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(57)【要約】

（修正有）

【課題】表面意匠性に優れる繊維ボードの製造方法及び
その方法により製造された繊維ボードを提供する。
【解決手段】繊維ボードの製造方法は、天然繊維と熱可
塑性樹脂とを含有する繊維基材１の少なくとも一面側に
、熱伝導性の高い金属部材３を配した状態にて加熱する
加熱工程と、加熱工程後に、金属部材３を配した状態の
まま、一対の金型５等によりプレス成形を行うプレス成
形工程と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
天然繊維と熱可塑性樹脂とを含有する繊維基材の少なくとも一面側に、熱伝導性の高い
金属部材を配した状態にて加熱する加熱工程と、
前記加熱工程後に、前記金属部材を配した状態のままプレス成形を行うプレス成形工程
と、を備えることを特徴とする繊維ボードの製造方法。
【請求項２】
前記金属部材の形状が板状又はシート状であり、且つその材質がアルミニウム系金属、
銅系金属又は鉄系金属である請求項１に記載の繊維ボードの製造方法。
【請求項３】
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前記加熱工程においては、前記繊維基材と前記金属部材との間に、樹脂製の機能性シー
トを介在させて加熱を行う請求項１又は２に記載の繊維ボードの製造方法。
【請求項４】
前記機能性シートは、エチレン−ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）、ポリアミド
、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、又はポリ
塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）から構成されている請求項３に記載の繊維ボードの製造方法
。
【請求項５】
請求項１又は２に記載の製造方法によって得られた繊維ボードであって、
前記金属部材が配されていた側の表面には、前記繊維基材を構成する前記熱可塑性樹脂
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が偏在して形成された熱可塑性樹脂膜を備えていることを特徴とする繊維ボード。
【請求項６】
請求項３又は４に記載の製造方法によって得られた繊維ボードであって、
前記金属部材が配されていた側の表面には、前記機能性シートを構成する前記樹脂が偏
在して形成された樹脂膜を備えていることを特徴とする繊維ボード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、繊維ボード及びその製造方法に関する。更に詳しくは、表面意匠性に優れる
繊維ボードの製造方法及びその方法により製造された繊維ボードに関する。

30

【背景技術】
【０００２】
従来、ドアトリム等の自動車用内装部品として、板状基材を所定形状にプレス成形した
材料（繊維ボード）が用いられている。このような材料は、例えば、植物繊維と熱可塑性
繊維とを含有する混合繊維からなる板状基材に対して、離型材が付与されたプレス型、又
は型表面がフッ素樹脂からなるプレス型等を用いた、開放系のプレス成形を行うことによ
り製造されている（例えば、特許文献１等を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００８−２６０２３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、開放系でのプレス成形工程を備える従来の製造方法では、加熱成形の際
に、板状基材における熱可塑性繊維を構成する樹脂の収縮や沈み込みが発生することがあ
り、そのまま樹脂が冷却固化された場合には基材表面に凹凸が生じてしまい、十分な表面
意匠性を備える繊維ボードが得られないおそれがあった。
【０００５】
本発明は、前記実情に鑑みてなされたものであり、表面意匠性に優れる繊維ボードの製
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造方法及びその方法により製造された繊維ボード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】
【０００６】
上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、繊維ボードの製造方法であっ
て、天然繊維と熱可塑性樹脂とを含有する繊維基材の少なくとも一面側に、熱伝導性の高
い金属部材を配した状態にて加熱する加熱工程と、
前記加熱工程後に、前記金属部材を配した状態のままプレス成形を行うプレス成形工程
と、を備えることを要旨とする。
【０００７】
