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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
合成樹脂製のブロー成形容器の表面に紫外線硬化型粘着剤を所定の形状パターンに印刷し
、該印刷した紫外線硬化型粘着剤を紫外線照射により硬化して粘着層を形成し、版でスタ
ンプ状に、金属性光沢を有する薄膜を形成した転写フィルムを前記粘着層に押圧し、加熱
せず加圧のみで前記所定の形状パターンに前記金属性光沢を有する薄膜を転写することを
特徴とするブロー成形容器の加飾方法。
【請求項２】
ブロー成形容器の表面に着色印刷層を形成し、紫外線硬化型粘着剤を、該粘着剤の一部ま
たは全部が前記着色印刷層に重なるように所定の形状パターンに印刷し、該印刷した紫外
線硬化型粘着剤を紫外線照射により硬化して粘着層を形成し、粘着層を介して金属性光沢
を有する薄膜を転写する請求項１記載のブロー成形容器の加飾方法。
【請求項３】
スクリーン印刷法で紫外線硬化型粘着剤を印刷する請求項１または２記載のブロー成形容
器の加飾方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表面を、金属性光沢を有する薄膜で所定の形状パターンに加飾した合成樹脂製
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ブロー成形容器及びその加飾方法に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　たとえば、特許文献１に記載があるように合成樹脂製成形品の外表面を加飾する手段と
して、金属性光沢部分を付与して加飾あるいは表示機能を発揮させるホットスタンプ法が
ある。
【０００３】
　このホットスタンプ法は、ポリエチレンテレフタレートフィルム等のベースフィルムに
剥離層、保護層、金属性光沢を有する薄膜、および合成樹脂製成形品表面への付着性を有
する熱軟化性の接着層を順次に積層して成る転写フィルムを使用する。そして転写フィル
ムの接着層を成形品表面に接するようにして載置し、所定の形状パターンを刻設した版を
有する押圧装置で２００℃程度の温度で加熱押圧し、その後剥離層と共にベースフィルム
を剥がし取って金属光沢を有する薄膜を、所定のパターンで成形品表面に転写する。
【特許文献１】特開平１０－２３６０９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　たとえば、化粧料やシャンプー等の製品分野では、他社製品と差別化する目的で、上記
したホットスタンプ法により金属光沢を有するマーク形状を表面に転写した合成樹脂製の
ブロー成形容器を使用している。
しかし、この種のブロー成形容器では、従来のホットスタンプ法には次のような問題点が
ある。
（１）容器に熱と圧力がかかるため、スタンプ部が凹みやすく、立体感が無く、外観を損
ないやすい。
（２）細線や細かい抜き等は潰れやすく再現性が劣る。
（３）版と容器とのあたりを均一になるようにする微細な調整が困難であり、熟練を要す
る。
（４）転写フィルムの接着層がある温度以上にならないと接着せず、また、その後、冷却
が必要なため、生産効率が劣る。
（５）版温度を高くし過ぎると金属性薄膜にヤケを生じやすい。
（６）薄肉ブロー成形容器の場合、版温度を高くし過ぎると容器が変形しやすい。
【０００５】
　本発明の技術的な課題は、ブロー成形容器の表面を金属性光沢を有する薄膜で加飾する
にあったて、従来のホットスタンプ法における、スタンプ領域の変形、審美性、生産性等
に係る問題を解消することを技術的な課題とし、金属性光沢を有する薄膜で高品位に加飾
されたブロー成形容器を低コストで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】
　上記課題を解決するための、本発明の基本的な加飾方法は、
合成樹脂製のブロー成形容器の表面に紫外線硬化型粘着剤を所定の形状パターンに印刷し
、
この印刷した紫外線硬化型粘着剤を紫外線照射により硬化して粘着層を形成し、
