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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面層、およびプロピレン単位を８２質量％～１００質量％有するポリマーからなるポ
リマー樹脂を含有する接着層を含む装飾シートと、深絞り形状を有し、プロピレン単位を
２５質量％～１００質量％有するポリマーを含有する成形済みの基材とが、真空圧空成形
または真空成形により一体化された構造体であって、
　前記表面層および接着層の両方が、前記基材の端部でその裏面まで回り込み、前記基材
の露出面を被覆している、構造体。
【請求項２】
　前記接着層および前記基材の融点がともに１３０℃以上である、請求項１に記載の構造
体。
【請求項３】
　前記接着層が着色材を含む、請求項１～２のいずれか一項に記載の構造体。
【請求項４】
　前記接着層および前記基材の少なくとも一つが酸化チタンを含み、前記表面層と前記接
着層の間に配置された意匠層をさらに含む、請求項１～２のいずれか一項に記載の構造体
。
【請求項５】
　前記接着層が多層押出フィルムを含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の構造体。
【請求項６】
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　表面層、およびプロピレン単位を８２質量％～１００質量％有するポリマーからなるポ
リマー樹脂を含有する接着層を含む装飾シートを用意し、
　プロピレン単位を２５質量％～１００質量％有するポリマーを含有し、深絞り形状を有
する既に成形された固体物品を含む基材を用意し、
　真空圧空成形または真空成形により前記装飾シートを前記基材に適用して、前記装飾シ
ートおよび前記基材が一体化された構造体を形成することを含む、構造体の製造方法であ
って、
　前記表面層および接着層の両方が、前記基材の端部でその裏面まで回り込み、前記基材
の露出面を被覆している、構造体の製造方法。
【請求項７】
　－０．９２５ａｔｍ以下の真空度の減圧を伴う真空圧空成形により一体化された、請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　成形後の前記装飾シートの最大面積伸び率が５０％以上である、請求項６～７のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記装飾シートの厚さが成形前に３０μｍ～３ｍｍでありかつ成形後に７μｍ～３ｍｍ
である、請求項６～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記装飾シートの厚さが成形前に３０μｍ～３５０μｍでありかつ成形後に７μｍ～３
５０μｍである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記装飾シートの厚さが成形前に８００μｍ～３ｍｍでかつ成形後に２００μｍ～３ｍ
ｍである、請求項９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、真空圧空成形または真空成形により一体化された構造体、およびその製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　塗装代替フィルムは、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）およびスプレーミストがないことか
ら作業環境の改善に有効である。また、クロームメッキ代替フィルムは、有害なクローム
メッキ処理を省略するために必要とされている。真空圧空成形法および真空成形法はこれ
らの装飾フィルムまたはシートの適用方法として一般的になりつつある。深絞りされた三
次元形状物を完全に覆うためにはこれらの成形法を用いる必要があり、従来のように手作
業でこのような三次元形状物に装飾フィルムまたはシートを適用することはできない。
【０００３】
　ポリオレフィンは、軽量、安価および無害であるため、自動車部品用の樹脂として最も
有望である。しかしながら、ポリオレフィン樹脂、特にポリプロピレン系樹脂は、塗料、
金属、フィルムなどを適用することが難しい、難接着性材料であるといわれている。
【０００４】
　特許文献１（特表平２－５０３０７７号公報）は、「合成樹脂状材料を薄いフィルムの
形で軟質キャスチングシート（４２）の表面に塗布し、キャスチングシート上で透明コー
トを乾燥し、シートの表面は乾燥透明コートの表面に自動車外部用途用に十分な光沢レベ