請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記金属部材の形状が板状又はシート状
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であり、且つその材質がアルミニウム系金属、銅系金属又は鉄系金属であることを要旨と
する。
【０００８】
請求項３に記載の発明は、請求項１又は２において、前記加熱工程においては、前記繊
維基材と前記金属部材との間に、樹脂製の機能性シートを介在させて加熱を行うことを要
旨とする。
【０００９】
請求項４に記載の発明は、請求項３において、前記機能性シートが、エチレン−ビニル
アルコール共重合体（ＥＶＯＨ）、ポリアミド、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリ
エチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、又はポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）から構成され
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ていることを要旨とする。
【００１０】
上記問題点を解決するために、請求項５に記載の発明は、請求項１又は２に記載の製造
方法によって得られた繊維ボードであって、
前記金属部材が配されていた側の表面には、前記繊維基材を構成する前記熱可塑性樹脂
が偏在して形成された熱可塑性樹脂膜を備えていることを要旨とする。
【００１１】
上記問題点を解決するために、請求項６に記載の発明は、請求項３又は４に記載の製造
方法によって得られた繊維ボードであって、
前記金属部材が配されていた側の表面には、前記機能性シートを構成する前記樹脂が偏
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在して形成された樹脂膜を備えていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１２】
本願発明の繊維ボードの製造方法によれば、繊維基材の少なくとも一面側に、熱伝導性
の高い金属部材を配した状態にて加熱する加熱工程と、加熱工程後に、金属部材を配した
状態のままプレス成形を行うプレス成形工程とを備えているため、表面意匠性に優れる繊
維ボードを容易に製造することができる。
また、金属部材の形状が板状又はシート状であり、且つその材質がアルミニウム系金属
、銅系金属又は鉄系金属である場合には、表面意匠性に優れる繊維ボードをより効率よく
製造することができる。
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更に、加熱工程において、繊維基材と金属部材との間に、樹脂製の機能性シートを介在
させて加熱を行うことにより、目的に応じた機能性を繊維ボードに付与することができる
とともに、表面意匠性及び機械的強度をより向上させることができる。
また、機能性シートが、エチレン−ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）、ポリアミ
ド、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、又はポ
リ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）から構成されている場合には、ガスバリア性を付与するこ
とができ、繊維ボードの臭いをより低減化することができる。
本願発明の繊維ボードは、特定の製造方法により製造されており、繊維基材を構成する
熱可塑性樹脂が偏在して形成された熱可塑性樹脂膜を表面に備えているため、表面意匠性
に優れている。
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また、本願発明の繊維ボードは、特定の製造方法により製造されており、機能性シート
を構成する樹脂が偏在して形成された樹脂膜を表面に備えているため、表面意匠性及び機
械的強度に優れているとともに、機能性シートに由来する機能を発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
本発明について、本発明による典型的な実施形態の非限定的な例を挙げ、言及された複
数の図面を参照しつつ以下の詳細な記述にて更に説明するが、同様の参照符号は図面のい
くつかの図を通して同様の部品を示す。
【図１】実施例１の繊維ボードの製造方法を説明するための模式的な断面図である。
【図２】実施例１の繊維ボードの製造方法を説明するための模式的な断面図である。
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【図３】実施例２の繊維ボードの製造方法を説明するための模式的な断面図である。
