必要とする塗膜を形成でき
るようにした。
更に、球状アルミナを含有する電離放射線硬化性樹脂層を形成する際に、球状アルミナの
含有量を１５～２０重量％、その塗布量を１０～２２ｇ／ｍ2 の範囲で形成することによ
り、化粧紙のカールが少なくなり、生産性が向上すると共に、生産コストも低減すること
ができた。
【００１６】
また、フィラーとして、球状アルミナの代わりに、鱗片状のアルミナ、二酸化チタン被覆
雲母、魚鱗箔等の鱗片状粒子を用いることにより、紙等の浸透性のある基材への塗工液の
浸透が抑制されるので、鱗片状フィラーを含有する電離放射線硬化性樹脂からなる塗膜を
形成し、耐摩耗性に優れた化粧紙を作製することもできる。
【００１７】
以下に、本発明の化粧紙の製造方法について説明する。
先ず、図３（ａ）に示すように、繊維質基材１１として、含浸性のある紙や合成紙を用い
て、この繊維質基材１１に、グラビア印刷等によりベタ印刷層１２ａ及び木目柄等の絵柄
層１２を形成する。
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次いで、図３（ｂ）に示すように、繊維質基材１１への電離放射線硬化性樹脂の浸透量を
少なくするために、繊維質基材１１の絵柄層１２側に、二液硬化型ウレタン樹脂とブチラ
ール樹脂のブレンド樹脂からなる塗工液を用いてシーラー層１３を、２～５μｍの厚さで
形成する。
また、シーラー層１３として、アクリル樹脂を用いた塗工液にて、３０～１５０μｍの厚
さで形成することもある。
【００１８】
次に、図３（ｃ）に示すように、分子量が小さく多官能な電離放射線硬化性樹脂を塗布し
て、未硬化の電離放射線硬化性樹脂層１４ａを形成する。
本発明においては、粘度が小さく浸透性のある電離放射線硬化性樹脂でも、シーラー層１
３によって繊維質基材への浸透が抑制されるので、比較的少ない塗布量で未硬化の電離放
射線硬化性樹脂層１４ａを形成することができる。
次いで、図３（ｄ）に示すように、未硬化の電離放射線硬化性樹脂層１４ａに、電子線や
紫外線等の電離放射線１６を照射して、電離放射線硬化性樹脂を架橋、硬化させて、表面
に硬化した電離放射線硬化性樹脂層１４を有する化粧紙１を作製する。
得られた化粧紙１は、表面保護層として、架橋密度が高く、硬度の高い電離放射線硬化性
樹脂層が形成されるので、柔軟性があり、且つ耐摩耗性に優れたものとなる。
【００１９】
また、電離放射線硬化性樹脂に球状アルミナを添加した塗工液を用いて、表面に球状アル
ミナを含有する電離放射線硬化性樹脂層を形成するこにより、より耐摩耗性に優れた化粧
紙を得ることができる。
この場合も、前記と同様に、図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、繊維質基材１１に、ベ
タ印刷層１２ａ、絵柄層１２を印刷した後、シーラー層１３を形成する。
【００２０】
次に、電離放射線硬化性樹脂に平均粒径が１０～３０μｍの球状のアルミナを１５～２０
重量％添加した塗工液を作り、この塗工液を用いて、図４（ｃ）に示すように、前記シー
ラー層１３の上に塗布して、球状アルミナ１５を含有する未硬化の電離放射線硬化性樹脂
層１４ａを形成する。
この場合、未硬化の電離放射線硬化性樹脂がシーラー層１３により繊維質基材への浸透が
抑制されるので、球状アルミナ１５は未硬化の電離放射線硬化性樹脂層１４ａに保持され
た状態を維持する。
【００２１】
次いで、図５（ｄ）に示すように、球状アルミナ１５を含有する未硬化の電離放射線硬化
性樹脂層１４ａに、電子線や紫外線等の電離放射線１６を照射して、電離放射線硬化性樹
脂を架橋、硬化させて、表面に球状アルミナ１５を含有する硬化した電離放射線硬化性樹
脂層１４を形成して化粧紙１を作製する。
得られた化粧紙１は、表面保護層として、架橋密度の高い電離放射線硬化性樹脂層が形成
され、しかも、球状アルミナが電離放射線硬化性樹脂に強固に固定されているので、球状
アルミナは耐摩耗性を十分に発揮し、柔軟性があり、且つ非常に耐摩耗性に優れたものと
なる。
【００２２】
上記球状アルミナ１５を含有する硬化した電離放射線硬化性樹脂層１４は、平均粒径が１
０～３０μｍの球状アルミナを１５～２０重量％を含有し、その塗布量は１０～２２ｇ／
ｍ2 であり、従来より、球状アルミナの含有量及びその塗布量が少なくなっている。
即ち、従来は、電離放射線硬化性樹脂が紙に含浸する量を考慮して塗布量を多くする必要
があったので、球状アルミナの添加量を２１～２５重量％で、塗布量を２３～３０ｇ／ｍ
2 にしていたが、本発明においては、高価な球状アルミナを約２０％、及びその塗布量を
２２～２５％減少させることができた。
