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(57)【要約】
【課題】薄い肉厚を有する成型品の端縁を被覆すること
ができるインモールド加飾成形方法及び成形品を提供す
る。
【解決手段】本発明のインモールド加飾成形方法は、加
飾フィルムを提供するステップと、第一成形金型で成形
品の表面に貼付可能な貼付部及び貼付部の辺縁から内側
方向へ傾斜された被覆部を備えるように加飾フィルムを
予備成形するステップと、被覆部の貼付部から離れてい
る辺縁に沿って加飾フィルムを切断するステップと、凹
部が形成された雌型及び雄型からなる第二成形金型を提
供し、加飾フィルムを雌型の凹部内に装着するステップ
と、雄型と雌型とを型閉めした後、雄型の金型分割面で
加飾フィルムを押圧するステップと、成形空間部内に溶
融樹脂を射出して、成形品の表面及び端縁を加飾フィル
ムに貼付させるステップと、雄型と雌型とを型開きして
成形品を取り出すステップと、を備える。本発明は、該
方法によって製造された成形品を更に提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加飾フィルムを提供するステップと、
　第一成形金型で必要とする成形品の三次元表面の形状によって前記成形品の表面に貼付
可能な貼付部及び前記貼付部の辺縁から内側方向へ所定角度で傾斜された被覆部を備える
ように前記加飾フィルムを予備成形するステップと、
　前記被覆部の前記貼付部から離れている辺縁に沿って前記加飾フィルムを切断するステ
ップと、
　雄型及び凹部が形成された雌型からなる第二成形金型を提供し、切断された加飾フィル
ムを前記雌型の凹部内に装着させ、且つ前記加飾フィルムを前記雌型の金型分割面の近傍
、即ち前記雌型の前記加飾フィルムの貼付部と被覆部との連接部に対応する箇所に接触さ
せるステップと、
　前記雄型と前記雌型とを型閉めした後、前記雄型の金型分割面で前記加飾フィルムを押
圧するステップと、
　前記雄型と前記雌型とが型閉めして形成された成形空間部内に溶融樹脂を射出して、成
形品の表面及び端縁を前記加飾フィルムに貼付させるステップと、
　前記溶融樹脂の冷却固化を待って、前記雄型と前記雌型とを型開きして成型品を取り出
すステップと、
　を備えることを特徴とするインモールド加飾成形方法。
【請求項２】
　前記加飾フィルムは、基体層及び接着層を備えることを特徴とする請求項１に記載のイ
ンモールド加飾成形方法。
【請求項３】
　前記加飾フィルムは、前記基体層と前記接着層との間に位置された第一図柄層をさらに
備えることを特徴とする請求項２に記載のインモールド加飾成形方法。
【請求項４】
　前記加飾フィルムは、前記基体層の上部表面に位置された第二加飾層をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項３に記載のインモールド加飾成形方法。
【請求項５】
　前記成形品の肉厚範囲が０.５ｍｍ～２.５ｍｍであることを特徴とする請求項１に記載
のインモールド加飾成形方法。
【請求項６】
　前記成形品の端縁における内側部分は、前記加飾フィルムに被覆されることを特徴とす
る請求項６に記載のインモールド加飾成形方法。
【請求項７】
　請求項１に記載のインモールド加飾成形方法によって製作され、表面及び端縁が加飾フ
ィルムに被覆されることを特徴とする成形品。
【請求項８】
　肉厚の範囲が０.５ｍｍ～２.５ｍｍであって、表面、端縁、及び端縁における内側部分
が加飾フィルムに被覆される成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インモールド加飾成形方法及び該方法による成形品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車、家電製品、及び電子製品などの表面加飾技術として、一般的にインモールド加
飾成形技術が採用されている。
【０００３】
　従来のインモールド加飾成形技術は、加飾フィルムを採用する。前記加飾フィルムは、
