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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　裏面側へ向けて突出する略矩形環状の周壁部を周縁に有する透光性の略矩形板状樹脂パ
ネルを射出成形した後、該樹脂パネルの裏面側に上記周壁部に内側から接するように該周
壁部に沿って不透光性の枠部を略矩形環状に射出成形して樹脂製窓を得る２色射出成形方
法であって、
　上記樹脂パネルの表面及び端面を成形する成形面を有し、上記樹脂パネルの端面の１辺
に対応する成形面の長手方向中心位置に位置決めピンが突没可能に設けられたキャビティ
型と、上記樹脂パネルの裏面及び周壁部内面を成形する成形面を有し、該成形面の上記枠
部に対応する箇所にゲートが形成された第１コア型とを用意し、上記キャビティ型と第１
コア型とを型締めして両者間に第１キャビティを形成するとともに上記位置決めピンを成
形面から上記第１キャビティ内に突出させ、この状態で第１キャビティ内に透光性樹脂を
上記第１コア型のゲートから射出充填して略矩形板状の樹脂パネルを成形する一次射出成
形工程と、
　上記キャビティ型と第１コア型とを型開きし、上記位置決めピンを上記樹脂パネルにそ
の端面から挿入して樹脂パネルを下方から支持して上記キャビティ型に保持した状態で収
縮させ、上記樹脂パネルの端面の位置決めピンによる支持側の辺を除く３辺とキャビティ
型の成形面との間に隙間を生じさせる樹脂パネル収縮工程と、
　上記枠部より内側の樹脂パネル裏面に当接する当接面と、枠部の裏面側を成形する成形
面とを有し、上記隙間に対応する突条部が形成された第２コア型を用意し、上記キャビテ
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ィ型と第２コア型とを型締めして上記当接面を上記キャビティ型に保持された樹脂パネル
裏面に当接させるとともに上記突条部を上記隙間に挿入して、樹脂パネルの周壁部内側と
上記第２コア型との間に第２キャビティを形成し、この状態で、第２キャビティ内に不透
光性樹脂を射出充填して不透光性の枠部を成形する二次射出成形工程とを有する樹脂製窓
の２色射出成形方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の樹脂製窓の２色射出成形方法において、
　上記一次射出成形工程では、上記樹脂パネルを圧縮成形することを特徴とする樹脂製窓
の２色射出成形方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の樹脂製窓の２色射出成形方法において、
　上記位置決めピンに対向するキャビティ型の成形面の長手方向中心位置には、補助位置
決めピンが突没可能に設けられ、
　上記一次射出成形工程では、上記透光性樹脂の射出充填を、さらに上記補助位置決めピ
ンを成形面から突出させた状態で行うことを特徴とする樹脂製窓の２色射出成形方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の樹脂製窓の２色射出成形方法において、
　上記位置決めピンは、上記周壁部に対応する位置にその突出長さが上記周壁部の厚み以
上となるように設けられ、
　上記二次射出成形工程では、上記位置決めピンを上記樹脂パネルから後退させた状態で
、上記不透光性樹脂の射出充填時に、上記位置決めピンの後退により上記周壁部に形成さ
れた貫通孔に樹脂を行き渡らせることを特徴とする樹脂製窓の２色射出成形方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、裏面側へ向けて突出する略矩形環状の周壁部を周縁に有する透光性の略矩形
板状樹脂パネルを射出成形した後、該樹脂パネルの裏面側に上記周壁部に内側から接する
ように該周壁部に沿って不透光性の枠部を略矩形環状に射出成形して樹脂製窓を得る２色
射出成形方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、透光性の略矩形板状樹脂パネルと、該樹脂パネルの裏面側に該樹脂パ