【図４】実施例２の繊維ボードの製造方法を説明するための模式的な断面図である。
【図５】実施例２の繊維ボードの製造方法を説明するための模式的な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
ここで示される事項は例示的なもの及び本発明の実施形態を例示的に説明するためのも
のであり、本発明の原理と概念的な特徴とを最も有効に且つ難なく理解できる説明である
と思われるものを提供する目的で述べたものである。この点で、本発明の根本的な理解の
ために必要である程度以上に本発明の構造的な詳細を示すことを意図してはおらず、図面
と合わせた説明によって本発明の幾つかの形態が実際にどのように具現化されるかを当業
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者に明らかにするものである。
【００１５】
以下、本発明を詳しく説明する。
［１］繊維ボードの製造方法
本発明の繊維ボードの製造方法は、天然繊維と熱可塑性樹脂とを含有する繊維基材の少
なくとも一面側に、熱伝導性の高い金属部材を配した状態にて加熱する加熱工程と、加熱
工程後に、金属部材を配した状態のままプレス成形を行うプレス成形工程と、を備えるこ
とを特徴とする。
【００１６】
上記加熱工程では、繊維基材がその少なくとも一面側に金属部材が配された状態にて加
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熱される。
上記繊維基材は、天然繊維と熱可塑性樹脂とを含有するものである。この繊維基材とし
ては、天然繊維同士が熱可塑性樹脂により結着されて形成された公知の基材を用いること
ができる。具体的には、例えば、天然繊維と熱可塑性樹脂とを混合したものに対して加熱
加圧し、所定の厚みの平板状としたものを挙げることができる。
上記天然繊維は、特に限定されず種々のものを利用できる。即ち、天然繊維としては、
植物繊維、動物繊維等が挙げられる。これらは１種のみを用いてもよく２種以上を併用し
てもよい。これらのなかでは、植物繊維が好ましい。
植物繊維は、植物に由来する繊維であり、植物から取り出した繊維や、これを加工した
繊維が含まれる。植物繊維を得る植物としては、ケナフ、ヘンプ、ジュート麻、ラミー、
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亜麻（フラックス）、マニラ麻、サイザル麻、雁皮、三椏、楮、バナナ、パイナップル、
ココヤシ、トウモロコシ、サトウキビ、バガス、ヤシ、パピルス、葦、エスパルト、サバ
イグラス、麦、稲、竹、各種針葉樹（スギ及びヒノキ等）、広葉樹及び綿花等の各種植物
が挙げられる。これらは１種のみを用いてもよく２種以上を併用してもよい。これらのな
かでも、靭皮植物、即ち、ケナフ、ヘンプ、ジュート麻、ラミー、亜麻（フラックス）が
好ましい。靭皮植物は、一般に、成長が早く、優れた二酸化炭素吸収性を有する。このた
め、大気中の二酸化炭素量の削減、森林資源の有効利用等に貢献できる。更に、靭皮植物
のなかでもケナフが好ましく、更には、ケナフの靭皮から採取されるケナフ繊維がより好
ましい。
【００１７】
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天然繊維の繊維長は特に限定されないが、通常、平均繊維長が１０ｍｍ以上であり、１
０〜１５０ｍｍが好ましく、２０〜１００ｍｍがより好ましく、３０〜８０ｍｍが更に好
ましい。この平均繊維長は、ＪＩＳ

Ｌ１０１５に準拠して、直接法にて無作為に単繊維

を１本ずつ取り出し、伸張させずにまっすぐに伸ばし、置尺上で繊維長を測定し、合計２
００本について測定した値の平均値である。以下、平均繊維長については同様である。
【００１８】
また、上記熱可塑性樹脂は、天然繊維同士を結着するバインダとして機能する。熱可塑
性樹脂の種類は特に限定されないが、例えば、ポリオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、
ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタ
ール樹脂、ポリビニルアルコール樹脂（ＰＶＡ）、エチレン−ビニルアルコール共重合体
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（ＥＶＯＨ）、及びＡＢＳ樹脂等を用いることができる。これらは１種のみを用いてもよ
く２種以上を併用してもよい。
【００１９】
このうち、ポリエステル樹脂としては、ポリ乳酸、脂肪族ポリエステル樹脂、芳香族ポ
リエステル樹脂等が挙げられる。また、脂肪族ポリエステル樹脂としては、ポリカプロラ
クトン及びポリブチレンサクシネート等が挙げられる。更に、芳香族ポリエステル樹脂と