本発明に用いられる球状アルミナとしては、平均粒径が５～５０μｍのものが使用できる
が、本発明においては塗布量を１８～２２ｇ／ｍ2 と少なくして、塗膜を比較的薄くして
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いるので、球状アルミナの平均粒径は１０～３０μｍのものが好適である。
【００２３】
また、本発明においては、電離放射線硬化性樹脂を浸透性のある繊維質基材にコーティン
グしたとき、繊維質基材への含浸を抑制するために、フィラーとして鱗片状フィラーを使
用することがある。
電離放射線硬化性樹脂に鱗片状フィラーを分散した塗工液は、浸透性のある繊維質基材に
コーティングしたとき、鱗片状フィラーが偏平であるため、鱗片状フィラーが繊維質基材
の空隙を塞ぎ、繊維質基材への塗工液の浸透が抑制される。
鱗片状フィラーとしては、鱗片状アルミナ、二酸化チタン被覆雲母、魚鱗箔、天然真珠箔
、金属箔片等が使用される。平均粒径としては０．１～５μｍのものが好適である。
【００２４】
本発明に用いられる電離放射線硬化性樹脂は、未硬化の状態で塗工した後、電子線や紫外
線などの電離放射線を照射して塗膜を硬化させるものであるが、その架橋密度によって硬
化塗膜の物性が変化する。
即ち、架橋密度が高くなるほど硬化塗膜の硬度が高くなり、耐摩耗性は向上するが、柔軟
性は低下する。そのため、柔軟性があり且つ耐摩耗性に優れた表面塗膜を得るには、電離
放射線硬化性樹脂に球状のアルミナ等のフィラーを添加して、フィラーによって耐摩耗性
を向上させる必要がある。
【００２５】
電離放射線硬化性樹脂に球状アルミナ等のフィラーを添加して塗膜を形成する場合は、電
離放射線としては、塗膜に対する透過力の大きい電子線を使用する方が一般的である。
紫外線では球状アルミナ粒子が大きくなると、紫外線の透過が妨げられて紫外線硬化性樹
脂への十分な照射量が得られなくなり、紫外線硬化性樹脂の硬化が不十分となる。
また、紫外線硬化性樹脂を十分に硬化させるためには、紫外線の照射時間が長くなり過ぎ
るので、生産能率が低下するなど、実用上の問題が生じる。
【００２６】
本発明においては、電離放射線硬化性樹脂を浸透性のある繊維質基材にコーティングした
とき、繊維質基材への浸透を抑制するために、シーラー層を形成するが、その塗工液の樹
脂として、ウレタン樹脂とブチラール樹脂の混合物、又はアクリル系樹脂を選定した。
ウレタン樹脂としては二液硬化型ウレタン樹脂を用い、ブチラール樹脂としてはポリビニ
ルブチラール樹脂が使用される。
シーラー層として二液硬化型ウレタン樹脂とポリビニルブチラール樹脂の混合物からなる
塗膜を形成することにより、この塗膜の上に未硬化の電離放射線硬化性樹脂が塗布されて
も、塗膜が電離放射線硬化性樹脂の構成成分（モノマー等）に対して耐性があり、溶解し
たり、破損することががないので、電離放射線硬化性樹脂が繊維質基材へ浸透することが
抑制される。
【００２７】
そのため、塗膜の厚さは２～５μｍと比較的薄くしても、繊維質基材への電離放射線硬化
性樹脂の浸透が抑制される。
また、ポリビニルブチラール樹脂は、絵柄層の樹脂及び硬化した電離放射線硬化性樹脂に
対する接着強度が強く、インキの層間剥離等がなくなるので、化粧紙の後加工においても
、被着体への接着工程や折り曲げ加工等でトラブルを生じることがなくなる。
【００２８】
本発明に用いられる二液硬化型ウレタン樹脂としては、ポリオール（多価アルコール）を
主剤とし、イソシアネートを架橋剤（硬化剤）とするウレタン樹脂が使用される。
ポリオールとしては、分子中に２個以上の水酸基を有するもので、例えば、ポリエチレン
グリコール、ポリプロピレングリコール、アクリルポリオール、ポリエステルポリオール
、ポリエーテルポリオール、ポリカーボネートポリオール等が用いられる。
また、イソシアネートとしては、分子中に２個以上のイソシアネート基を有する多価イソ
シアネートが用いられる。
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例えば、２，４トリレンジイソシアネート、キシレンジイソシアネート、４，４ジフェニ
ルメタンジイソシアネート等の芳香族イソシアネート、或いはへ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、水素添加トリレンジイソシアネート、水素添加ジ
フェニルメタンジイソシアネート等の脂肪族乃至は脂環族イソシアネートが用いられる。
或いは、これらのイソシアネート付加体又は多量体を用いてもよい。例えば、トリレンジ
イソシアネートの付加体、トリレンジイソシアネートの３量体（ｔｒｉｍｅｒ）等がある