ネルの周縁に沿うように略矩形環状に形成された不透光性の枠部とを備えた樹脂製窓を成
形する２色射出成形方法が開示されている。この成形方法では、枠部に対応する凹所が形
成された固定型と、平坦な成形面を有する第１可動型とで第１キャビティを形成し、この
第１キャビティ内に不透光性樹脂を射出充填して枠部を成形する。その後、上記樹脂パネ
ルに対応する凹所が形成された第２可動型と上記固定型及び該固定型に保持された枠部と
で第２キャビティを形成し、該第２キャビティ内に透光性樹脂を射出充填して樹脂パネル
を成形する。この第２キャビティ内への樹脂の射出は、上記樹脂パネルの端面に対応する
上記第２可動型の成形面に形成されたゲートから行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－６５３３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、上記特許文献１では、樹脂パネルの端面にゲート跡が形成されて外部に露出す
るため、見栄えが悪い。
【０００５】
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　そこで、樹脂パネルを枠部よりも先に射出成形するようにして樹脂パネル成形用の透光
性樹脂を射出するためのゲートを枠部に対応する箇所に設けると、枠部によりゲート跡が
隠蔽されて見栄えが向上する。しかし、この方法では、樹脂パネルの周縁に裏面側へ向け
て突出する周壁部を形成する場合、樹脂パネルの収縮により樹脂パネルの周壁部と当該周
壁部の外面に対応する成形型の成形面との間に隙間が生じ、枠部に対応する不透光性樹脂
の射出圧により周壁部が隙間側に傾いて樹脂パネル周縁の形状に歪みを生じさせるおそれ
がある。
【０００６】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、周縁形状が平滑な樹脂製窓を見栄え
良く成形することにある。
【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、樹脂パネルの収縮により樹脂パネルと成形型と
の間に形成される隙間に突条部を挿入して枠部を成形するようにしたことを特徴とする。
【０００８】
　具体的には、本発明は、裏面側へ向けて突出する略矩形環状の周壁部を周縁に有する透
光性の略矩形板状樹脂パネルを射出成形した後、該樹脂パネルの裏面側に上記周壁部に内
側から接するように該周壁部に沿って不透光性の枠部を略矩形環状に射出成形して樹脂製
窓を得る２色射出成形方法を対象とし、次のような解決手段を講じた。
【０００９】
　すなわち、請求項１に記載の発明は、上記樹脂パネルの表面及び端面を成形する成形面
を有し、上記樹脂パネルの端面の１辺に対応する成形面の長手方向中心位置に位置決めピ
ンが突没可能に設けられたキャビティ型と、上記樹脂パネルの裏面及び周壁部内面を成形
する成形面を有し、該成形面の上記枠部に対応する箇所にゲートが形成された第１コア型
とを用意し、上記キャビティ型と第１コア型とを型締めして両者間に第１キャビティを形
成するとともに上記位置決めピンを成形面から上記第１キャビティ内に突出させ、この状
態で第１キャビティ内に透光性樹脂を上記第１コア型のゲートから射出充填して略矩形板
状の樹脂パネルを成形する一次射出成形工程と、上記キャビティ型と第１コア型とを型開
きし、上記位置決めピンを上記樹脂パネルにその端面から挿入して樹脂パネルを下方から
支持して上記キャビティ型に保持した状態で収縮させ、上記樹脂パネルの端面の位置決め
ピンによる支持側の辺を除く３辺とキャビティ型の成形面との間に隙間を生じさせる樹脂
パネル収縮工程と、上記枠部より内側の樹脂パネル裏面に当接する当接面と、枠部の裏面
側を成形する成形面とを有し、上記隙間に対応する突条部が形成された第２コア型を用意
し、上記キャビティ型と第２コア型とを型締めして上記当接面を上記キャビティ型に保持