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積載層、離型層、硬質保護層（硬化層）、絵柄層、及び接着層からなる複数層構造である
。インモールド加飾成形方法とは、成形と同時に前記加飾フィルムを成形品に付着させて
、成形品の装飾を行う加飾法である。前記成形品を成形し、次いで前記離型層を介して前
記積載層を成形品から剥離すると、前記硬質保護層及びカラーパターンを有する絵柄層は
前記成形品の表面に粘着される。紫外線を照射することにより、透明材料として硬化され
た前記硬質保護層は、高い光沢効果を有し、前記成形品を保護し、且つ前記絵柄層が摩損
されないようにする（特許文献１、特許文献２、特許文献３を参照）。しかし、前記イン
モールド加飾成形技術において、型を開ける時、前記加飾フィルムの積載層及び離型層は
、前記成形品の表面に粘着されている硬質保護層から剥離され、前記成形品と前記硬質保
護層及び前記絵柄層とを整斉に切ることができない。前記硬質保護層の厚みが５μｍ以内
であるため、長時間にわたって使用すると、前記硬質保護層が摩損されて、光沢度が低く
なり、カラーパターンも摩損される可能性がある。前記積載層及び前記離型層を剥離して
から再利用することができないため、製作コストも高い。
【０００４】
　従来の他のインモールド加飾成形技術において、先ず、伝送装置で加飾フィルムを切断
金型内に配置してから、適当の形状又は寸法に切断する。次に、前記伝送装置で前記フィ
ルムを前記切断金型から取り出して、射出金型内に配置する（特許文献４を参照）。しか
し、前記射出金型内に位置されたフィルムが定位置に配置されない場合があるので、成形
樹脂を射出する時、成形樹脂の流動及び生じる射出圧力は、前記加飾フィルムの位置移動
又は褶曲を招き、前記加飾フィルムは成型品に完全に付着することができない。
【０００５】
　従来のフィルムインサート（ＩＭＦ）成形方法においては、成形金型で加飾フィルムを
成形し、且つ辺縁を切断する。成形された加飾フィルムは、成形品の三次元表面と同一の
形状を有し、前記加飾フィルムを成形キャビティに配置して射出成形することにより、成
形と同時に前記加飾フィルムを成形品に付着させる。従来のインサート成形品の製造方法
において、樹脂射出孔を有する凸部の周囲に溝部が、形成された雄型と、凹部が形成され
た雌型とからなる射出成形金型を提供し、プリフォームされたインサート材を雌型の凹部
内に装着させ、雄型と雌型とを型閉めした後、キャビティ内に溶融樹脂を射出し、溶融樹
脂が冷却固化した後、成形品の外表面にインサート材が形成されたインサート成形品を取
り出す（特許文献５を参照）。しかし、前記インサート成形品の製造方法において、成形
品の底面端縁がインサート材に被覆されなかったので、成形品の底面端縁に対する外観要
求を満足することができない場合あり、且つ前記射出金型内に位置されたインサート材が
定位置に配置されない場合があるので、インサート材の位置移動又は褶曲を招く。
【０００６】
　図９に示されたように、従来の他のインサート成形品の製造方法において、雄型１と雌
型２とで構成される成形空間部３を有する射出成形金型を用い、予備成形及び打抜き加工
されたインサートフィルム４を雌型２内に装着し、雄型１と雌型２とを型閉めした後、前
記成形空間部３内に溶融樹脂を射出し、溶融樹脂の冷却固化を待って、金型の型開きを行
い、成形品の外表面にインサートフィルム４が形成されたインサート成形品を取り出す。
雄型１と雌型２とが型閉めされたときに、インサートフィルム４の端面４ａが雄型１の内
面１ｃの端縁に接触し、インサートフィルム４の側面４ｂの中部が雌型２の内側壁に当接
するため、インサートフィルム４が成形品の端縁を被覆することができる（特許文献６を
参照）。しかし、図１０に示されるように、前記インサート成形品の製造方法において、
成形品の肉厚が小さい時、図１１に示されるように、インサートフィルム４が成形品の端
縁９を完全に被覆することができないので、成形品の外観の要求を満足することができな