。
【００２９】
また、シーラー層１３として、アクリル樹脂を用いた塗工液を塗布して形成することがあ
る。
この場合はシーラー層の塗膜は比較的厚くして、３０～１５０μｍの厚さで形成される。
アクリル樹脂からなるシーラー層を厚くすることにより、未硬化の電離放射線硬化性樹脂
の繊維質基材への浸透がなくなるので、電離放射線硬化性樹脂の塗布量を１０～１５ｇ／
ｍ2 程度に少なくしても、耐摩耗性に優れた表面保護層を形成することができる。
即ち、シーラー層を厚くして、繊維質基材への未硬化の電離放射線硬化性樹脂の浸透を防
止することにより、高価な球状アルミナを含有した電離放射線硬化性樹脂層を薄くするこ
とが可能となり、生産コストを低減することができる。
【００３０】
シーラー層に用いられるアクリル樹脂としては、例えば、ポリメチル（メタ）アクリレー
ト、ポリブチル（メタ）アクリレート、メチル（メタ）アクリレート－ブチル（メタ）ア
クリレート共重合体、メチル（メタ）アクリレート－スチレン（メタ）アクリレート共重
合体等のアクリル樹脂（但し（メタ）アクリレートとは、アクリレート又はメタクリレー
トを意味するものとする）を単独又は２種以上の混合物、又は、メチル（メタ）アクリレ
ート、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル
（メタ）アクリレート、オクチル（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリル酸アルキル
エステルと、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシブチルエチル
（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピル（メタ）アクリレート
等の分子中に水酸基を有する（メタ）アクリル酸エステルとを共重合させて得られるアク
リルポリオールを用いることもできる。
【００３１】
本発明に用いられる電離放射線硬化性樹脂としては、分子中に重合不飽和結合又はカチオ
ン重合性官能基を有するプレポリマー（所謂オリゴマーも包含する）及び／又はモノマー
を適宜混合した組成物で、電離放射線により硬化可能なものが用いられる。
尚、ここで、電離放射線とは、電磁波又は荷電粒子線の中で、分子を重合或いは架橋し得
るエネルギー量子を有するものを意味し、通常、電子線又は紫外線が用いられる。
【００３２】
電離放射線硬化性樹脂としては、具体的には、分子中に（メタ）アクリロイル基、（メタ
）アクリロイルオキシ基等のラジカル重合性不飽和基、エポキシ基等のカチオン重合性官
能基又はチオール基を２個以上有する単量体、又はプレポリマーからなるものである。
これら、単量体、又はプレポリマーは単体で用いるか、又は数種類混合して用いる。
尚、ここで、（メタ）アクリロイル基とは、アクリロイル基又はメタアクリロイル基の意
味で用いており、以下（メタ）は同様の意味で用いるものとする。
【００３３】
ラジカル重合性不飽和基を有するプレポリマーの例としては、ポリエステル（メタ）クリ
レート、エポキシ（メタ）アクリレート、ウレタンアクリレート、ポリエーテルアクリレ
ート、メラミン（メタ）アクリレート、トリアジン（メタ）アクリレート、シリコーン（
メタ）アクリレート等が使用できる。
分子量としては、通常２５０～１００，０００程度のものが用いられる。
【００３４】
ラジカル重合性不飽和基を有する多官能単量体の例としては、ジエチレングリコールジ（
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メタ）アクリレート、プロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプ
ロパントリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンエチレンオキサイドトリ（メ
タ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリ
スリトールヘキサ（メタ）アクリレート等が挙げられる。
【００３５】
チオール基を有する単量体の例としては、トリメチロールプロパントリチオグリコレート
、トリメチロールプロパントリチオプロピレート、ジペンタエリスリトールテトラチオグ
リコレート等がある。
【００３６】
電離放射線硬化性樹脂として紫外線又は可視光線にて硬化させる場合には、電離放射線硬
化型樹脂中に光重合開始剤を添加する。ラジカル重合性不飽和基を有する樹脂系の場合は