ルを移すための正反射率を有し；着色合成樹脂状材料の色塗（４６）を形成して乾燥し、
かつ透明コートに密着させ；乾燥した透明コート及び色塗を合成樹脂状材料の半硬質性バ
ッキングシート（７２）に写して複合ペイントコート（４４）をバッキングシートの面に
結合させて形成し、透明コートは移したペイントコートの外面を形成し、色塗は透明コー
トとバッキングシートの面との間に結合され、透明コートの外面は実質的にキャスチング
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シートから透明コートに移された光沢を保持し；バッキングシート及びその上の複合ペイ
ントコートを熱成形して三次元形状をした予備成形したラミネート（１１６）を形成し；
予備成形したラミネートを金型に入れかつ合成樹脂状基体物質（１１８）を予備成形した
ラミネートに対して成形して仕上げた自動車外部ペイントコートを有する自動車車体外部
パネル（１３０）を形成する工程を特徴とし、透明コートは熱成形工程の間、実質的に該
光沢レベルを保持する材料を含み；バッキングシートは基体材料に存在する欠陥を吸収す
るのに十分な厚み及び十分な伸びを有してラミネートを基体材料に密着させた後に本質的
に欠陥のない光沢を透明コート表面上に保持し；仕上げた複合ペイントコートは自動車外
部ペイントコートとして用いるための十分な外観及び耐久特性をもたらす、自動車外部用
途用に適したペイントコートを自動車のプラスチック外部車体パネルに塗装する方法」を
記載している。
【０００５】
　特許文献２（特許第３８５１５２３号）は、「透明な熱可塑性樹脂フィルム、金属層、
接着剤層および熱可塑性樹脂フィルムをこの順で有し、該透明な熱可塑性樹脂フィルムが
ベンゼン環とシクロヘキサン環とを主鎖に有するポリエステル系高分子化合物、または、
ベンゼン環とナフタレン環とを主鎖に有するポリエステル系高分子化合物により構成され
ていることを特徴とする立体成形用金属光沢シート」を記載している。
【０００６】
　特許文献３（特開２００６－３４１３８８号公報）は、「１）熱可塑性樹脂フィルム層
と２）金属蒸着層または、金属薄膜細片と結着樹脂を含有し金属調の光沢を有する高輝性
インキ層を有する装飾層と３）支持基材樹脂層とを有する熱成形用積層シートを（Ｔ１－
２０）℃～（Ｔ２＋３５）℃の成形温度で成形することを特徴とする熱成形用積層シート
の成形方法。但し、Ｔ１は熱可塑性樹脂フィルム層の軟化温度と支持基材樹脂層の軟化温
度の高い方の温度であり、Ｔ２は熱可塑性樹脂フィルム層の軟化温度と支持基材樹脂層の
軟化温度の低い方の温度である」方法を記載している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表平２－５０３０７７号公報
【特許文献２】特許３８５１５２３号公報
【特許文献３】特開２００６－３４１３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の方法では、装飾シートを、インモールド射出成形法などの溶融樹脂成形法と組み
合わせて用いることにより、装飾シートが表面に接着された樹脂部品が製造されている。
装飾シートの最大伸び率が概ね５０％を超えるような三次元形状の樹脂部品を製造する場
合、平らなシートのまま射出成形金型にはさみこんでも装飾シートは金型の形状に追従し
ないため、装飾シートは真空成形などによって予備附形された後金型にセットされる。し
かしながら、予備附形した装飾シートと射出成形金型のキャビティのサイズが合わない場
合がある。また、キャビティ内に配置された装飾シートは、射出された高圧高速の溶融樹
脂の流れに押されるまたは引き摺られるため、成形品の表面にしわなどの外観欠陥が生じ
るおそれがある。
【０００９】
　あらかじめ射出成形などにより成形された基材に真空圧空成形または真空成形により装
飾シートを貼り付ける方法は、インモールド射出成形法における上記問題を回避すること
ができる。しかしながら、真空圧空成形または真空成形を用いた貼り付けの場合、既に成
形されて固体となった基材に対して装飾シートが適用されるため、溶融した高温の樹脂が
装飾シートの接着層表面に接触する溶融樹脂成形法と比べて、装飾シートと基材、特に難
接着性材料とされているポリオレフィン系樹脂成形品との間で十分な接着力が得られない
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であろうと考えられていた。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示は、難接着性材料であるポリオレフィン系樹脂を用いた基材、特に深絞り形状な
