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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明表面板の表面の少なくとも一部に立体模様を形成する工程と、裏面に粘着薄膜層を
有する透明樹脂シートの表面にシルク印刷を施し、上記立体模様に対応する部分を残して
不透明の印刷層を形成するとともに、上記透明樹脂シートの表面にオフセット印刷を施し
、上記不透明の印刷層が形成されていない部分に上記印刷層とは異なる色彩の彩色層を形
成して、加飾樹脂シートを得る工程と、不透明の印刷層と彩色層とが形成された上記加飾
樹脂シートと透明表面板とを、互いの裏面を対面させた状態で透明表面板の立体模様形成
部と加飾樹脂シートの彩色層形成部とを位置合わせし、加飾樹脂シートの粘着薄膜層を利
用して一体化する工程とを備えていることを特徴とする板状加飾成形体の製法。
【請求項２】
　透明表面板の表面の少なくとも一部に立体模様を形成する工程と、裏面に粘着薄膜層を
有する透明樹脂シートの表面にオフセット印刷を施し、上記立体模様に対応する部分に彩
色層を形成するとともに、上記透明樹脂シートの表面にシルク印刷を施し、上記彩色層が
形成されていない部分に上記彩色層とは異なる色彩の、不透明の印刷層を形成して、加飾
樹脂シートを得る工程と、不透明の印刷層と彩色層とが形成された上記加飾樹脂シートと
透明表面板とを、互いの裏面を対面させた状態で透明表面板の立体模様形成部と加飾樹脂
シートの彩色層形成部とを位置合わせし、加飾樹脂シートの粘着薄膜層を利用して一体化
する工程とを備えていることを特徴とする板状加飾成形体の製法。
【請求項３】
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　請求項１または２記載の製法によって得られる板状加飾成形体であって、表面の少なく
とも一部に立体模様が形成された透明表面板と、この透明表面板の裏面に、粘着薄膜層を
利用してその裏面が対面した状態で一体化された加飾樹脂シートとを備え、上記加飾樹脂
シートは、上記透明表面板の立体模様に対応する部分に透明の彩色層が形成され、上記彩
色層形成部以外に彩色層とは異なる色彩の不透明の印刷層が形成されるとともに上記加飾
樹脂シートの表面に金属光沢層が形成されており、上記加飾樹脂シートと透明表面板とが
、互いの裏面を対面させた状態で透明表面板の立体模様形成部と加飾樹脂シートの彩色層
形成部とが位置合わせされ、板状加飾成形体を表面から観察した際に、透明表面板の立体
模様形成部から透明の彩色層を透かして金属光沢層が見えるとともに、透明表面板の立体
模様形成部以外の部分からは不透明の印刷層が見えるようになっていることを特徴とする
板状加飾成形体。
【請求項４】
　請求項１または２記載の板状加飾成形体の製法もしくは請求項３記載の板状加飾成形体
に用いられる加飾樹脂シートであって、裏面に粘着薄膜層を有し、表面に、下記の印刷層
（Ａ）および彩色層（Ｂ）を備えていることを特徴とする加飾樹脂シート。
（Ａ）シルク印刷によって上記立体模様に対応しない部分に形成される不透明の印刷層。
（Ｂ）オフセット印刷によって上記立体模様に対応する部分に形成され、上記印刷層（Ａ
）とは異なる色彩からなる透明の彩色層。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面に多種多様な印象の立体模様を形成することのできる、優れた板状加飾
成形体の製法と、それによって得られる板状加飾成形体、並びにそれに用いられる不透明
の印刷層と彩色層とが形成された加飾樹脂シートに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　化粧料を収容したコンパクト容器や口紅容器等には、単に機能性だけでなく、見栄えが
よい、商品イメージを反映したデザインである、といった意匠性も要求される。このよう
な要求に応えるために、例えば、透明なコンパクト容器の蓋部の表面に凹凸を形成して立
体模様を付与し、裏面から、この立体模様に対応する部分に色模様を印刷し、一つのデザ
インとしたものが出回っている。
【０００３】
　このような立体模様と色模様とを合わせたデザインを付与する方法としては、従来から
、蓋部を成形するための金型内周面に、立体模様を付与するための凹凸を形成し、この立
体模様に対応する色模様の転写箔を金型内に配置し、インモールド成形によって、蓋部に
立体模様と色模様とを同時に付与し、一体化することが一般的に行われている（例えば、