、光重合開始剤として、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等を単独又は混合して用いることができる。
また、カチオン重合性官能基を有する樹脂系の場合は、光重合開始剤として、芳香族ジア
ゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、メタセロン化合物、ベンゾ
インスルホン酸エステル等を単独又は混合物として用いることができる。
尚、これらの光重合開始剤の添加量としては、該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。
【００３７】
上記電離放射線硬化性樹脂には、必要に応じて各種添加剤を添加する場合がある。これら
の添加剤としては、例えば、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニル、アクリ
ル樹脂、セルロース系樹脂等の熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、シリカ、
アルミナ等の微粉末からなる体質顔料（充填剤）、染料、顔料等の着色剤等がある。
【００３８】
電離放射線硬化性樹脂のコーティング法としては、グラビアコート、グラビアリバースコ
ート、グラビアオフセットコート、スピンナーコート、ロールコート、リバースロールコ
ート、キスコート、ディップコート、シルクスクリーンコートによるベタコート、ワイヤ
ーバーコート、コンマコート、スプレーコート、フロートコート、かけ流しコート、刷毛
塗り、スプレーコート等を用いることができる。その中でもグラビアコートが好ましい。
【００３９】
電離放射線硬化性樹脂を硬化させる電離放射線照射装置としては、紫外線照射装置や電子
線照射装置が用いられる。
紫外線照射装置としては、例えば、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンア
ーク、ブラックライトランプ、メタルハライドランプ等の光源が使用される。紫外線の波
長としては、通常、１９０～３８０ｎｍの波長領域が主として用いられる。
電子線照射装置としては、コックロフトワルト型、バンデグラフ型、共振変圧器型、絶縁
コア変圧器型或いは直線型、ダイナミトロン型、高周波型等の各種電子線加速器が用いら
れる。
【００４０】
そして、電子線を照射する場合、加速電圧１００～１０００ＫｅＶ、好ましくは１００～
３００ＫｅＶで照射し、吸収線量としては、通常、１～３００ｋＧｙ（キログレイ）程度
である。吸収線量が１ｋＧｙ未満では、塗膜の硬化が不十分となり、又、照射量が３００
ｋＧｙを超えると硬化した塗膜及び繊維質基材が黄変したり、損傷したりする。
また、紫外線照射の場合、その照射量は５０～１０００ｍＪ／ｃｍ2 の範囲　が好ましい
。
紫外線照射量が５０ｍＪ／ｃｍ2 未満では、塗膜の硬化が不十分となり、また、照射量が
１０００ｍＪ／ｃｍ2 を超えると硬化した塗膜が黄変したりする。
また、電離放射線の照射方法として、先ず紫外線を照射して電離放射線硬化性樹脂を少な
くとも表面が指触乾燥する程度以上に硬化させ、而る後に、電子線を照射して塗膜を完全
に硬化させる方法もある。
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【００４１】
本発明に使用される浸透性のある繊維質基材としては、紙、合成紙、不織布等のシート状
のものが用いられる。
繊維質基材として用いられる紙としては、薄葉紙、クラフト紙、チタン紙、リンター紙、
板紙、石膏ボード紙、紙にポリ塩化ビニル樹脂をゾル又はドライラミネートした所謂ビニ
ル壁紙原反、上質紙、コート紙、硫酸紙、グラシン紙、パーチメント紙、パラフィン紙、
和紙等が挙げられる。
また、紙類似シートとしては、ガラス繊維、石綿、チタン酸カリウム繊維、アルミナ繊維
、シリカ繊維、炭素繊維、等の無機繊維質のシート状のもの、ポリエステル、ビニロン、
ポリエチレン、ポリプロピレン等の合成樹脂繊維からなる不織布又は織布等が使用される
。
【００４２】
繊維質基材には、印刷等により絵柄層が形成される。絵柄層は基材の片面又は両面に形成
すことができる。また、絵柄層を設ける前に、基材表面にベタ印刷層を設ける場合がある
。
絵柄層としては、印刷による印刷模様、エンボス加工によるエンボス模様、ヘアライン加
工による凹凸模様等があり、更に、凹凸模様の凹部に公知のワイピング加工法によって着
色インキを充填して絵柄層を形成することもできる。
印刷絵柄層としては、木目柄、石目柄、布目柄、皮絞模様、幾何学図形、文字、記号、各
種抽象模様、或いは全面ベタ印刷等がある。