どの三次元形状を有する成形品に、真空圧空成形または真空成形によって装飾シートが適
用された、優れた外観を有する構造体、およびその製造方法を提供する。
【００１１】
　本発明者らは、難接着性材料であるポリプロピレン系樹脂成形品に対し、プロピレン単
位を有するポリマーを含有する接着層を有する装飾シートを、真空圧空成形または真空成
形によって接着できることを見出したことにより、本発明を完成させた。
【００１２】
　本開示の一実施態様によれば、表面層、およびプロピレン単位を２５質量％～１００質
量％有するポリマーを含有する接着層を含む装飾シートと、プロピレン単位を２５質量％
～１００質量％有するポリマーを含有する基材とが、真空圧空成形または真空成形により
一体化された構造体が提供される。
【００１３】
　本開示の別の実施態様によれば、表面層、およびプロピレン単位を２５質量％～１００
質量％有するポリマーを含有する接着層を含む装飾シートを用意し、プロピレン単位を２
５質量％～１００質量％有するポリマーを含有する基材を用意し、真空圧空成形または真
空成形により前記装飾シートを前記基材に適用して、前記装飾シートおよび前記基材が一
体化された構造体を形成することを含む、構造体の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本開示によれば、一般に難接着性材料であるとされている、プロピレン単位を有するポ
リマーを含有する基材、特に深絞り形状などの三次元形状を有するポリプロピレン系樹脂
成形品に対して、真空圧空成形または真空成形により装飾シートを適用した構造体を得る
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の一実施態様による構造体の概略断面図である。
【図２ａ】本開示の一実施態様による装飾シートの断面図である。
【図２ｂ】本開示の別の実施態様による装飾シートの断面図である。
【図２ｃ】本開示の別の実施態様による装飾シートの断面図である。
【図２ｄ】本開示の別の実施態様による装飾シートの断面図である。
【図２ｅ】本開示の別の実施態様による装飾シートの断面図である。
【図３】真空加熱圧着装置を用いて装飾シートを基材に適用する工程を模式的に説明する
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１に、本開示の一実施態様による構造体の概略断面図を示す。構造体１は、装飾シー
ト１０によって覆われた基材２０を含む。装飾シート１０は、表面層、およびプロピレン
単位を有するポリマーを含有する接着層を含み、基材はプロピレン単位を有するポリマー
を含有する。装飾シート１０は、真空圧空成形または真空成形により基材２０に適用され
て、一体化された構造体が形成される。本開示によれば、装飾シートの接着層にプロピレ
ン単位を有するポリマーを用いることにより、真空圧空成形または真空成形によって、平
板形状だけではなく深絞り形状などの三次元形状を有する、プロピレン単位を有するポリ
マーを含有する基材２０を、装飾シート１０で基材２０の端部から裏面２１まで巻き込ん
で被覆することができる。
【００１７】
　プロピレン単位を有するポリマーを含有する基材として、様々な平面および三次元形状
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を有する材料を使用することができる。基材に含まれるプロピレン単位を有するポリマー
として、ポリプロピレン（ＰＰ）、エチレン－プロピレン共重合体、プロピレン－α－オ
レフィン共重合体（例えばプロピレン／１－ブテン共重合体、プロピレン／１－オクテン
共重合体）、エチレン－プロピレン－α－オレフィン共重合体（例えばエチレン／プロピ
レン／１－ブテン共重合体、エチレン／プロピレン／１－オクテン共重合体）などのプロ
ピレン含有共重合体、およびポリプロピレンと他のゴム状共重合体とのブレンドである、
ポリプロピレン含有熱可塑性ポリオレフィン（ＴＰО）が使用できる。ポリプロピレン含
有ＴＰＯに含まれるゴム状共重合体として、上記のプロピレン含有共重合体、エチレン／
α－オレフィン／ジエン共重合体（例えばエチレン／プロピレン／ジエンモノマー共重合
体（ＥＰＤＭ））、ブタジエン系ゴム、イソプレン系ゴム、天然ゴムなどが挙げられ、こ
れらのゴム状共重合体は水素付加体であってもよく、架橋していてもよい。これらの中で
、ポリプロピレン、エチレン／プロピレン共重合体、およびプロピレン／α－オレフィン
共重合体、ならびにそれらの組み合わせからなる群から選択されるプロピレン単位を有す
るポリマーが、射出成形性が良好で、成形品としての形状安定性、耐熱性などにも優れる
ため特に好ましい。
【００１８】