版でスタンプ状に、金属性光沢を有する薄膜を形成した転写フィルムを前記粘着層に押圧
し、
版を加熱せず加圧のみで所定の形状パターンに薄膜を転写する、と云うものである。
【０００７】
　そして、上記方法は、版を加熱せずに押圧力だけで薄膜を転写する方法であり、謂わば
、コールドスタンプ法と云うことができるものであるが、従来のホットスタンプ法に比べ
て次のような利点を有する。この中で次の（１）～（４）は主として加飾方法の審美性に
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係る特長である。
（１）紫外線（以下ＵＶと記す。）硬化型粘着剤をＵＶ硬化して形成される粘着層を利用
して金属性光沢を有する薄膜（以下、単に薄膜と記す場合がある。）を押圧してスタンプ
状に転写することができ、版を加熱する必要がなく、容器に熱がかからないため、容器の
スタンプ領域が凹まず、粘着層を介して薄膜を容器の壁表面から浮き上がるように形成す
ることができ、立体感のある加飾性を現出することができる。
（２）容器に熱がかからないため、従来のホットスタンプ法では困難であった比較的大き
な領域にベタ状に薄膜を形成することが可能となる。
（３）また、硬化前のＵＶ硬化型粘着剤は各種の方式で印刷することができ、この粘着剤
の印刷パターンにより、薄膜が転写される形状パターンが決まるので、従来のホットスタ
ンプ法のように刻印版により薄膜を転写するのに比較して、細かい、あるいは繊細な形状
パターンを再現良く転写することができる。
（４）薄膜に熱がかからないためヤケを生じることが無い。
【０００８】
　次の（５）～（９）は、加飾方法の主として生産性やコスト低減に係る特長である。
（５）薄膜に接着層が必ずしも必要ではなく、転写フィルムが安価である。
（６）版と容器との位置あわせ、即ちあたりの調整が容易である。また、版を加熱しない
ので、版と容器とのあたりをさらに高精度に制御することが可能となる。
（７）容器表面の加温・冷却が不要なため、生産効率の向上と省エネルギー化が図れる。
（８）容器が加熱されないので、薄肉であってもスタンプ領域の変形が抑制される。
（９）既存の印刷機、ホットスタンプ機を用いて一貫ラインで実施でき、新規設備・装置
が不要である。（但しホットスタンプ機では加熱はせず、押圧力だけを作用させるように
する。）
【０００９】
　なお、ブロー成形容器では、一般的には容器内部に版の押付け力に対抗するための治具
を挿入することは困難であり、スタンプ工程では、版の押付け力による容器の変形がない
ように、容器内を圧空で加圧状態とすると共に、外部からも容器の胴部の形状に合せた型
治具で容器を固定した状態で実施するのが望ましい。
【００１０】
　本発明の他の加飾方法は、上記基本的な方法に加えて、ブロー成形容器の表面に着色印
刷層を形成し、紫外線硬化型粘着剤を、該粘着剤の一部または全部がこの着色印刷層に重
なるように所定の形状パターンに印刷し、
この印刷した紫外線硬化型粘着剤を紫外線照射により硬化して粘着層を形成し、粘着層を
介して薄膜を転写すると云うものである。
【００１１】
　上記方法により、着色印刷層と薄膜の組合せにより、より多彩な加飾効果を現出させる
ことができる。
なお、このように着色印刷層を形成する場合にも、着色印刷層の印刷と、ＵＶ硬化型粘着
剤の印刷と、スタンプ工程を既存の印刷機、ホットスタンプ機を用いて一貫ラインで実施
できる。
また、着色印刷層の印刷工程を複数配設することもできる。
なお、このように着色印刷層を印刷する工程と粘着剤を印刷する工程をスクリーン印刷方
式にて一貫ラインで実施する場合には、版の裏面に粘着剤が移行する可能性があるため粘
着剤の印刷工程は最終工程にすることが望ましい。
【００１２】
　本発明のさらに他の加飾方法は、スクリーン印刷法でＵＶ硬化型粘着剤を印刷する、と
云うものである。
【００１３】
　上記方法により、粘着剤をスクリーン印刷法で印刷することにより粘着層を比較的厚肉
にして、薄膜による加飾性の立体感をさらに強調することができる。また、粘着剤を厚膜