い。
【０００７】
　フィルムインサート（ＩＭＦ）成形方法において、インサートフィルムの延展性を顧慮
しなければならなく、インサートフィルムのパターンが歪曲すると、被覆質量を低減する
。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】日本特許第３５４６０３４号明細書
【特許文献２】台湾特許第３５０８２０号明細書
【特許文献３】米国特許第５９９３５８８号明細書
【特許文献４】米国特許第５８００７５９号明細書
【特許文献５】日本特許特開平６－３２８４９８号明細書
【特許文献６】日本特許第３７６２９２３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、前記課題を解決し、小さい肉厚を有する成型品の端縁を被覆すること
ができるインモールド加飾成形方法及び成形品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するために、本発明に係るインモールド加飾成形方法は、加飾フィルム
を提供するステップと、第一成形金型で必要とする成形品の三次元表面の形状によって前
記成形品の表面に貼付可能な貼付部及び前記貼付部の辺縁から内側方向へ所定角度で傾斜
された被覆部を備えるように前記加飾フィルムを予備成形するステップと、前記被覆部の
前記貼付部から離れている辺縁に沿って前記加飾フィルムを切断するステップと、雄型及
び凹部が形成された雌型からなる第二成形金型を提供し、切断された加飾フィルムを前記
雌型の凹部内に装着させ、且つ前記加飾フィルムを前記雌型の金型分割面の近傍、即ち前
記雌型の前記加飾フィルムの貼付部と被覆部との連接部に対応する箇所に接触させるステ
ップと、前記雄型と前記雌型とを型閉めした後、前記雄型の金型分割面で前記加飾フィル
ムを押圧するステップと、前記雄型と前記雌型とが型閉めして形成された成形空間部内に
溶融樹脂を射出して、成形品の表面及び端縁を前記加飾フィルムに貼付させるステップと
、前記溶融樹脂の冷却固化を待って、前記雄型と前記雌型とを型開きして成形品を取り出
すステップと、を備える。
【００１１】
　前記目的を達成するために、本発明に係る成形品は、肉厚の範囲が０.５ｍｍ～２.５ｍ
ｍであって、表面、端縁、及び端縁における内側部分が加飾フィルムに被覆される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係るインモールド加飾成形方法は、予備成形および切断加工された加飾フィル
ムを成形品の表面及び端縁に被覆することにより、その外観が加飾された成形品を獲得す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のインモールド加飾成形方法のフローチャートである。
【図２】本発明のインモールド加飾成形方法の加飾フィルムを予備成形する流れを示す図
である。
【図３】本発明のインモールド加飾成形方法の予備成形された加飾フィルムを金型のキャ
ビティに装着する工程を示す断面図である。
【図４】本発明のインモールド加飾成形方法の型閉め工程を示す断面図である。
【図５】本発明のインモールド加飾成形方法の射出成形工程示す断面図である。
【図６】本発明のインモールド加飾成形方法によって成形された成形品の構造を示す図で
ある。
【図７】本発明のインモールド加飾成形方法で用いる加飾フィルムの一例を示す断面図で
ある。
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【図８】本発明のインモールド加飾成形方法で用いる加飾フィルムの別の一例を示す断面
図である。
【図９】特許文献６に記載されたインサート成形品の製造方法の型閉め工程を示す断面図
である。
【図１０】特許文献６に記載されたインサート成形品の製造方法において、成形品の肉厚
が薄い時の型閉め工程を示す断面図である。
【図１１】特許文献６に記載されたインサート成形品の製造方法において、成形品の肉厚