された樹脂パネル裏面に当接させるとともに上記突条部を上記隙間に挿入して、樹脂パネ
ルの周壁部内側と上記第２コア型との間に第２キャビティを形成し、この状態で、第２キ
ャビティ内に不透光性樹脂を射出充填して不透光性の枠部を成形する二次射出成形工程と
を有する。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の樹脂製窓の２色射出成形方法において、上
記一次射出成形工程では、上記樹脂パネルを圧縮成形することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の樹脂製窓の２色射出成形方法におい
て、上記位置決めピンに対向するキャビティ型の成形面の長手方向中心位置には、補助位
置決めピンが突没可能に設けられ、上記一次射出成形工程では、上記透光性樹脂の射出充
填を、さらに上記補助位置決めピンを成形面から突出させた状態で行うことを特徴とする
。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の樹脂製窓の２色射出成
形方法において、上記位置決めピンは、上記周壁部に対応する位置にその突出長さが上記
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周壁部の厚み以上となるように設けられ、上記二次射出成形工程では、上記位置決めピン
を上記樹脂パネルから後退させた状態で、上記不透光性樹脂の射出充填時に、上記位置決
めピンの後退により上記周壁部に形成された貫通孔に樹脂を行き渡らせることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に記載の発明によれば、第１コア型のゲートが枠部に対応する箇所に形成され
、樹脂パネルのゲート跡が枠部により隠蔽されるので、見栄えが向上する。
【００１４】
　また、第２コア型の突条部が周壁部とキャビティ型の成形面との間の隙間に挿入される
ので、第２キャビティ内への樹脂の射出圧力による周壁部の外側への傾きを防止し、樹脂
パネル周縁の形状を平滑にすることができる。
【００１５】
　また、樹脂パネルをその端面の一辺の長手方向中心位置で位置決めピンにより位置決め
し、かつ上記端面の一辺を金型に接した状態で収縮させるので、残りの３辺とキャビティ
型の成形面との間に所定の幅で隙間が形成される。したがって、あらかじめ第２コア型の
突条部の幅を上記隙間の幅と等しく設定することにより、第２キャビティ内への樹脂の射
出による周壁部の外側への傾きを確実に防止し、樹脂パネル周縁の形状を確実に平滑にす
ることができる。
【００１６】
　請求項２に記載の発明によれば、樹脂パネルを圧縮成形するので、パネル面における歪
みの発生を防止できる。
【００１７】
　請求項３に記載の発明によれば、樹脂パネルが位置決めピンと補助位置決めピンとによ
り上下から支持されるので、キャビティ型と第１コア型とを型開きしてからキャビティ型
と第２コア型とを型締めするまでの過程で樹脂パネルがキャビティ型から落下することを
防止できる。
【００１８】
　請求項４に記載の発明によれば、位置決めピンに対応する貫通孔が樹脂によって塞がれ
てその開口が露出しないので、見栄えが向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る成形方法により射出成形された樹脂製窓の斜視図である
。
【図２】本発明の実施形態に係る成形方法において、第１キャビティ内に透光性樹脂を射
出する工程を示す成形工程図である。
【図３】本発明の実施形態に係る成形方法において、樹脂パネルを圧縮成形する工程を示
す成形工程図である。
【図４】本発明の実施形態に係る成形方法において、キャビティ型と第１コア型とを型開
きする工程を示す成形工程図である。
【図５】図４に対応するキャビティ型の正面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る成形方法において、樹脂パネルをキャビティ型に保持し