特許文献１を参照）。また、先に立体模様を有する蓋部を成形し、後からこの立体模様に
対応する部分に転写箔で色模様を付与することにより、立体模様と色模様とを一体化する
方法も行なわれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－３４４３７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のように、色模様の付与に転写箔を用いたものでは、細かいデザイ
ンの実現が困難で、付与できるデザインに限界がある。また、分離した部分のある転写箔
を製作するためには、シーライト加工やパスタ加工等の複雑な処理が必要となり、特殊な
装置と手間がかかる。さらに、立体模様と転写箔との位置合わせが困難で、所望どおりの
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デザインを得るのが難しいという問題もある。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、低コストで簡単に、多種多様な印象
の立体模様と色模様とを合わせたデザインを成形体表面に実現することができ、しかもそ
の仕様を柔軟に変更することのできる、優れた板状加飾成形体の製法と、それによって得
られる板状加飾成形体、並びにそれに用いられる加飾樹脂シートの提供をその目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明は、透明表面板の表面の少なくとも一部に立体模様
を形成する工程と、裏面に粘着薄膜層を有する透明樹脂シートの表面にシルク印刷を施し
、上記立体模様に対応する部分を残して不透明の印刷層を形成するとともに、上記透明樹
脂シートの表面にオフセット印刷を施し、上記不透明の印刷層が形成されていない部分に
上記印刷層とは異なる色彩の彩色層を形成して、加飾樹脂シートを得る工程と、不透明の
印刷層と彩色層とが形成された上記加飾樹脂シートと透明表面板とを、互いの裏面を対面
させた状態で透明表面板の立体模様形成部と加飾樹脂シートの彩色層形成部とを位置合わ
せし、加飾樹脂シートの粘着薄膜層を利用して一体化する工程とを備えている板状加飾成
形体の製法を第１の要旨とする。
【０００８】
　そして、透明表面板の表面の少なくとも一部に立体模様を形成する工程と、裏面に粘着
薄膜層を有する透明樹脂シートの表面にオフセット印刷を施し、上記立体模様に対応する
部分に彩色層を形成するとともに、上記透明樹脂シートの表面にシルク印刷を施し、上記
彩色層が形成されていない部分に上記彩色層とは異なる色彩の、不透明の印刷層を形成し
て、加飾樹脂シートを得る工程と、不透明の印刷層と彩色層とが形成された上記加飾樹脂
シートと透明表面板とを、互いの裏面を対面させた状態で透明表面板の立体模様形成部と
加飾樹脂シートの彩色層形成部とを位置合わせし、加飾樹脂シートの粘着薄膜層を利用し
て一体化する工程とを備えている板状加飾成形体の製法を第２の要旨とする。
【０００９】
　また、本発明は、上記第１または第２の要旨である製法によって得られる板状加飾成形
体であって、表面の少なくとも一部に立体模様が形成された透明表面板と、この透明表面
板の裏面に、粘着薄膜層を利用してその裏面が対面した状態で一体化された加飾樹脂シー
トとを備え、上記加飾樹脂シートは、上記透明表面板の立体模様に対応する部分に透明の
彩色層が形成され、上記彩色層形成部以外に彩色層とは異なる色彩の不透明の印刷層が形
成されるとともに上記加飾樹脂シートの表面に金属光沢層が形成されており、上記加飾樹
脂シートと透明表面板とが、互いの裏面を対面させた状態で透明表面板の立体模様形成部
と加飾樹脂シートの彩色層形成部とが位置合わせされ、板状加飾成形体を表面から観察し
た際に、透明表面板の立体模様形成部から透明の彩色層を透かして金属光沢層が見えると
ともに、透明表面板の立体模様形成部以外の部分からは不透明の印刷層が見えるようにな
っている板状加飾成形体を第３の要旨とする。
【００１０】
　さらに、本発明は、上記第１または第２の要旨の製法もしくは第３の要旨の板状加飾成
形体に用いられる加飾樹脂シートであって、裏面に粘着薄膜層を有し、表面に、下記の印
刷層（Ａ）および彩色層（Ｂ）を備えている加飾樹脂シートを第４の要旨とする。
（Ａ）シルク印刷によって上記立体模様に対応しない部分に形成される不透明の印刷層。
（Ｂ）オフセット印刷によって上記立体模様に対応する部分に形成され、上記印刷層（Ａ