　基材に含まれるプロピレン単位を有するポリマーは、プロピレン単位を約２５質量％以
上、約１００質量％以下有する。当該ポリマーに含まれるプロピレン単位を約３５質量％
以上、または約５０質量％以上としてもよい。
【００１９】
　図２ａに、本開示の一実施態様による装飾シート１０の断面図を示す。装飾シート１０
は、表面層１１および接着層１２を含む。装飾シート１０は、任意の要素として意匠層、
バルク層、接合層などの追加層をさらに含んでもよい。図２ｂに示す本開示の別の実施態
様の装飾シート１０は、表面層１１と接着層１２の間に、これらの層を接合する接合層１
５を有する。図２ｃに示す本開示の別の実施態様の装飾シート１０は、表面層１１と接着
層１２の間に、塗装色、金属色、模様などの外観を提供する意匠層１３を有する。図２ｄ
に示す本開示の別の実施態様の装飾シート１０は、表面層１１と接着層１２の間に、塗装
色などの外観を提供する意匠層１３を有し、意匠層１３と表面層１１の間および意匠層１
３と接着層１２の間にそれぞれ接合層１５を有する。図２ｅに示す本開示の別の実施態様
の装飾シート１０は、表面層１１と接着層１２の間に、塗装色などの外観を提供する意匠
層１３および装飾シートに厚みを付与するバルク層１４を有し、意匠層１３と表面層１１
の間およびバルク層１４と接着層１２の間にそれぞれ接合層１５を有する。表面層および
接着層が装飾シートの最外層に位置することを条件として、装飾シートの層の数、種類、
配置などは、上記に限られない。
【００２０】
　表面層として、真空圧空成形または真空成形に適した様々な樹脂、例えば、ポリメチル
メタクリレート（ＰＭＭＡ）を含むアクリル樹脂、ポリウレタン、エチレン／テトラフル
オロエチレン共重合体（ＥＴＦＥ）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、メチルメタク
リレート／フッ化ビニリデン共重合体（ＰＭＭＡ／ＰＶＤＦ）などのフッ素樹脂、ポリ塩
化ビニル（ＰＶＣ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレ
ン（ＰＰ）などのポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレ
ンナフタレートなどのポリエステル、エチレン／アクリル酸共重合体（ＥＡＡ）およびそ
のアイオノマー、エチレン／アクリル酸エチル共重合体、エチレン／酢酸ビニル共重合体
などの共重合体が使用できる。耐候性に優れていることから、アクリル樹脂、ポリウレタ
ン、フッ素樹脂およびポリ塩化ビニルが好ましく、耐擦傷性に優れており、廃棄物として
焼却したり埋め立てたりする際の環境負荷が小さいことから、アクリル樹脂およびポリウ
レタンがより好ましい。
【００２１】
　表面層は、装飾シートに含まれる接着層、および任意の構成要素である意匠層、バルク
層などの上に樹脂組成物をコーティングして形成することができる。あるいは、別のライ
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ナー上に樹脂組成物をコーティングして表面層フィルムを形成し、接合層を介して、接着
層、意匠層、バルク層などの上に、そのフィルムをラミネートすることもできる。接着層
、意匠層、バルク層などが、ライナー上に形成された表面層フィルムに対して接着性を有
する場合は、接合層を介さず直接これらの層に表面層フィルムをラミネートすることもで
きる。例えば、表面層フィルムは、反応性ポリウレタン組成物などの樹脂材料を、ナイフ
コート、バーコート、ブレードコート、ドクターコート、ロールコート、キャストコート
などによってライナーなどにコーティングし、必要に応じて加熱硬化することによって、
形成することができる。
【００２２】
　反応性ポリウレタン組成物は一般にポリオールと架橋剤を含む。ポリオールとして、例
えば、アクリルポリオール、ポリカプロラクトンジオールなどのポリエステルポリオール
、ポリカーボネートポリオール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールな
どのポリエーテルポリオールなどが使用できる。架橋剤として、ヘキサメチレンジイソシ
アネート、イソホロンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、メチレンビス（４
－フェニルイソシアネート）、水添ＭＤＩ、それらのビュレット体、イソシアヌレート体
またはアダクト体などのポリイソシアネートなどが使用できる。反応性ポリウレタン組成
物は、水系であっても非水系であってもよい。水系の場合、ポリカルボジイミド、アジリ