全面ベタ印刷の隠蔽層は化粧紙を貼付する被着体の表面状態によって省略されることがあ
る。
【００４３】
絵柄印刷のインキとしては、基材の材質や形態によって異なるが、一般的には、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、硝化綿、酢酸セルロース
、塩化ビニル、酢酸ビニル、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体、ポリビニルブチラール、
ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂等の単独又は２種以上の樹脂を混合した
ものをビヒクルとし、これと通常の顔料、染料等の着色剤、体質顔料、硬化剤、添加剤、
溶剤等からなるインキが使用される。
【００４４】
着色剤として、チタン白、亜鉛華、弁柄、朱、群青、コバルトブルー、チタン黄、カーボ
ンブラック等の無機顔料、イソインドリノン、バンザイイエローＡ、キナクリドン、パー
マネントレッド４Ｒ、フタロシアニンブルー等の有機顔料あるいは染料、アルミニウム、
真鍮等の箔粉からなる金属顔料、二酸化チタン被覆雲母、塩基性炭酸亜鉛等、の箔粉から
なる真珠光沢顔料等が用いられる。
また、必要に応じて、無機充填剤を添加してもよく、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、ク
レー、タルク、シリカ（二酸化珪素）、アルミナ（酸化アルミニウム）等の粉末等が挙げ
られる。添加量は通常５～６０重量％である。
【００４５】
絵柄の印刷としては、グラビア印刷、凹版印刷、オフセット印刷、活版印刷、フレキソ印
刷、シルクスクリーン印刷、静電印刷、インクジェット印刷等通常の印刷方式が使用でき
る。
もしくは、別に離型性シート上に一旦絵柄模様を形成して転写シートを作成し、得られた
転写シートからの転写印刷方式によって模様印刷を転写して設けてもよい。
【００４６】
印刷模様の代りに、アルミニウム、クロム、金、銀、銅等の金属を真空蒸着、スパッタリ
ング等によって、基材に、金属薄膜を全面又は部分的に形成して絵柄層とすることもでき
る。
また、エンボス加工としては、基材シートを加熱軟化させ、エンボス版で加圧、賦型し、
冷却固化して形成するもので、公知の枚葉、或いは輪転式のエンボス機が用いられる。
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凹凸形状としては、木目版導管溝、石板表面凹凸（花崗岩劈開面等）、布表面テクスチャ
ー、梨地、砂目、ヘアライン、万線条溝等である。
【００４７】
上記絵柄層の上に、印刷インキと電離放射線硬化性樹脂層との接着力を向上するために、
易接着層を設けることがある。
易接着層（プライマー層或いはアンカー層ともいう）としては、アクリル系樹脂、ウレタ
ン系樹脂、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体系樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹
脂、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリプロピレン等の樹脂を溶媒に溶解した塗工液が使用
されるが、特に二液硬化型ウレタン樹脂とブチラール樹脂の混合物を使用するものが好ま
しい。
上記樹脂を溶媒に溶解した塗工液を、公知の方法で塗布、乾燥して易接着層とする。
【００４８】
本発明の化粧紙は、各種被着体に積層し、所定の成形加工等を施して、各種用途に用いる
ことができる。
例えば、壁、天井、床等の建築物の内装、窓枠、扉、手すり等の建具の表面化粧、家具又
は弱電・ＯＡ機器のキャビネットの表面化粧、自動車、電車等の車両の内装、航空機の内
装、窓硝子の化粧等に利用できる。
そのために、化粧紙が直接素材等に接着できない場合は、適当な易接着層又は接着剤層を
介して被着体に接着する。
しかし、化粧紙が熱融着等で被着体に接着可能な場合は、易接着層又は接着剤層は省略し
てもよい。
【００４９】
被着体としては各種素材の平板、曲面板等の板材、シート（或いはフィルム）、或いは各
種立体形状物品（成形品）が対象となる。
例えば、射出成形品等の曲面を有する成形品に対しても、本発明の化粧紙を接着すること
ができる。
【００５０】
被着体として立体形状物、板材或いはシート（フィルム）のいずれにも用いられる素材と
しては、木材単板、木材合板、パーティクルボード、中密度繊維板（ＭＤＦ）等の木質繊
維板等の木質材、鉄、アルミニウム等の金属、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、エ