しては、ポリエチレンテレフタレート、ポリトリメ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が挙げられる。また、アクリル樹脂として
は、メタクリレート、アクリレート等を用いて得られた各種樹脂が挙げられる。
【００２０】
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上記熱可塑性樹脂のなかでも、ポリオレフィン樹脂が好ましい。ポリオレフィン樹脂を
構成するオレフィン単量体としては、エチレン、プロピレン、１−ブテン、３−メチル−
１−ブテン、１−ペンテン、３−メチル−１−ペンテン、４−メチル−１−ペンテン、１
−ヘキセン、１−オクテン等が挙げられる。これらは１種のみを用いてもよく２種以上を
併用してもよい。
即ち、ポリオレフィン樹脂としては、エチレン単独重合体、エチレン・１−ブテン共重
合体、エチレン・１−へキセン共重合体、エチレン・４−メチル−１−ペンテン共重合体
等のポリエチレン樹脂が挙げられる。これらのポリエチレン樹脂は、全構成単位数のうち
の５０％以上がエチレンに由来する単位の樹脂である。更に、プロピレン単独重合体、プ
ロピレン・エチレン共重合体（プロピレン・エチレンランダム共重合体等）、プロピレン
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・１−ブテン共重合体等のポリプロピレン樹脂が挙げられる。これらのポリプロピレン樹
脂は、全構成単位数のうちの５０％以上がプロピレンに由来する単位の樹脂である。
【００２１】
上記熱可塑性樹脂は、非変性の熱可塑性樹脂のみであってもよいが、変性された熱可塑
性樹脂を含んでもよい。変性された熱可塑性樹脂（以下、単に「変性熱可塑性樹脂」とい
う）は、上述の各種熱可塑性樹脂が主鎖となり、主鎖に対して変性基が導入された樹脂で
ある。変性によって導入される変性基の種類は限定されないが、極性基が好ましい。極性
基としては、無水カルボン酸基（−ＣＯ−Ｏ−ＯＣ−）、カルボン酸基（−ＣＯＯＨ）、
カルボニル基（−ＣＯ−）、ヒドロキシル基（−ＯＨ）、アミノ基（−ＮＨ２）、ニトロ
基（−ＮＯ２）、ニトリル基（−ＣＮ）等が挙げられる。これらは１種のみを用いてもよ
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く２種以上を併用してもよい。これらのなかでも、無水カルボン酸基、カルボン酸基、カ
ルボニル基のうちの少なくとも１種が好ましく、無水カルボン酸基又はカルボン酸基が特
に好ましい。
【００２２】
極性基はどのような化合物を用いて導入してもよいが、例えば、無水マレイン酸、無水
イタコン酸、無水コハク酸、無水グルタル酸、無水アジピン酸、マレイン酸、イタコン酸
、フマル酸、アクリル酸、メタクリル酸等を用いて導入できる。これらは１種のみを用い
てもよく２種以上を併用してもよい。これらのなかでは、無水マレイン酸及び無水イタコ
ン酸が好ましく、無水マレイン酸が特に好ましい。
【００２３】
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尚、熱可塑性樹脂として、非変性熱可塑性樹脂と変性熱可塑性樹脂とが含まれる場合、
これらの樹脂の主鎖は異なっていてもよいが、同じであることが好ましい。即ち、非変性
熱可塑性樹脂がポリオレフィン樹脂（非変性ポリオレフィン樹脂）である場合、変性熱可
塑性樹脂は変性ポリオレフィン樹脂であることが好ましい。
更に、変性ポリオレフィン樹脂は、無水カルボン酸基、カルボン酸基、及び、カルボニ
ル基のうちの少なくとも１種が導入された酸変性ポリオレフィン樹脂であることがより好
ましい。そのなかでも、無水カルボン酸基又はカルボン酸基が導入された酸変性ポリオレ
フィン樹脂であることが更に好ましく、特に無水マレイン酸変性ポリオレフィン樹脂であ
ることが好ましい。
【００２４】
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上記繊維基材の目付けは、１２００〜３０００ｇ／ｍ２であることが好ましく、より好
ましくは１２００〜２４００ｇ／ｍ２、更に好ましくは１２００〜１８００ｇ／ｍ２であ
る。この目付けが上記範囲内である場合、品質の安定した繊維基材を得ることができる。
【００２５】
上記繊維基材の板厚は、１〜５ｍｍであることが好ましく、より好ましくは１．５〜４
．５ｍｍ、更に好ましくは２〜４ｍｍである。この板厚が上記範囲内である場合、品質の
安定した繊維基材を得ることができる。
【００２６】
また、本発明における加熱工程の際には、上記繊維基材の少なくとも一面側に金属部材
が配されている。尚、この金属部材は、ガスバリア性を付与し、繊維ボードの臭いを低減
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させる観点から、繊維基材の両面側に配されていることが好ましい。