が薄い時、射出成形した後インサート材が成形品の端縁を完全に被覆できないことを示す
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１及び図２に示されるように、本発明は、三次元表面を有する成形品のインモールド
加飾成形方法を提供する。前記インモールド加飾成形方法は、以下のステップを備える。
【００１５】
　ステップ２０２：加飾フィルム２０を提供する。
【００１６】
　ステップ２０４：第一成形金型で必要とする成形品の三次元表面の形状によって前記加
飾フィルム２０を予備成形する。予備成形された加飾フィルムは、前記成形品の表面に貼
付可能な貼付部２１及び前記貼付部２１の辺縁から内側方向へ所定角度で傾斜された被覆
部２２を備える。前記被覆部２２は、前記成形品の端縁を被覆するために用いられる。
【００１７】
　ステップ２０６：切断工具５０で前記被覆部２２の前記貼付部２１から離れている辺縁
に沿って切断する。前記予備成形された加飾フィルムの余分な部分の切断した後の成形さ
れた加飾フィルムは、成形品の三次元表面に対応する形状及び寸法を有する。
【００１８】
　ステップ２０８：図３に示されるように、凹部４４２が形成された雌型４４と、雄型４
２とからなる第二成形金型４０を提供し、切断された加飾フィルム２０を前記雌型４４の
凹部４４２内に装着させ、且つ前記加飾フィルム２０を前記雌型４４の金型分割面の近傍
、即ち前記雌型４４の前記加飾フィルム２０の貼付部２１と被覆部２２との連接部に対応
する箇所に接触させる。
【００１９】
　ステップ２１０：図４に示されるように、前記雄型４２と前記雌型４４とを型閉めした
後、前記雄型４２の金型分割面で前記加飾フィルム２０を押圧する。
【００２０】
　ステップ２１２：図５に示されるように、前記雄型４２と前記雌型４４とが型閉めして
形成された成形空間部内に溶融樹脂を射出して、成形品の表面及び端縁を前記加飾フィル
ム２０で被覆させる。
【００２１】
　ステップ２１４：図６に示されるように、溶融樹脂の冷却固化を待って、金型の型開き
を行い、成形品の端縁３０に加飾フィルム２０が形成された成形品を取り出して、必要と
する成形品の端縁の外観を獲得する。
【００２２】
　前記三次元表面を有する成形品のインモールド加飾成形方法は、携帯電話、ノートパソ
コンのような三次元造形を有する電子製品のハウジング又は他のパネルの成形に適用され
、いろいろなパターン及び色彩を成形することができる。
【００２３】
　本発明のインモールド加飾成形方法によって、小さい体積を有する携帯電話及び大きい
体積を有する電子製品（ノートパソコンなど）のハウジングに加飾フィルムを被覆するこ
とができる。本発明のインモールド加飾成形方法によって携帯電話のハウジングを成形す
る一例において、携帯電話のハウジングの断面の長さは８０ｍｍであり、貼付される加飾
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フィルム２０の延展量は３‰であり、さらに、携帯電話のハウジングの肉厚は１.３ｍｍ
である場合、生じる変形量は約２％だけであるので、被覆技術が容易である。本発明のイ
ンモールド加飾成形方法によってノートパソコンのハウジングを成形する別の一例におい
て、ノートパソコンの断面の長さは３５０ｍｍであり、貼付される加飾フィルム２０の延
展量は３‰であり、ノートパソコンのハウジングの肉厚は１.５ｍｍである場合、生じる
変形量は７０％であるけれども、前記加飾フィルム２０は前記雌型４４の金型分割面の近
傍、即ち前記雌型４４の前記加飾フィルム２０の貼付部２１と被覆部２２との連接部に対
応する箇所に接触するため、射出成形し、大きい体積を有する成形品の表面及び端縁３０
に前記加飾フィルム２０を被覆することができ、成形品の肉厚が薄い時、例えば肉厚の範
囲が０.５ｍｍ～２.５ｍｍである時、前記加飾フィルム２０は、さらに成形品の端縁３０
の内側部分３１を被覆することができ、被覆質量が優れる。
【００２４】