）とは異なる色彩からなる透明の彩色層。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の製法は、表面の少なくとも一部に立体模様が形成された透明表面板と、裏面に
粘着薄膜層を有する透明樹脂シートの表面に、立体模様に対応する部分を残してシルク印
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刷により不透明になるよう印刷層を形成し、立体模様に対応する部分にオフセット印刷に
より上記印刷層とは異なる色彩で彩色層を形成して、不透明の印刷層と彩色層とが形成さ
れた加飾樹脂シートを作製し、これらの裏面を互いに対面させた状態で、透明表面板の立
体模様形成部と、それに対応する加飾樹脂シートの彩色層形成部とを位置合わせし、加飾
樹脂シートの粘着薄膜層を利用して一体化し、透明表面板の立体模様と加飾樹脂シートの
彩色層（オフセット印刷部分）とが重なるようにしたものである。この製法によれば、従
来の転写箔では実現できなかった細かいデザインや分離した部分のあるデザインを、成形
体表面に容易に付与することができ、特殊で高価な装置が不要となる。また、透明表面板
と加飾樹脂シートを重ねることで、立体模様形成部と彩色層形成部との位置合わせが容易
となる。さらに、加飾樹脂シートを作製する段階で、彩色等のデザインを容易に変更でき
るため、小ロットでの注文にも迅速に対応できるようになる。
【００１２】
　また、本発明の板状加飾成形体は、透明表面板の立体模様と、これを透かして見えるオ
フセット印刷部分（透明の彩色層）とが重なって、立体模様に彩色が施されたように認識
されるものであり、非常に印象深いものとなる。そして、立体模様形成部から透明の彩色
層を透かしてその下の金属光沢層が見えており、この金属光沢によって反射される光が、
透明な彩色層を通って、透明表面板の立体模様形成部の凹凸面に当たって、より複雑な反
射光となって立体模様形成部に宝石様の輝きと、より立体的な陰影とを与える。さらに、
加飾樹脂シートの印刷層および彩色層が、透明表面板で保護されているため、両層の色調
の経時劣化や剥がれ，傷等による劣化を防止することができ、長期に渡って美麗な状態を
保つことができる。
【００１３】
　さらに、本発明の加飾樹脂シートは、印刷層をシルク印刷によって形成するため、その
厚みを厚く形成することが容易であり、淡色を選択した場合にも容易に不透明にすること
ができる。そして、透明の彩色層をオフセット印刷によって形成するため、非常に鮮明な
彩色を施すことが可能となり、上記印刷層との対比によって、印象深い色模様を容易に表
すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施例の斜視図である。
【図２】上記実施例における蓋体の分解斜視図である。
【図３】上記実施例における縦断面図である。
【図４】（ａ），（ｂ），（ｃ）は、いずれも上記実施例の製法の説明図である。
【図５】（ａ），（ｂ）は、いずれも上記実施例の製法の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　つぎに、本発明を実施するための形態について説明する。ただし、本発明は、この実施
の形態に限定されるものではない。
【００１６】
　図１は、本発明を実施するための形態であるコンパクト容器の斜視図であり、２１は本
体部、２２は蓋体である。上記蓋体２２は、その部分的な分解斜視図である図２で示すよ
うに、蓋枠体９と、その蓋枠体９の上面に嵌合一体化される板状加飾成形体６とで構成さ
れている。この板状加飾成形体６は、地の部分（立体模様Ｑが形成されていない部分）が
、透明表面板７を透かして印刷層４の白色パール色として見えており、また、透明表面板
７に部分的に形成されている宝石様の立体模様Ｑ部分からは、彩色層５および金属光沢層
８とが透けて見えている。したがって、この板状加飾成形体６が嵌合一体化されている蓋
体２の表面は、不透明な白色パール色の板の上に、色彩の異なる複数の宝石が部分的に散
りばめられているように見えるようになっている。なお、上記蓋枠体９の後端部には、下
向きにヒンジ部９ａが突設されており、このヒンジ部９ａが本体部２１の後端部（図示を
省略している）と係合することにより、蓋体２２が上方に開くようになっている。
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【００１７】
　より詳しく説明すると、上記板状加飾成形体６は、その断面図を図３に示すように、表
面に部分的に宝石様の立体模様Ｑ形成部を有する透明表面板７と、無色透明のポリエチレ