【００２７】
上記金属部材は、熱伝導性の高い金属から構成されている限り特に限定されない。具体
的な材質としては、例えば、アルミニウムやアルミニウム合金等のアルミニウム系金属、
銅や銅合金等の銅系金属、鉄や鉄合金等の鉄系金属等を挙げることができる。尚、金属部
材が繊維基材の両面側に配されている場合、各面における金属部材は、同一の材質であっ
てもよいし、異なる材質であってもよい。
【００２８】
金属部材の形状は特に限定されないが、操作性、及び、目的の繊維ボードの形状に対す
る適合性の観点から、板状又はシート状であることが好ましい。
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【００２９】
また、この加熱工程における加熱温度は、繊維基材の構成材料等によって適宜調整され
る。具体的には、例えば、１９５〜２５５℃であることが好ましく、より好ましくは２０
５〜２４５℃、更に好ましくは２１５〜２３５℃である。
この加熱温度が上記範囲内である場合、表面意匠性に優れる繊維ボードを効率良く製造
することができる。
【００３０】
上記プレス成形工程では、繊維基材に対して、金属部材が配された状態のままプレス成
形が行われる。この際、金属部材が配されている側の繊維基材表面は放熱されやすく、繊
維基材を構成する熱可塑性樹脂がその表面付近に偏在した状態で固化することで、得られ
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る繊維ボードの表面にフィルム状の熱可塑性樹脂膜が形成される。そして、このようにし
て形成される熱可塑性樹脂膜は、平滑性に優れているため、表面意匠性に優れた繊維ボー
ドを得ることができる。また、上記熱可塑性樹脂膜は、吸音性や非吸水性を備えるもので
あり、後述する機能性シートを使用しない場合には、得られる繊維ボードに、吸音特性及
び非吸水特性を付与することもできる。
【００３１】
このプレス成形工程における温度条件は上記加熱温度よりも低温であることが好ましい
。具体的には、１８０〜２４０℃であることが好ましく、より好ましくは１９０〜２３０
℃、更に好ましくは２００〜２２０℃である。この加熱温度が上記範囲内である場合、表
面意匠性に優れる繊維ボードを効率良く製造することができる。
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【００３２】
上記プレス成形の種類は特に限定されず、公知の方法を用いることができる。具体的に
は、例えば、冷間プレス成形等が挙げられる。
【００３３】
また、本発明においては、上記加熱工程において、繊維基材と金属部材との間に、樹脂
製の機能性シートを介在させて加熱を行うことができる。この際、金属部材が配されてい
る機能性シート側の表面は放熱されやすく、機能性シートを構成する樹脂がその表面付近
に偏在した状態で固化することで、得られる繊維ボードの表面にフィルム状の樹脂膜が形
成される。そのため、目的に応じた機能性（例えば、ガスバリア特性、吸音特性、非吸水
特性、繊維ボード中のバインダを含む裏面材、表皮材、取付部品等の接着性等）を繊維ボ
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ードに付与することができるとともに、表面意匠性及び機械的強度をより向上させること
ができる。
【００３４】
上記機能性シートとしては、例えば、エチレン−ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ
）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）、又はポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）等から構成されるシートを挙げることができ
る。
特に、この機能性シートが、エチレン−ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）である
場合には、繊維ボードに優れたガスバリア性を付与することができ、繊維基材に由来する
繊維ボードの臭いをより低減化することができる。
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【００３５】
上記機能性シートの構成は特に限定されず、例えば、不織布、織物、編み物、フェルト
等が挙げられる。
【００３６】
また、機能性シートの目付けは、７５〜２００ｇ／ｍ２であることが好ましく、より好
ましくは９０〜１８０ｇ／ｍ２、更に好ましくは１０５〜１６０ｇ／ｍ２である。この目
付けが上記範囲内である場合、目的の繊維ボードを効率良く製造することができる。
【００３７】
［２］繊維ボード