チレン・酢酸ビニル共重合体、エチレンビニルアセテート、ポリエステル樹脂、ポリスチ
レン、ポリオレフィン樹脂、ＡＢＳ、フェノール樹脂、ポリ塩化ビニル、セルロース系樹
脂、ゴム等の樹脂が挙げられる。
【００５１】
【実施例】
以下に、実施例に基づいて、本発明を更に詳しく説明する。
（実施例１）
先ず、繊維質基材１１として、アクリル系樹脂ラテックスを含浸した坪量５０ｇ／ｍ2 の
含浸紙（（株）興人製）を用いて、グラビア印刷によりベタ印刷と木目柄を印刷して、図
５（ａ）に示すように、繊維質基材１１に厚さ２μｍのベタ印刷層１２ａと絵柄層１２を
形成した。
次いで、図５（ｂ）に示すように、繊維質基材１１の絵柄層１２側に、二液硬化型のグラ
ビアインキ（二液硬化型ウレタン樹脂とブチラール樹脂のブレンド樹脂からなるグラビア
インキに脂肪族イソシアネートを添加したもの：（株）昭和インキ工業所製）をグラビア
印刷方式で塗布、乾燥して、膜厚４ｇ／ｍ2 のシーラー層１３を形成した。
【００５２】
次に、下記の電子線硬化性樹脂組成物（Ａ）（三洋化成工業（株）製）を用いて、ロール
コート方式にて、図５（ｃ）に示すように、前記繊維質基材１１のシーラー層１３面にコ
ーティングし、塗布量２０ｇ／ｍ2 （乾物として）の球状アルミナ１５を含有する未硬化
の電子線硬化性樹脂層１４ｂを形成した。
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【００５３】
電子線硬化性樹脂組成物（Ａ）の組成
・ビスフェノールＡエチレンオキサイド変性ジアクリレート　　　５０重量部
・トリメチロールプロパン変性トリアクリレート　　　　　　　　２０重量部
・球状アルミナ（平均粒径２５μ）　　　　　　　　　　　　　　１７重量部
・有機処理シリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２重量部
・両末端メタクリレート変性シリコーン　　　　　　　　　　　　　１重量部
【００５４】
次いで、図５（ｄ）に示すように、上記未硬化の電子線硬化性樹脂層１４ｂの上に、電子
線照射装置を用いて、加速電圧１７５ｋｅＶにて、吸収線量が５０ｋＧｙ（キログレイ）
になるように電子線１６ａを照射し、電子線硬化性樹脂を完全に硬化させて、球状アルミ
ナ１５を含有する硬化した電子線硬化性樹脂層１４ｃを形成して、化粧紙１を作製した。
【００５５】
（実施例２）
繊維質基材１１として、アクリル系樹脂ラテックスを含浸した坪量６０ｇ／ｍ2 の含浸紙
（（株）興人製）を用いて、実施例１と同様に、図５（ａ）に示すように、グラビア印刷
により繊維質基材１１に厚さ２μｍのベタ印刷層１２ａと絵柄層１２を形成した。
次いで、版深１５０μｍの斜線彫刻版を用いて、アクリル系インキ（メタクリル酸エチル
とヒドロキシエチルメタクリル酸エチルの共重合体、及び脂肪族イソシアネートからなる
２液硬化型のアクリル系インキ）でグラビア印刷して、図５（ｂ）に示すように、塗布量
７０ｇ／ｍ2 のシーラー層１３を形成した。
【００５６】
次に、下記の電子線硬化性樹脂組成物（Ｂ）（三洋化成工業（株）製）を用いて、グラビ
アロールコート方式にて、図５（ｃ）に示すように、前記繊維質基材１１のシーラー層１
３面にコーティングし、塗布量１０ｇ／ｍ2 （乾物として）の球状アルミナ１５を含有す
る未硬化の電子線硬化性樹脂層１４ｂを形成した。
【００５７】
電子線硬化性樹脂組成物（Ｂ）の組成
・ビスフェノールＡエチレンオキサイド変性ジアクリレート　　　５９重量部
・トリメチロールプロパン変性トリアクリレート　　　　　　　　２０重量部
・球状アルミナ（平均粒径２５μ）　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
・両末端メタクリレート変性シリコーン　　　　　　　　　　　　　１重量部
【００５８】
次いで、図５（ｄ）に示すように、上記未硬化の電子線硬化性樹脂層１４ｂの上に、電子
線照射装置を用いて、加速電圧１７５ｋｅＶにて、吸収線量が５０ｋＧｙ（キログレイ）
になるように電子線１６ａを照射し、電子線硬化性樹脂を完全に硬化させて、球状アルミ
ナ１５を含有する硬化した電子線硬化性樹脂層１４ｃを形成して、化粧紙１を作製した。
【００５９】
（実施例３）
繊維質基材１１として、アクリル系樹脂ラテックスを含浸した坪量６０ｇ／ｍ2 の含浸紙
（（株）興人製）を用いて、実施例１と同様に、図６（ａ）に示すように、グラビア印刷
により繊維質基材１１に厚さ２μｍのベタ印刷層１２ａと絵柄層１２を形成した。
次いで、印刷絵柄と同調したパターンを彫刻した盛り上げ版（盛り上げ部分の版深１００