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にしやすく高度な粘着性能が得られる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は上記した加飾方法および構成であり、以下に示す効果を奏する。
本発明の基本的な加飾方法にあっては、版を加熱せずに押圧力だけを作用させるようにす
る方法であり、従来のホットスタンプ法に比較して、
加飾の審美性と云う点からは、
容器のスタンプ領域が凹まず立体感のある加飾性を現出することができる、
比較的広い領域にベタ状に薄膜を転写することができる、
粘着剤の印刷パターンにより、薄膜が転写される形状パターンが決まるので、従来のホッ
トスタンプ法のように刻印版により薄膜を転写するのに比較して、細かい、あるいは繊細
な形状パターンを再現良く転写することができる、
薄膜に熱がかからないためヤケを生じることが無い、
容器が薄肉でも変形しない、
と云う効果を奏する。
【００２１】
　また、生産性やコスト低減等の経済性と云う点からは、
版と容器との位置あわせの調整が容易である、
薄膜に接着層が不要であるため、薄膜が安価である、
容器表面の加温・冷却が不要で、生産効率の向上と省エネルギー化が図れる、
容器が加熱されないので、薄肉であってもスタンプ領域の変形が抑制され、転写工程を容
易に構築することができる、
そして、既存の印刷機、ホットスタンプ機を用いて一貫ラインで実施でき、新規設備・装
置が不要である、
と云う効果を奏する。
【００２２】
　着色印刷層を形成する加飾方法にあっては、より多彩な加飾効果を現出させることがで
きる。
【００２３】
　スクリーン印刷法でＵＶ硬化型粘着剤を印刷する方法にあっては、粘着層を比較的厚肉
にして、薄膜による加飾性の立体感をさらに強調することができる。また、粘着剤を厚膜
にしやすく高度な粘着性能が得られる。
【００２４】
　そして、金属性光沢を有する薄膜で高品位に加飾されたブロー成形容器を低コストで提
供することができる。
 
【００２５】
　また、着色印刷層を形成するものにあっては、着色印刷層と金属性光沢を有する薄膜を
組み合わせて、より多彩な加飾効果を現出させたブロー成形容器を低コストで提供するこ
とができる。
 
【００２６】
　また、胴部の平均肉厚を０．１ｍｍ乃至０．６ｍｍとした、金属性光沢を有する薄膜で
高品位に加飾された薄肉のブロー成形容器を提供することができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下本発明の実施の形態を実施例に沿って、図面を参照しながら説明する。
図１、２は本発明の加飾方法による加飾ブロー成形容器の一例を示すものである。
この容器１は、ポリエチレン樹脂製のダイレクトブロー成形品であり、シャンプーやリン
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スの製品に使用されるものである。
 
【００２８】
　また、この容器１の胴部３の平断面形状は略楕円状で、この胴部３の前面の略中央部に
は、金属光沢を有する薄膜１５により、図案化された文字列「ＡＢＣ」が表示されている
。また、その上には着色印刷層１８により、図案化された文字列「ａｂｃ」が表示されて
いる。
【００２９】
　図２は図１中のＡ－Ａ線に沿って、薄膜１５による加飾領域近傍の層構成を示す説明図
であり、容器１の胴部３の外表面に上記の文字列「ＡＢＣ」に対応した形状パターンで粘
着層１７が形成され、この粘着層１７の形状パターン上に薄膜１５が積層している。
【００３０】
　粘着層１７は後述するように、ＵＶ硬化型粘着剤をスクリーン印刷により所定の形状パ
ターンで印刷し、このＵＶ硬化型粘着剤による印刷層をＵＶ照射により硬化して形成した
ものである。
また、この薄膜１５は、合成樹脂製の透明着色層１５ｃにアルミニウムの真空蒸着層１５
ｖを形成したものであり、後述するスタンプ工程で粘着層１７に積層されるものである。
【００３１】
　次に、図３、４、５は図１の加飾ブロー成形容器１の加飾方法の概要を説明するための
もので、本発明の加飾方法に係る工程の一例を示すものである。
図３は、加飾工程の一例をブロック図で説明するものであり、左から順番にフレーム処理