本発明の繊維ボードは、上述の繊維ボードの製造方法によって得られ、金属部材が配さ
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れていた側の表面には、繊維基材を構成する熱可塑性樹脂が偏在して形成された熱可塑性
樹脂膜を備えていることを特徴とする。
この繊維ボードは、上記熱可塑性樹脂膜を表面に備えているため、表面意匠性に優れて
いる。
【００３８】
本発明の他の繊維ボードは、上述の機能性シートを使用した繊維ボードの製造方法によ
って得られ、金属部材が配されていた側の表面には、機能性シートを構成する樹脂が偏在
して形成された樹脂膜を備えていることを特徴とする。
この繊維ボードは、上記樹脂膜を表面に備えているため、表面意匠性及び機械的強度に
優れているとともに、機能性シートに由来する特性を発揮することができる。
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【００３９】
また、本発明における繊維ボードの形状、大きさ及び厚さ等は特に限定されず、用途等
によって適宜調整される。
また、繊維ボードの用途は特に限定されないが、例えば、自動車等の車両関連分野、船
舶関連分野、航空機関連分野、建築関連分野等の広範な製品分野で用いることができ、特
に車両用内装材として有用である。車両用内装材としては、例えば、ルーフトリム、ドア
トリム、パッケージトレイ、デッキボード、クォータトリム、デッキサイドトリム等の各
種の内装材が挙げられる。
【実施例】
【００４０】
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以下、実施例により本発明を具体的に説明する。
［１−１］繊維ボードの製造（実施例１及び比較例１）
＜実施例１＞
図１に示すように、天然繊維と熱可塑性樹脂とを含有する繊維基材１の両面側を金属部
材３（アルミニウム合金製の板状部材、厚み；２ｍｍ）で挟持した状態にて、２３５℃で
加熱した。尚、上記繊維基材としては、植物性繊維（ケナフ繊維）と熱可塑性樹脂（ポリ
プロピレン）との混合物に対して加熱加圧を行い、平板状としたものを用いた（目付け；
１２００ｇ／ｍ２、板厚；４ｍｍ）。
その後、図２に示すように、一対の金型５を備える開放型のプレス成形機を用いて、金
属部材３が配されたままの繊維基材１に対して常温下にてプレス成形を行った。

10

次いで、４０℃まで自然冷却した後、離型し、実施例１の繊維ボードを得た。
【００４１】
＜比較例１＞
上記実施例１と同様の繊維基材を２３５℃で加熱した後、その両面側にポリテトラフル
オロエチレン製の離型材を介在させた状態にて、開放型のプレス成形機を用いて常温下に
てプレス成形を行った。
その後、４０℃まで自然冷却した後、離型し、比較例１の繊維ボードを得た。
【００４２】
［１−２］繊維ボードの評価方法及びその結果
（１）評価方法
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以下の方法により、実施例１及び比較例１の各繊維ボードにおける、表面意匠性、非吸
水性及び吸音性について評価した。その結果を表１に示す。
＜表面意匠性＞
官能評価（目視確認）により表面意匠性を評価した。この際における基準を以下に示す
。
「良好」；表面が平滑なフィルム状となっている。
「不良」；表面に凹凸がある。
＜非吸水性＞
水中に２時間浸漬する前後のサンプル重量を測定することにより吸水率（％）を測定し
、この値により非吸水性を評価した。
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＜吸音性＞
ＪＩＳ

Ａ１４０５−２に準じて、垂直入射吸音率を測定することにより、１０００〜

６３００Ｈｚの平均吸音率（％）を算出し、この値により吸音性を評価した。
【００４３】
【表１】
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【００４４】
（２）評価結果
表１によれば、繊維基材の両面側に金属部材を介さずに、加熱工程及びプレス成形工程
を行うことにより製造された比較例１の繊維ボードでは、繊維基材を構成する熱可塑性樹
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脂の収縮や沈み込みにより、表面に凹凸が生じており、表面意匠性が不良であった。また
、吸水率は４３％であり、吸音率は２１％であった。
これに対して、加熱工程及びプレス成形工程を、繊維基材の両面側を金属部材で挟持し
た状態にて行うことにより製造された実施例１の繊維ボードでは、各表面に繊維基材を構
成する熱可塑性樹脂に由来する樹脂膜が形成されており、表面意匠性が良好であった。ま
た、吸水率は２９％であり、比較例１よりも約３３％低く、非吸水性を備えていることが
確認できた。更に、吸音率は４２％であり、比較例１の倍の値となっており、吸音性を備