ジン、オキサゾリンなどによって更に架橋することもできる。水系であればポリカーボネ
ート系とポリカルボジイミドおよび／またはアジリジン、非水系であればポリエステル系
および／またはグリコール系とイソホロンジイソシアネートおよび／または水添ＭＤＩの
組み合わせが特に好ましい。
【００２３】
　表面層として、押出、延伸などによってあらかじめフィルム状に形成されたものを使用
してもよい。このようなフィルムは接合層を介して、接着層、意匠層、バルク層などにラ
ミネートすることができる。あるいは、接着層、意匠層、バルク層などが、このようなフ
ィルムに対して接着性を有する場合は、接合層を介さず直接これらの層にフィルムをラミ
ネートすることもできる。平坦性の高いフィルムを使用することで、より表面平坦性の高
い外観を構造物に与えることができる。また、表面層を他の層と多層押し出しすることに
よって形成することもできる。アクリルフィルムとしては、ポリメチルメタアクリレート
（ＰＭＭＡ）樹脂、ポリアクリル酸ブチル樹脂、エチレン／アクリル共重合体樹脂、エチ
レン酢酸ビニル／アクリル共重合体樹脂などを用いることができる。アクリルフィルムは
透明性に優れ、熱や光に強く、屋外で使用しても退色や光沢変化が生じにくい。また、可
塑剤を使用せずとも耐汚染性に優れ、しかも成形加工性に優れ深絞り加工できるという特
性を有する。特にＰＭＭＡを主成分とするものが好ましい。
【００２４】
　表面層の厚さは様々であってよいが、一般に、約５μｍ以上、約１０μｍ以上、または
約２５μｍ以上、約５００μｍ以下、約２００μｍ以下、または約１００μｍ以下である
。複雑な形状の基材に対して装飾シートを適用する場合、表面層は薄い方が形状追従性の
観点から有利であり、例えば、約２００μｍ以下、または約１００μｍ以下であることが
望ましい。一方、構造体に高い耐光性および／または耐候性を付与する場合、表面層は厚
い方が有利であり、例えば約１０μｍ以上、または約２５μｍ以上であることが望ましい
。
【００２５】
　表面層は、必要に応じて、ベンゾトリアゾール、Ｔｉｎｕｖｉｎ１１３０（ＢＡＳＦ社
製）などの紫外線吸収剤、Ｔｉｎｕｖｉｎ２９２（ＢＡＳＦ社製）などのヒンダードアミ
ン光安定化剤（ＨＡＬＳ）などを含んでもよい。紫外線吸収剤、ヒンダードアミン光安定
化剤などを用いることによって、装飾シートが意匠層や他の着色した層を有する場合、そ
れらの層に含まれる着色材の、特に紫外線などの光に対する感受性が比較的高い有機顔料
の、変色、退色、劣化などを有効に防止することができる。表面層はハードコート材、光
沢付与剤などを含んでもよく、追加のハードコート層を有してもよい。表面層は、目的と
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する外観を提供するために、透明であってもよく、半透明または不透明であってもよい。
装飾シートが意匠層または他の着色した層を有する場合、表面層は透明であることが有利
である。
【００２６】
　接着層はプロピレン単位を有するポリマーを含有する。プロピレン単位を有するポリマ
ーとして、ポリプロピレン（ＰＰ）、エチレン／プロピレン共重合体、プロピレン／α－
オレフィン共重合体（例えばプロピレン／１－ブテン共重合体、プロピレン／１－オクテ
ン共重合体）、エチレン／プロピレン／α－オレフィン共重合体（例えばエチレン／プロ
ピレン／１－ブテン共重合体、エチレン／プロピレン／１－オクテン共重合体）などのプ
ロピレン含有共重合体、およびポリプロピレンと他のゴム状共重合体とのブレンドである
、ポリプロピレン含有熱可塑性ポリオレフィン（ＴＰО）が使用できる。ポリプロピレン
含有ＴＰＯに含まれるゴム状共重合体として、上記のプロピレン含有共重合体、エチレン
／α－オレフィン／ジエン共重合体（例えばエチレン／プロピレン／ジエンモノマー共重
合体（ＥＰＤＭ））、ブタジエン系ゴム、イソプレン系ゴム、天然ゴムなどが挙げられ、
これらのゴム状共重合体は水素付加体であってもよく、架橋していてもよい。これらの中
で、ポリプロピレン、エチレン／プロピレン共重合体、およびプロピレン／α－オレフィ
ン共重合体、ならびにそれらの組み合わせからなる群から選択されるプロピレン単位を有
するポリマーが、押出フィルムとするときの成形性が良好で、コシ、耐収縮性、耐熱性な
どにも優れ、市販品として入手することも容易であるため特に好ましい。
【００２７】
　接着層の融点が低いと、耐熱試験にかけた際に、延伸して貼ったフィルムの応力で剥が
れやズレが起きる。自動車外装の耐熱試験は夏場日中の水平塗装面の最高到達温度に基づ
いて通常８０℃とされる。更に、メーカーによっては９０℃、一部では１００℃が要求さ