　図７に示されるように、前記加飾フィルム２０は、基体層２０２、図柄層２０４、及び
接着層２０６を備える。
【００２５】
　前記基体層２０２は、成形品の表面に被覆され、その内部の図柄層２０４を保護して、
前記図柄層２０４及び成形品が摩損されないようにする。前記基体層２０２は、ポリカー
ボネート（ＰＣ）、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）、ポリメタクリル酸メチル樹
脂（ＰＭＭＡ）、オリエンテットポリプロピレン（ＯＰＰ）、及びポリ塩化ビニル（ＰＶ
Ｃ）などの中の一種又は二種以上の高分子材料から製造した単層フィルムであるか、又は
これらの材料の中の二種又は二種以上の高分子材料から製造した複数層フィルム又はポリ
マーフィルムである。前記基体層２０２の厚みは、０．０１ｍｍ～０．１２５ｍｍである
ことが好ましい。
【００２６】
　前記基体層２０２の下表面にパターン及び色彩を表す図柄層２０４が形成されている。
前記図柄層２０４は、前記基体層２０２の上にインクを塗布して形成される。前記図柄層
２０４は、金属薄膜層からなるものでもよい。前記金属薄膜層は、金属光沢を表現するた
めのものであり、真空蒸着法、スパッターリング法などで形成され、アルミニウム、クロ
ム、銅、ニッケル、インジウム、及びスズなどの金属、これらの合金、またはこれらの化
合物を使用することができる。
【００２７】
　前記接着層２０６は、前記加飾フィルム２０と前記成形品とを接着するために用いられ
る。前記接着層２０６の材料としては、アクリル酸樹脂、硝化ファイバー樹脂、ポリアミ
ンギ酸塩樹脂、塩素化ゴム樹脂、塩化ビニール－酢酸ビニール共重合体樹脂、ポリアミド
樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボネート樹脂、アルケン樹脂、及びア
クリロニトリル－ブチレン－スチレン樹脂などを使用することができる。前記接着層２０
６の形成方法としては、グラビアコート法、ロールコート法、コンマコート法などのコー
ト法、グラビア印刷法、及びスクリーン印刷法などの印刷法がある。他の実施形態におい
て、前記接着層２０６は、熱硬化性を有する材料からなり、加熱した後すぐに成形品の表
面に粘着される。
【００２８】
　前記加飾フィルム２０の基体層２０２は、透明又は半透明であって、前記図柄層２０４
のパターン及び色彩をはっきりと表す。
【００２９】
　本発明の加飾フィルム２０は、単に基体層２０２及び接着層２０６だけを備えることも
できる。前記接着層２０６は、前記基体層２０２に塗布され、透明又は半透明の前記基体
層２０２において前記成形品の元の色彩をはっきりと表す。前記基体層２０２は、色彩を
有する材料からなってもよく、このような基体層２０２を前記成形品の表面に貼付して、
成形品に前記基体層２０２の色彩を表現することができる。
【００３０】
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　本発明の加飾フィルム２０は、他の図柄層２０４’を備えることもでき、前記図柄層２
０４’は、前記基体層２０２の上部表面に位置する（図８を参照）。
【００３１】
　以上、本発明を実施例に基づいて具体的に説明したが、本発明は、上述の実施例に限定
されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々変更可能であることは勿
論であり、本発明の権利範囲は、以下の特許請求の範囲により定められる。
【符号の説明】
【００３２】
　１，４２　雄型
　１ｃ　内面
　２，４４　雌型
　３　成形空間部
　４　インサートフィルム
　４ａ　端面
　４ｂ　側面
　９　成形品の端縁
　２０　加飾フィルム
　２１　貼付部
　２２　被覆部
　３０　端縁
　３１　内側部分
　４０　第二成形金型
　５０　切断工具
　２０２　基体層
　２０４，２０４’　図柄層
　２０６　接着層
　４４２　凹部
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