えていることが確認できた。
【００４５】
［２−１］繊維ボードの製造（実施例２〜４及び比較例２）
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＜実施例２＞
図３に示すように、天然繊維と熱可塑性樹脂とを含有する繊維基材１の両面側に、機能
性シート［エチレン−ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）からなる不織布（ウェブ）
］７を配設した。尚、上記繊維基材としては、植物性繊維（ケナフ繊維）と熱可塑性樹脂
（ポリプロピレン）との混合物に対して加熱加圧を行い、平板状としたものを用いた（目
付け；１６００ｇ／ｍ２、板厚；２．３ｍｍ）。また、機能性シート７の目付けは、各面
において４５ｇ／ｍ２とした。
その後、図４に示すように、機能性シート７が配設された繊維基材１の両面側を金属部
材３（アルミニウム合金製の板状部材、厚み；２ｍｍ）で挟持した状態にて、２３５℃で
加熱した。
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次いで、図５に示すように、一対の金型５を備える開放型のプレス成形機を用いて、金
属部材３が配されたままの繊維基材１に対して常温下にてプレス成形を行った。
その後、４０℃まで自然冷却した後、離型し、実施例２の繊維ボードを得た。
【００４６】
＜実施例３＞
繊維基材の両面側に配設するＥＶＯＨウェブの目付けを、それぞれの面において、９０
ｇ／ｍ２に変更したこと以外は、上記実施例２と同様にして、実施例３の繊維ボードを製
造した。
【００４７】
＜実施例４＞
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繊維基材の両面側に配設するＥＶＯＨウェブの目付けを、それぞれの面において、１３
５ｇ／ｍ２に変更したこと以外は、上記実施例２と同様にして、実施例４の繊維ボードを
製造した。
【００４８】
＜比較例２＞
上記実施例２と同様の繊維基材を２３５℃で加熱した後、その両面側にポリテトラフル
オロエチレン製の離型材を介在させた状態にて、開放型のプレス成形機を用いて常温下に
てプレス成形を行った。
その後、４０℃まで自然冷却した後、離型し、比較例２の繊維ボードを得た。
【００４９】
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［２−２］繊維ボードの評価方法及びその結果
（１）評価方法
以下の方法により、実施例２〜４及び比較例２の各繊維ボードにおける、表面意匠性、
ガスバリア性及び機械的強度について評価した。その結果を表２に示す。
＜表面意匠性＞
上述の実施例１と同様にして評価した。
＜ガスバリア性＞
５人のパネラーにより官能評価することにより、臭い強度、及び快・不快度を測定し、
これらの値によりガスバリア性を評価した。尚、評価基準は下記の５段階評価とし、表に
は平均値を記載した。
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（ａ）臭い強度；「５：非常に強い」、「４：かなり強い」、「３：強い」、「２：弱
い」及び「１：無臭」の５段階で評価し、値が小さい方が好ましい。
（ｂ）快・不快度；「−５：非常に不快」、「−４：かなり不快」、「−３：不快」、
「−２：やや不快」及び「−１：気にならない」の５段階で評価し、値が大きい方が好ま
しい。
＜機械的強度（曲げ強度）＞
ＪＩＳ

Ｋ７１７１に準じて、３点曲げ試験を行い、測定された曲げ強度（ＭＰａ）に

より機械的強度を評価した。
【００５０】
【表２】
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【００５１】
（２）評価結果
表２によれば、繊維基材の両面側に機能性シートを配設せず、且つ金属部材を介さずに
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、加熱工程及びプレス成形工程を行うことにより製造された比較例２の繊維ボードでは、
繊維基材を構成する熱可塑性樹脂の収縮や沈み込みにより、表面に凹凸が生じており、表
面意匠性が不良であった。また、臭い強度は３．２であり、快・不快度は−１．８であっ
た。更に、曲げ強度は、３５．６ＭＰａであった。
これに対して、加熱工程及びプレス成形工程を、機能性シートが両面側に配設された繊
維基材を金属部材で挟持した状態にて行うことにより製造された実施例２〜４の繊維ボー
ドでは、各表面に機能性シートを構成する樹脂に由来する樹脂膜が形成されており、表面
意匠性が良好であった。また、実施例２〜４の繊維ボードにおける曲げ強度は、４４．５
〜４６．７ＭＰａであり、比較例２よりも約２５〜３１％大きく、機械的強度に優れてい