工程、着色印刷層形成工程、粘着層形成工程、スタンプ工程が配設されている。
フレーム処理工程は、容器１の胴部３の外表面の加飾領域をフレーム処理して粘着層１７
や着色印刷層１８の密着性を向上させるための工程で、印刷層との接着性が低いポリエチ
レン樹脂製の容器１では必要とされる工程である。
 
【００３２】
　着色印刷層形成工程は、ＵＶ硬化型のインキを使用してスクリーン印刷で印刷し、ＵＶ
照射により硬化して着色印刷層１８を形成する。印刷層を多色にすることもでき、さらに
複数の着色印刷層形成工程を付加することもできる。
勿論、着色印刷層形成工程は、ＵＶ硬化型のインキの使用やスクリーン印刷に限定される
ものではなく、他の種類のインクを使用し、他の印刷法を採用することができる。また、
金属光沢を有する薄膜１５が形成される箇所以外には、タックラベル、インモールドラベ
ル、シュリンクラベル、転写等の従来から周知の装飾を施しても良い。
【００３３】
　粘着層形成工程は、ＵＶ硬化型粘着剤をスクリーン印刷により所定の形状パターン（本
実施例では図案化した文字列「ＡＢＣ」の形状パターン）を、印刷し、ＵＶ照射により硬
化して粘着層１７を形成する工程である。スクリーン印刷により、細部についても繊細に
、高品位に形状パターンに粘着層１７を形成することができる。
また、スクリーン印刷は他の印刷方法に比較して、印刷層を厚肉に形成することができ、
薄膜１５による加飾性をより立体的に現出させることができる。また、高度な粘着力が得
られる。
【００３４】
　スタンプ工程は、転写フィルム１１を版で押圧し、上記した所定の形状パターンに形成
された粘着層１７を介して、この形状パターンに転写フィルム１１の薄膜１５を転写する
工程である。
図４はこのスタンプ工程２１の概略説明図であり、転写フィルム１１は繰出しローラー２
２から供給され、巻取りローラー２３により巻き取られる。
転写フィルム１１の下側には粘着層１７が形成された胴部３の前面を上にして、被転写物
である容器１が横倒しに配設固定されている。
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また、転写フィルム１１の上側にはスタンプ機の押盤２４が配設されている。この押盤２
４の下面は容器１の胴部３の前面の湾曲状の形状に合わせて凹状であり、この凹状の形状
に沿った版２４ａが配設されている。
【００３５】
　なお、図示を省略したが、版２４ａの押付け力による容器１の変形がないように、容器
１内を圧空で加圧状態とすると共に、外部からも容器１の胴部３の形状に合せた型治具で
容器１を固定した状態で実施するのが望ましい。
【００３６】
　図５はこのスタンプ工程２１に用いる転写フィルム１１の層構成の一例を示す断面図で
あり、上から順にＰＥＴフィルム製のベースフィルム１２、剥離層１３、透明着色層１５
ｃとアルミニウムを真空蒸着した真空蒸着層１５ｖから構成される薄膜１５が積層したも
のである。
また、薄膜１５の透明着色層１５ｃは金属性の光沢に色彩を付与する機能を発揮すると共
に、真空蒸着層１５ｖの保護層としての機能を発揮するが、勿論、無色透明な層とするこ
ともできる。
また、真空蒸着層の保護層とは反対の面に薄膜の樹脂層が設けられていても良い。
【００３７】
　そして図４に示すような配設状態から、転写フィルム１１の送出しを所定位置で止めて
、容器１内を圧空で加圧状態とし、押盤２４を下降させて、版２４ａで転写フィルム１１
部分を胴部３の前面に押圧すると、文字列「ＡＢＣ」の形状パターンに形成された粘着層
１７に転写フィルム１１の薄膜１５が接着する。
次に押盤２４を上昇させて、転写フィルム１１を胴部３の前面から剥がすようにすると、
薄膜１５の粘着層１７に接着した部分では、薄膜層１５が剥離層１３から剥離して胴部３
の前面に転写され、粘着層１７上に薄膜１５により金属性の光沢を有する文字列「ＡＢＣ
」の形状パターンが形成される。
【００３８】
　そして、このスタンプ工程では、従来のホットスタンプ法と異なり、版２４ａを加熱す
ることなく薄膜１５の転写を達成するこができ、スタンプ部分の加熱押圧による凹みがな
く、薄膜１５の細部のツブレや転写不良もなく美麗な仕上がり状態とすることができた。