た状態でキャビティ型を回転させる工程を示す成形工程図である。
【図７】図６に対応するキャビティ型の正面図である。
【図８】本発明の実施形態に係る成形方法において、キャビティ型と第２コア型とを型締
めする工程と第１キャビティ内に透光性樹脂を射出する工程とを同時進行させた状態を示
す成形工程図である。
【図９】本発明の実施形態に係る成形方法において、第２キャビティ内に不透光性樹脂を
射出する工程と樹脂パネルを圧縮成形する工程とを同時進行させた状態を示す成形工程図
である。
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【図１０】本発明の実施形態に係る成形方法において、キャビティ型と第２コア型とを型
開きする工程とキャビティ型と第１コア型とを型開きする工程とを同時進行させた状態を
示す成形工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
【００２１】
　図１は、車両の天井に形成された窓用開口部に該開口部を閉塞するように取り付けられ
る樹脂製窓１を示す。この樹脂製窓１を得るには、まず、裏面側へ向けて突出する略矩形
環状の周壁部３を周縁に有する透光性の略矩形板状樹脂パネル５を射出成形する。その後
、樹脂パネル５の裏面側に上記周壁部３に内側から接するように該周壁部３に沿って不透
光性の枠部７を略矩形環状に射出成形する。
【００２２】
　図２～１０は、本発明の実施形態に係る樹脂製窓１の２色射出成形方法を示す。この樹
脂製窓１の成形には、キャビティ型（固定型）９、第１コア型（可動型）１１、及び第２
コア型（可動型）１３を用いる。具体的な成形方法を説明する前に、これらの型構造につ
いて説明する。
【００２３】
　上記キャビティ型９は、両側面に鉛直方向に延びる同形状の成形面１６を有している。
また、キャビティ型９は、鉛直方向に延びるキャビティ回転軸１５により上下方向から支
持されて図示しない駆動装置による駆動で回転する。また、図５及び図７に示すように、
キャビティ型９の両側方には、キャビティ型９の縦面に当接してキャビティ回転軸１５周
りの回動を規制する回転規制ピン１４が、図示しない駆動手段による駆動で進退可能に設
けられている。
【００２４】
　上記キャビティ型９の各成形面１６は、上記樹脂パネル５の表面及び端面を成形するも
のである。また、キャビティ型９の下方の水平方向中央には、流体圧シリンダ１８が各成
形面１６に対応して１基ずつ配設されている。各流体圧シリンダ１８の内側（成形面）側
には、位置決めピン１７が、キャビティ型９の上記樹脂パネル５の端面の１辺（図５及び
図７の下側の一辺）に対応する成形面１６ａの長手方向中心位置で突没可能に配設されて
いる。
【００２５】
　また、キャビティ型９の上方の水平方向中央には、流体圧シリンダ２０が各成形面１６
に対応して１基ずつ配設されている。各流体圧シリンダ２０の内側（成形面）側には、補
助位置決めピン１９が、上記位置決めピン１７に対向するキャビティ型９の成形面１６ｂ
における上記周壁部３に対応する長手方向中心位置で突没可能に配設されている。なお、
これら位置決めピン１７及び補助位置決めピン１９の突出長さは上記周壁部３の厚み以上
に設定されている。
【００２６】
　上記第１コア型１１は、上記樹脂パネル５の裏面及び周壁部３内面を成形する成形面２
１を有する。第１コア型１１の成形面の上記枠部７に対応する箇所には、ゲート２３が形
成されている。該ゲート２３はランナー２９の一端に形成され、該ランナー２９の他端は
スプルー３１の一端に連通し、該スプルー３１の他端は射出機（図示せず）のノズル３３
に連通している。
【００２７】
　上記第２コア型１３は、上記枠部７より内側の樹脂パネル５裏面に当接する当接面２６
と、枠部７の裏面側を成形する成形面２５を有している。該成形面２５には、上記樹脂パ
ネル５とキャビティ型９の成形面１６との隙間Ｓ（後述）に対応する突条部２７が突設さ
れている。また、成形面２５にはゲート３５が形成され、該ゲート３５はランナー３７の
一端に形成され、該ランナー３７の他端はスプルー３９の一端に連通し、該スプルー３９