ることが確認できた。更に、実施例３〜４の繊維ボードでは、臭い強度が２．９であり、
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快・不快度が−１．５であり、比較例２よりもガスバリア性に優れていることが確認でき
た。
【００５２】
［３−１］繊維ボードの製造（実施例５）
＜実施例５＞
繊維基材として、植物性繊維（ケナフ繊維）と熱可塑性樹脂（ポリプロピレン）との混
合物に対して加熱加圧を行い、平板状としたもの（目付け；１６００ｇ／ｍ２、板厚；２
．３ｍｍ）を用いたこと以外は、上述の実施例１と同様にして、実施例５の繊維ボードを
得た。
【００５３】
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［３−２］繊維ボードの評価方法及びその結果
（１）評価方法
実施例５の繊維ボードにおける、表面意匠性、ガスバリア性及び機械的強度について、
上述の実施例２と同様にして評価し、その結果を表３に示す。
尚、繊維基材（熱可塑性繊維；ＰＰ）の両面側に機能性シートを配設せず、且つ金属部
材を介さずに、加熱工程及びプレス成形工程を行うことにより製造された、上述の比較例
２の繊維ボードを比較対象とした。
【００５４】
【表３】
10
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【００５５】
表３によれば、加熱工程及びプレス成形工程を、繊維基材の両面側を金属部材で挟持し
た状態にて行うことにより製造された実施例５の繊維ボードでは、各表面に繊維基材を構
成する熱可塑性樹脂に由来する樹脂膜が形成されており、表面意匠性が良好であった。ま
た、この樹脂膜が、ＥＶＯＨから構成されているため、臭い強度が２．９であり、快・不

30

快度が−１．５であり、ガスバリア性に優れていることが確認できた。尚、繊維ボードに
おける曲げ強度は、３０．４ＭＰａであった。
【００５６】
［４］実施例の作用効果
本実施例（特に、実施例１及び実施例５）によれば、熱伝導性の高い金属部材を配した
状態にて繊維基材を加熱する加熱工程と、加熱工程後に、金属部材を配した状態のままプ
レス成形を行うプレス成形工程と、を備える特定の製造方法によって、繊維基材を構成す
る熱可塑性樹脂が偏在して形成された熱可塑性樹脂膜を表面に備えており、表面意匠性に
優れた繊維ボードを得られることが確認できた。更には、非吸水特性、吸音特性、ガスバ
リア特性等を発現させることができることが確認できた。
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また、本実施例（特に、実施例２〜４）によれば、熱伝導性の高い金属部材を配した状
態にて、機能性シートが配設された繊維基材を加熱する加熱工程と、加熱工程後に、金属
部材を配した状態のままプレス成形を行うプレス成形工程と、を備える特定の製造方法に
よって、機能性シートを構成する樹脂が偏在して形成された樹脂膜を表面に備えており、
表面意匠性に優れた繊維ボードを得られることが確認できた。更には、吸音特性、ガスバ
リア特性等を発現させることができるとともに、機械的強度を向上させることができるこ
とが確認できた。
【００５７】
前述の例は単に説明を目的とするものでしかなく、本発明を限定するものと解釈される
ものではない。本発明を典型的な実施形態の例を挙げて説明したが、本発明の記述および
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図示において使用された文言は、限定的な文言ではなく説明的および例示的なものである
と理解される。ここで詳述したように、その形態において本発明の範囲または精神から逸
脱することなく、添付の特許請求の範囲内で変更が可能である。ここでは、本発明の詳述
に特定の構造、材料および実施例を参照したが、本発明をここにおける開示事項に限定す
ることを意図するものではなく、むしろ、本発明は添付の特許請求の範囲内における、機
能的に同等の構造、方法、使用の全てに及ぶものとする。
【００５８】
本発明は上記で詳述した実施形態に限定されず、本発明の請求項に示した範囲で様々な
変形または変更が可能である。
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【産業上の利用可能性】
【００５９】
本発明の繊維ボード及びその製造方法は、自動車等の車両関連分野、船舶関連分野、航
空機関連分野、建築関連分野等において広く利用される。本発明により得られた繊維ボー
ドは、上記分野における各種部材（内装材、外装材、構造材等）、特に車両用内装材の製
品分野において有用である。
【符号の説明】
【００６０】
１；繊維基材、３；金属部材、５；金型、７；機能性シート。
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