【００３９】
　以上、本発明の実施の形態を実施例に沿って説明したが、本発明の実施の形態はこれら
実施例に限定されるものではない。
本発明の加飾方法はさまざまな用途、形状、合成樹脂材料のブロー成形容器に適用するこ
とができる。また転写フィルムもさまざまな層構成のものを使用することができ、金属材
料としてアルミニウムだけでなく他の金属や、合金、金属酸化物等を使用することができ
、さらに真空蒸着層の替わりに、スパッタリング層、光輝性塗装膜、アルミ薄膜等を使用
することができる。
また、図６は本発明の加飾方法によるブロー成形容器の他の例を示す正面図であるが、こ
のように、ブロー成形容器の表面に着色印刷層１８を形成し、ＵＶ硬化型粘着剤を、その
一部または全部がこの着色印刷層１８に重なるように所定の形状パターンに印刷し、この
印刷したＵＶ硬化型粘着剤をＵＶ照射により硬化して粘着層を形成し、この粘着層を介し
て金属性光沢を有する薄膜１５を転写することもできる。
また、薄膜をブロー成形容器の表面に形成し、透明または着色の印刷層を、その一部また
は全部がこの薄膜上に重なるように形成することもできる。また、薄膜を保護するように
薄膜上全面に透明性の印刷層を形成することもできる。
 
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　以上説明したように、本発明のブロー成形容器の加飾方法は従来のホットスタンプ法に
比較して、謂わば、コールドスタンプ法と云うことができるもので、繊細な形状パターン
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を再現良く転写することができる等の優れた審美性を発揮し、加温・冷却が不要である等
、高い生産性を有するものであり、金属性の光沢を有する薄膜による加飾を高品位に、経
済的に実現できるものあり、化粧料等の分野で幅広い用途展開が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の加飾方法によるブロー成形容器の一例を示す正面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿って加飾領域近傍の層構成を示す断面図である。
【図３】本発明の加飾方法に係る工程の一例をブロック図で示す概略説明図である。
【図４】図３中のスタンプ工程の概略説明図である。
【図５】図４のスタンプ工程で使用する転写フィルムの層構成の一例を示す断面図である
。
【図６】本発明の加飾方法によるブロー成形容器の他の例を示す正面図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　；容器
　２　；口筒部
　３　；胴部
　１１；転写フィルム
　１２；ベースフィルム
　１３；剥離層
　１５；（金属性光沢を有する）薄膜
　１５ｃ；透明着色層
　１５ｖ；真空蒸着層
　１７；粘着層
　１８；着色印刷層
　２１；スタンプ工程
　２２；繰出しローラー
　２３；巻取りローラー
　２４；押盤
　２４ａ；版
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【図６】



(9) JP 5105328 B2 2012.12.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－２８０８２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０５９６９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１９５７５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１０５７９５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４４Ｃ　　　１／１７　　　　
              Ｂ６５Ｄ　　２５／２０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