ンテレフタレート（以下「ＰＥＴ」とする）系樹脂からなる透明樹脂シート１の表面に、
不透明な白色パール色の印刷層４および有色透明な彩色層５（彩色層５は、赤色、黄色、
青色、ピンク色、緑色、水色等、部分ごとに異なる複数の色彩を有している）とが形成さ
れた加飾樹脂シート１０とが、互いの裏面を対面させた状態で、上記立体模様Ｑ形成部と
上記彩色層５形成部とを位置合わせし、加飾樹脂シート裏面の粘着薄膜層２を利用して一
体化され、さらに金属光沢を有するホログラムシートによって金属光沢層８が形成された
構成になっている。なお、図３において、上記各層の断面は模式的であり、実際の厚みと
は異なっている（以下の図においても同じ）。
【００１８】
　上記板状加飾成形体６は、例えばつぎのようにして得ることができる。すなわち、まず
、表面の一部に立体模様Ｑが形成された樹脂成形品である無色の透明表面板７を射出成形
機等を用いて成形する。
【００１９】
　一方、図４（ａ）に示すように、裏面（図において上側の面）に粘着薄膜層２と剥離層
３とを有する透明樹脂シート１を準備し、図４（ｂ）に示すように、その表面（図におい
て下側の面）に上記立体模様Ｑ形成部に対応する部分を残して、シルク印刷により白色パ
ール色の不透明な印刷層４を形成する。つづいて、図４（ｃ）に示すように、印刷層４が
形成されていない、上記立体模様Ｑ形成部に対応する部分に、オフセット印刷により、部
分ごとに異なる複数の色彩を有する有色透明な彩色層５を形成し、その表面に不透明の印
刷層４と有色透明の彩色層５とが形成された加飾樹脂シート１０を作製する。
【００２０】
　このようにして作製された加飾樹脂シート１０の裏面の剥離層３を剥離し、粘着薄膜層
２を露出させて、図５（ａ），（ｂ）に示すように、加飾樹脂シート１０の裏面と透明表
面板７の裏面を互いに対面させた状態で、上記透明表面板７の立体模様Ｑ形成部と、加飾
樹脂シート１０の彩色層５形成部とを位置合わせし、上記粘着薄膜層２を利用して一体化
する。そして、さらに加飾樹脂シート１０表面にホログラムシートを重ねて金属光沢層８
を形成することにより、白色パール色の地色の上に色彩の異なる複数の宝石が散りばめら
れているように見える上記板状加飾成形体６を得ることができる。
【００２１】
　この方法によれば、透明表面板７の立体模様Ｑ形成部に色模様を合わせて一つのデザイ
ンとするために、従来、転写箔では実現困難であった細かい色模様や分離部分のある色模
様を作製することができるようになる。また、色模様部分（印刷層４および彩色層５）を
透明樹脂シート１上に作製して、加飾樹脂シート１０としているため、透明表面板７の立
体模様Ｑ形成部とこれに対応する色模様形成部との位置合わせが容易となり、さらに上記
加飾樹脂シート１０の裏面に粘着薄膜層２が備わっていることから、透明表面板７と加飾
樹脂シート１０との一体化を容易に行うことができる。また、インモールド装置や転写装
置等の、特殊で高価な装置を必要としないため、導入が容易であり、またコストの低減も
可能となる。
【００２２】
　そして、色模様部分を透明樹脂シート１上に形成して、加飾樹脂シート１０を作製する
ようにしたため、シート枚様で色模様の変更が可能となり、より迅速に消費者のニーズに
応じたデザインの提供を行うことができる。さらに、色模様を構成する印刷層４および彩
色層５が、直接人の手に触れることがないため、剥離したりひび割れたりせず、長期に渡
って良好な状態で保たれ、美麗な色模様が維持されるという利点を有する。また、印刷層
４が不透明で、彩色層５が透明であるから、両者の対比によって、透明表面板７の立体模
様Ｑ形成部に対応する色模様が、より鮮明に表現されている。
【００２３】
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　さらに、立体模様Ｑ形成部から透明の彩色層５を透かしてその下の金属光沢層８が見え
ており、この金属光沢層８の金属光沢によって反射される光が、透明な彩色層５を通って
、透明表面板７の立体模様Ｑ形成部の凹凸面に当たって、より複雑な反射光となって立体
模様Ｑ形成部に宝石様の輝きと、より立体的な陰影とを与えている。したがって、不透明
な印刷層４との対比と相俟って、高級感、立体感に溢れる外観を有するようになる。
【００２４】
　なお、本発明において、「透明」とは、光の透過率が高く、反対側が透けて見えること
をいい、反対側が透けて見える限りいわゆる「半透明」も含むことを意味する。また、「
不透明」とは、光の透過率が低く、反対側が透けて見えにくく認識が困難であることをい