μｍ、土手幅１５μｍの万線彫刻版）を用いて、アクリル系盛り上げインキ（メタクリル
酸エチルとヒドロキシエチルメタクリル酸エチルの共重合体、及び脂肪族イソシアネート
からなる２液硬化型のアクリル系インキ）で盛り上げ部分をパターン状にグラビア印刷し
た。
その後、熱風乾燥して、図６（ｂ）に示すように、塗布量１００ｇ／ｍ2 の盛り上げシー
ラー層１３ａを形成した。
【００６０】
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次に、電子線硬化性樹脂として下記の樹脂組成物（Ｂ）（三洋化成工業（株）製）を用い
て、グラビアロールコート方式にて、図６（ｃ）に示すように、前記繊維質基材１１の盛
り上げシーラー層１３ａ面にコーティングし、塗布量１５ｇ／ｍ2 （乾物として）の球状
アルミナ１５を含有する未硬化の電子線硬化性樹脂層１４ｂを形成した。
【００６１】
電子線硬化性樹脂組成物（Ｂ）の組成
・ビスフェノールＡエチレンオキサイド変性ジアクリレート　　　５９重量部
・トリメチロールプロパン変性トリアクリレート　　　　　　　　２０重量部
・球状アルミナ（平均粒径２５μ）　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
・両末端メタクリレート変性シリコーン　　　　　　　　　　　　　１重量部
【００６２】
次いで、図６（ｄ）に示すように、上記未硬化の電子線硬化性樹脂層１４ｂの上に、電子
線照射装置を用いて、加速電圧１７５ｋｅＶにて、吸収線量が５０ｋＧｙ（キログレイ）
になるように電子線１６ａを照射し、電子線硬化性樹脂を完全に硬化させて、球状アルミ
ナ１５を含有する硬化した電子線硬化性樹脂層１４ｃを形成して、化粧紙１を作製した。
【００６３】
（比較例１）
実施例１と同様に、図７に示すように、繊維質基材１１（坪量５０ｇ／ｍ2 の含浸紙）に
厚さ２μｍのベタ印刷層１２ａと絵柄層１２を形成した。
次に、シーラー層１３を設けずに、繊維質基材１１の絵柄層１２の上に、実施例１と同様
に、前記電子線硬化性樹脂組成物（Ａ）を塗布し、図７（ｂ）に示すように、球状アルミ
ナ１５を含有する未硬化の電子線硬化性樹脂層１４ｂを形成した。
次いで、前記未硬化の電子線硬化性樹脂層１４ｂに電子線を照射して塗膜を硬化し、図７
（ｃ）に示すように、球状アルミナ１５を含有する硬化した電子線硬化性樹脂層１４ｃを
有する化粧紙１ａを作製した。
【００６４】
（比較例２）
繊維質基材１１として坪量６０ｇ／ｍ2 の含浸紙を用いて、実施例１と同様に、厚さ２μ
ｍのベタ印刷層１２ａと絵柄層１２を形成した。
次に、この繊維質基材１１の絵柄層１２面に下記の電子線硬化性樹脂組成物（Ｃ）を、実
施例１と同様に、グラビアロールコート方式にて塗布し、その塗膜を電子線照射により硬
化し、図７（ｃ）に示すように、球状アルミナ１５を含有した硬化した電子線硬化性樹脂
層１４ｃを有する化粧紙を作製した。
【００６５】
電子線硬化性樹脂組成物（Ｃ）の組成
・ビスフェノールＡエチレンオキサイド変性ジアクリレート　　　５０重量部
・トリメチロールプロパン変性トリアクリレート　　　　　　　　２０重量部
・球状アルミナ（平均粒径２５μ）　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
・有機処理シリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９重量部
・両末端メタクリレート変性シリコーン　　　　　　　　　　　　　１重量部
【００６６】
（比較例３）
実施例２と同様に、　繊維質基材１１（坪量６０ｇ／ｍ2 の含浸紙）に厚さ２μｍのベタ
印刷層１２ａと絵柄層１２を形成した。
次に、シーラー層１３を設けずに、繊維質基材１１の絵柄層１２の上に、実施例２と同様
に、電子線硬化性樹脂組成物（Ｂ）を塗布し、電子線を照射して塗膜を硬化し、図７（ｃ
）に示すように、球状アルミナ１５を含有した硬化した電子線硬化性樹脂層１４ｃを有す
る化粧紙１ａを作製した。
【００６７】
（比較例４）
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実施例３と同様に、　繊維質基材１１（坪量６０ｇ／ｍ2 の含浸紙）に厚さ２μｍのベタ
印刷層１２ａと絵柄層１２を形成した。
次に、シーラー層１３を設けずに、繊維質基材１１の絵柄層１２の上に、実施例３と同様
に、電子線硬化性樹脂組成物（Ｂ）を塗布し、電子線を照射して塗膜を硬化し、図７（ｃ
）に示すように、球状アルミナ１５を含有した硬化した電子線硬化性樹脂層１４ｃを有す
る化粧紙１ａを作製した。