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の他端は射出機（図示せず）のノズル４１に連通している。
【００２８】
　次に、本実施形態に係る２色射出成形方法について説明する。ここでは、図２に示すよ
うに、キャビティ型９と第１コア型１１とを型締めして第１キャビティ４３を形成すると
ともにキャビティ型９と第２コア型１３とを型締めした状態で成形工程を開始するものと
する。図２の状態では、第１コア型１１側の位置決めピン１７及び補助位置決めピン１９
は、流体圧シリンダ１８，２０の伸張作動によって共に成形面１６から突出して第１キャ
ビティ４３内に進出しているが、第２コア型１３側の位置決めピン１７及び補助位置決め
ピン１９は、成形面１６から突出していない。また、キャビティ型９は、回転規制ピン１
４により両側方から押圧されて回転を規制されている。この状態で、まず、透光性樹脂４
５を射出機のノズル３３から射出することにより、透光性樹脂４５をスプルー３１及びラ
ンナー２９を経てゲート２３から第１キャビティ４３内に射出充填する。なお、上記透光
性樹脂４５として、ＰＣ（ポリカーボネート）、ＰＭＭＡ（アクリル）等を用いることが
できる。
【００２９】
　次に、図３に示すように、第１コア型１１をキャビティ型９に対してさらに接近させる
。これにより、図４及び図５に示すように、略矩形環状の周壁部３を外周縁に有する略矩
形板状の樹脂パネル５が圧縮成形される。このように樹脂パネル５を圧縮成形することに
より、パネル面における歪みの発生を防止できる。
【００３０】
　そして、図４に示すように、上記第１コア型１１を後退させて上記キャビティ型９と第
１コア型１１とを型開きすると同時に、第２コア型１３を後退させて次の工程に備える。
この状態では、図５にも示すように、上記樹脂パネル５の端面とキャビティ型９の成形面
１６とは当接している。そして、上記位置決めピン１７及び補助位置決めピン１９を上記
樹脂パネル５にその端面から挿入して樹脂パネル５を上下から支持してキャビティ型９に
保持した状態で収縮させる。樹脂パネル５は、図７における左右方向には、位置決めピン
１７を基準に収縮し、上下方向には、重力により位置決めピン１７が設けられた下方の成
形面１６ａを基準に収縮する。
【００３１】
　樹脂パネル５が収縮すると、回転規制ピン１４を後退させ、その後、図６に示すように
、キャビティ型９をキャビティ回転軸１５周りに図示しない駆動装置により１８０度回転
させ、回転規制ピン１４を進出させてキャビティ型９の回転を規制する。このとき、樹脂
パネル５が位置決めピン１７と補助位置決めピン１９とにより上下から支持されているの
で、キャビティ型９からの落下が防止される。この状態で、図６及び図７に示すように、
樹脂パネル５の収縮により、樹脂パネル５の端面の位置決めピン１７による支持側の辺を
除く３辺とキャビティ型９の成形面１６との間に隙間Ｓが生じている。
【００３２】
　次に、図８に示すように、第２コア型１３側で、位置決めピン１７と補助位置決めピン
１９とを流体圧シリンダ１８，２０の収縮作動によって後退させる。これにより、位置決
めピン１７に対応する貫通孔５１と補助位置決めピン１９に対応する貫通孔５３とが上記
周壁部３に形成される。その後、第２コア型１３を進出させて上記キャビティ型９と第２
コア型１３とを型締めして第２コア型１３の当接面２６をキャビティ型９に保持された樹
脂パネル５裏面に当接させるとともに突条部２７を上記隙間Ｓに挿入する。これにより、
樹脂パネル５の周壁部３内側と第２コア型１３との間に第２キャビティ４７が形成される
。また、この過程で、第１コア型１１を進出させてキャビティ型９と第１コア型１１とを
型締めして第１キャビティ４３を形成し、第１コア型１１側の位置決めピン１７と補助位
置決めピン１９とを流体圧シリンダ１８，２０の伸張作動によって第１キャビティ４３内
に進出させる。そしてこの状態で、図２に基づいて説明した要領で、透光性樹脂４５をゲ
ート２３から第１キャビティ４３内に射出充填する。