い、必ずしも透過率０％であることを必要とせず、この限りにおいて、いわゆる「半透明
」に近いものも含むことを意味する。
【００２５】
　上記の例において、樹脂成形品である透明表面板７は、ＰＥＴからなるが、その他の合
成樹脂等を用いることができる。なかでも、合成樹脂として、ＰＥＴ，メタクリル樹脂（
ＰＭＭＡ），アクリロニトリル・スチレン樹脂（ＡＳ），アクリロニトリル・ブタジエン
・スチレン樹脂（ＡＢＳ），ポリプロピレン（ＰＰ）を用いると、成形性，耐久性，軽量
性の点で好ましい。また、無色でなく、有色であってもよい。
【００２６】
　また、上記透明樹脂シート１は、ＰＥＴからなるが、その他の合成樹脂等を用いること
ができる。なかでも、合成樹脂として、ＰＥＴ，メタクリル樹脂（ＰＭＭＡ），アクリロ
ニトリル・スチレン樹脂（ＡＳ），アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂（ＡＢ
Ｓ），ポリプロピレン（ＰＰ）を用いると、成形性，耐久性，軽量性の点で好ましい。た
だし、厚すぎると透明樹脂シート１が意味なく重くなり、その結果、コンパクト容器全体
の軽量化を阻害する傾向がみられ、反対に、薄すぎると、シート強度が弱くなるため、シ
ルク印刷，オフセット印刷の工程および立体模様Ｑ形成部との一体化の工程において、作
業効率の低下を招くおそれがある。また、無色でなく、有色であってもよい。
【００２７】
　そして、上記の例では、作業の効率性に優れることから、粘着薄膜層２は両面接着テー
プを用いて形成しているが、その他にも各種の接着剤が用いることができる。なかでも、
エポキシ系、ポリウレタン系、変性アクリル樹脂系、ホットメルト系の接着剤を用いると
、樹脂シートと樹脂成形品との接着性や薄膜性の点で好ましい。
【００２８】
　さらに、上記の例では、印刷層４を不透明の白色パール色インキで形成しているが、各
種の色調のインキを任意に用いることができる。これにより、興趣に富んだデザインの実
現が可能である。また、印刷層４は一層だけでなく、二層以上を重ねて、不透明に形成し
てもよく、より複雑な色調の印刷層４を得ることもできる。
【００２９】
　そして、上記の例では、彩色層５を各部分ごとに色彩の異なる透明の有色インキで形成
しているが、各部分の色彩を同一にしてもよい。また、デザインによっては、彩色層５を
形成しない部分をつくるようにしてもよい。
【００３０】
　また、上記の例では、シルク印刷による印刷層４、オフセット印刷による彩色層５の順
で形成するようにして加飾樹脂シート１０を得ているが、これとは逆に、オフセット印刷
による彩色層５、シルク印刷による印刷層４の順に形成するようにしても、同様に、彩色
層および印刷層が形成された加飾樹脂シート１０を得ることができる。
【００３１】
　そして、上記の例では、金属光沢層８をホログラムシートを挟み込んで形成するように
しているが、単なる着色転写シート（フィルム）、金属箔等を用いて形成するようにして
もよい。もちろん、上記金属光沢層８の形成方法も、上記の他、転写、蒸着、スパッタリ
ング、メッキ、ホットスタンプ、コーティング等、その材質に応じて適宜の方法が採用さ



(7) JP 5580079 B2 2014.8.27

10

20

れる。また、金属光沢層８は、上記加飾樹脂シート１０を得る際に直接シート上に形成す
るようにしてもよい。そして、上記金属光沢層８の色は、単一色に限るものではなく、２
色以上の色からなる色模様であっても差し支えない。
【００３３】
　なお、図１の例は、いずれも本発明をコンパクト容器に適用したものであるが、本発明
を適用する対象は容器に限らず、各種の樹脂成形品、あるいは樹脂成形品に他の部材を組
み合わせた成形品等に適応可能である。例えば、携帯電話、文房具、家電製品、各種ケー
ス等に広く応用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明の板状加飾成形体の製法は、化粧料容器や携帯電話機等の、装飾性が要求される
成形品の製造に利用することができる。
【符号の説明】
【００３５】
　１　透明樹脂シート
　２　粘着薄膜層
　４　印刷層
　５　彩色層
　６　板状加飾成形体
　７　透明表面板
　８　金属光沢層
１０　加飾樹脂シート
　Ｑ　立体模様                                                                  
              

【図１】 【図２】
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