【００６８】
（耐摩耗性及び耐候性試験）
実施例１、２、３及び比較例１、２、３、４で作製した化粧紙を下記の方法で耐摩耗性及
び耐候性を試験した。
▲１▼　耐摩耗性試験
ＪＡＳ摩耗Ａ試験に準拠して、テーバ摩耗試験機を用いて、各試料のイニシャルポイント
（絵柄層の取られ始める回転数）を測定した。
▲２▼　耐候性試験
（株）スガ試験機製のカーボンアークＦＯＭ　ＦＭ－００２型機を用いて、ブラックパネ
ル温度６３℃、環境湿度４０％ＲＨの条件で、各試料を５００時間暴露して絵柄層の退色
状態を観察した。
【００６９】
実施例１、２、３及び比較例１、２、３、４で作製した化粧紙の耐摩耗性及び耐候性の試
験結果は表１に示した。
【００７０】
【表１】
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【００７１】
実施例１、２、３で作製した化粧紙は、表１に示すように、比較例で作製した化粧紙に比
較して、耐摩耗性、耐候性共に優れており、シーラー層の効果が顕著に表れている。
即ち、紙のような繊維質基材は、ウレタン樹脂とブチラール樹脂のブレンド物、又はアク
リル樹脂を用いてシーラー層を設けることにより、その上に塗布される電子線硬化性樹脂
の紙への浸透が抑制されて、表面に所定の硬化した電子線硬化性樹脂層が形成されるので
、球状アルミナを含有する硬化した電子線硬化性樹脂層は優れた耐摩耗性及び耐候性を示
すようになるものと考えられる。
【００７２】
【発明の効果】
本発明によれば、紙等の浸透性のある繊維質基材の表面に、柔軟性を損なわずに硬度の高
い電離放射線硬化性樹脂層を形成しているので、耐摩耗性、耐候性に優れた化粧紙を得る
ことができる。
従来、電離放射線硬化性樹脂で硬度の高い樹脂層を形成するには、電離放射線硬化性樹脂
の架橋密度を高めるために、分子量が小さく多官能な電離放射線硬化性樹脂を使用する必
要があった。
分子量の小さい電離放射線硬化性樹脂は粘度が低いので、紙に塗工した際に、紙に含浸し
て、紙の表面に必要な厚さの塗膜が得られないため、所定の物性を安定して得るには、電
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しかし、電離放射線硬化性樹脂の塗布量を多くすることは、電離放射線硬化性樹脂に添加
する高価な球状アルミナの使用量も増加し、製造コストが増大すると共に、電離放射線硬
化性樹脂が硬化する際に生じる収縮により、化粧紙のカールが激しくなり、後加工におい
て、作業性が悪くなり、生産コストの上昇につながっていた。
【００７３】
　そのため、本発明においては、浸透性のある繊維質基材に、絵柄層を形成した後、ブチ
ラール樹脂とウレタン樹脂のブレンド樹脂をバインダーとし、さらに脂肪族イソシアネー
トを含有する樹脂組成物を用いてシーラー層を形成することにより、分子量が小さく、低
粘度の電離放射線硬化性樹脂でも、繊維質基材への浸透が抑制され、必要とする塗膜を形
成できるようになった。その結果、シーラー層にブチラール樹脂とウレタン樹脂のブレン
ド樹脂を用いた場合、高価な球状アルミナの含有量を１５～２０重量％に低下し、その塗
布量も１８～２２ｇ／ｍ2に減少させることが可能となり、生産コストを低減することが
できた。また、得られた化粧紙は被着体に貼着して後加工する際に、Ｖカット適性や折り
曲げ加工適性も優れている。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の化粧紙の一例を示した模式断面図である。
【図２】本発明の化粧紙の別の態様で、表面の硬化した電離放射線硬化性樹脂層に球状ア
ルミナを含有させたときの模式断面図である。
【図３】本発明の化粧紙を作製するときの説明図である。
【図４】本発明の化粧紙の別の態様で、電離放射線硬化性樹脂層に球状アルミナを含有さ
せた化粧紙を作製するときの説明図である。
【図５】実施例１により本発明の化粧紙を作製するときの説明図である。
【図６】実施例３により本発明の化粧紙を作製するときの説明図である。
【図７】比較例１により化粧紙を作製するときの説明図である。
【符号の説明】
１　　化粧紙
１ａ　化粧紙（比較例で作製したもの）
１１　　繊維質基材
１２　　絵柄層
１２ａ　ベタ印刷層
１３　　シーラー層
１３ａ　盛り上げシーラー層
１４　　硬化した電離放射線硬化性樹脂層
１４ａ　未硬化の電離放射線硬化性樹脂層
１４ｂ　未硬化の電子線硬化性樹脂層
１４ｃ　硬化した電子線硬化性樹脂層
１５　　球状アルミナ
１６　　電離放射線
１６ａ　電子線
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