【００３３】
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　次に、図９に示すように、不透光性樹脂４９を射出機のノズル４１から射出することに
より、不透光性樹脂４９をスプルー３９及びランナー３７を経てゲート３５から第２キャ
ビティ４７内に射出充填して上記貫通孔５１，５３に不透光性樹脂４９を行き渡らせる。
このとき、第２コア型１３の突条部２７が隙間Ｓに挿入されているので、第２キャビティ
４７内への不透光性樹脂４９の射出圧力による周壁部３の外側への傾きが防止され、樹脂
パネル５周縁の形状が平滑になる。なお、上記不透光性樹脂４９として、ＰＣ（ポリカー
ボネート）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレ
ート）、ＰＣ／ＡＢＳアロイ（ポリカーボネート／アクリロニトリル・ブタジエン・スチ
レン）等を用いることができる。また、この過程で、図３に基づいて説明した要領で、第
１コア型１１側では、透光性樹脂４５を第１キャビティ４３内に充填して第１コア型１１
をキャビティ型９に対してさらに接近させる。
【００３４】
　そして、第２コア型１３側で不透光性樹脂４９が完全に固まり、樹脂パネル５の裏面側
に周壁部３に沿って不透光性の枠部７が一体に形成された樹脂製窓１が成形される。その
後、図１０に示すように、上記第２コア型１３を後退させて上記キャビティ型９と第２コ
ア型１３とを型開きし、樹脂製窓１を取り出す。一方、第１コア型１１側では、図４に基
づいて説明した要領で、第１コア型１１を後退させてキャビティ型９と第１コア型１１と
を型開きする。
【００３５】
　上述した工程を繰り返すことで、キャビティ型９の両側面で樹脂製窓１の成形を連続し
て行える。
【００３６】
　したがって、本実施形態によれば、第１コア型１１のゲート２３が枠部７に対応する箇
所に形成され、樹脂パネル５のゲート跡が枠部７により隠蔽されるので、見栄えが向上す
る。
【００３７】
　また、樹脂パネル５をその端面の一辺の長手方向中心位置で位置決めピン１７により位
置決めし、かつ上記端面の一辺を金型に接した状態で収縮させるので、残りの３辺とキャ
ビティ型９の成形面１６との間に所定の幅で隙間Ｓが形成される。したがって、あらかじ
め第２コア型１３の突条部２７の幅を上記隙間Ｓの幅と等しく設定することにより、第２
キャビティ４７内への不透光性樹脂４９の射出による周壁部３の外側への傾きを確実に防
止し、樹脂パネル５周縁の形状を確実に平滑にすることができる。
【００３８】
　また、位置決めピン１７及び補助位置決めピン１９に対応する貫通孔５１，５３が不透
光性樹脂４９によって塞がれてその開口が露出しないので、見栄えが向上する。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、例えば、裏面側へ向けて突出する略矩形環状の周壁部を周縁に有する透光性
の略矩形板状樹脂パネルを射出成形した後、該樹脂パネルの裏面側に上記周壁部に内側か
ら接するように該周壁部に沿って不透光性の枠部を略矩形環状に射出成形して樹脂製窓を
得る２色射出成形方法として有用である。
【符号の説明】
【００４０】
１　　　樹脂製窓 
３　　　周壁部 
５　　　樹脂パネル 
７　　　枠部 
９　　　キャビティ型 
１１　　　第１コア型 
１３　　　第２コア型 
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１６，１６ａ，１６ｂ　　　成形面 
１７　　　位置決めピン 
１９　　　補助位置決めピン 
２１　　　成形面 
２３　　　ゲート 
２５　　　成形面 
２６　　　当接面
２７　　　突条部 
４３　　　第１キャビティ 
４５　　　透光性樹脂 
４７　　　第２キャビティ 
４９　　　不透光性樹脂 
５１　　　貫通孔 
Ｓ　　　隙間

【図１】

【図２】

【図３】
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