れる。自動車内装の耐熱試験は夏場のダッシュボードの最高到達温度に基づいて最低で１
００℃、多くの場合１１０℃が要求される。これらの温度に長時間耐えるためには試験温
度より約２０℃以上高い融点を有する接着層が必要であることから、接着層の融点は、約
１００℃以上、約１１０℃以上、約１２０℃以上、または約１３０℃以上であることが好
ましい。前述した基材に関しても同様の理由から、基材の融点は、約１００℃以上、約１
１０℃以上、約１２０℃以上、または約１３０℃以上であることが好ましい。接着層およ
び基材の融点がともに約１３０℃以上であることが特に好ましい。接着層および基材の融
点は、示差走査カロリメーター（ＴＡインスツルメント社製　Ｑ２０００　ＤＳＣ装置）
を用い、結晶化度（ΔＨ（Ｊ／ｇ））と結晶の融解による吸熱のピーク温度（融点）を測
定することにより決定される。接着層および基材の融点は、サンプル３ｍｇを使用し、５
０ｍＬ／分の窒素雰囲気下、昇温速度１０℃／分、測定温度範囲０℃から２００℃の条件
で測定される。
【００２８】
　接着層として、押出、延伸などによってあらかじめフィルム状に形成されたものを使用
してもよい。このようなフィルムは接合層を介して、表面層、意匠層、バルク層などにラ
ミネートすることができる。あるいは、表面層、意匠層、バルク層などが、このようなフ
ィルムに対して接着性を有する場合は、接合層を介さず直接これらの層をフィルムにラミ
ネートすることもできる。結晶性が低く基材との接着性に優れることから、押出フィルム
、特に無延伸の押出フィルムが好ましい。接着層を構成する成分を含む溶剤希釈組成物を
ライナー上にコーティングし、溶媒を除去して接着層フィルムを形成し、接合層を介して
、接着層、意匠層、バルク層などの上に、そのフィルムをラミネートすることもできる。
意匠層、バルク層などが、接着層フィルムに対して接着性を有する場合は、接合層を介さ
ず直接これらの層を接着層フィルムにコーティングまたはラミネートすることもできる。
接着層を他の層と多層押し出しすることによって形成することもできる。
【００２９】
　接着層に含まれるプロピレン単位を有するポリマーは、プロピレン単位を約２５質量％
以上、約１００質量％以下有する。当該ポリマーに含まれるプロピレン単位を約３５質量
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％以上、または約５０質量％以上としてもよい。
【００３０】
　接着層として使用できるフィルムとして、市販のポリプロピレンフィルム、ＲＸＣ－３
（三井化学東セロ株式会社製、ポリプロピレンとエチレン／プロピレン／１－ブテン共重
合体のブレンド、プロピレン単位の割合８２質量％）、ＦＸ－３３３（オージェイケイ株
式会社製、ポリプロピレンとエチレン／プロピレン／１－ブテン共重合体のブレンド、プ
ロピレン単位の割合９５質量％）などが挙げられる。
【００３１】
　接着層として、多層押出、ラミネートなどによって形成された多層フィルムを使用する
こともできる。結晶性が低く基材との接着性に優れることから、多層押出フィルムが好ま
しい。例えば、装飾シート全体の引っ張り応力を高くすることにより装飾シート全体にコ
シを与えて取り扱い性を向上させるためにプロピレン単位を１００質量％含有するポリプ
ロピレン樹脂をコアとし、表面を柔らかくして他層との層間接着力を上げるためにプロピ
レン単位を１００質量％未満、例えば８５質量％含有するポリオレフィン樹脂をスキンと
した多層フィルムにすることで、相反する性質を同時に発現することが可能になる。さら
に、例えば、プロピレン単位を８５質量％含有するポリオレフィン樹脂に酸化チタンを例
えば３０質量％分散したものをコアとし、プロピレン単位を８５質量％含有するポリオレ
フィン樹脂をスキンとして多層押出することで、酸化チタン粒子は表面に露出していない
が隠蔽性を有する着色装飾シートを作ることも可能である。
【００３２】
　接着層の厚さは様々であってよいが、一般に、約５μｍ以上、約２０μｍ以上、または
約５０μｍ以上、約１ｍｍ以下、約５００μｍ以下、または約２５０μｍ以下である。接
着層の厚さを、約２０μｍ以上、または約５０μｍ以上とすることにより、より高い接着
力を得ることができる。一方、接着層の厚さを、約５００μｍ以下、または約２５０μｍ
以下とすることにより、装飾シートの基材に対する形状追従性をより高めることができる
。
【００３３】
　任意の要素である意匠層として、塗装色、金属色などを呈するカラー層、木目、石目な
どの模様や、ロゴ、絵柄などを構造体に付与するパターン層などが挙げられる。例えばカ
ラー層として、酸化チタン、カーボンブラック、黄鉛、黄色酸化鉄、ベンガラ、赤色酸化
鉄などの無機顔料、フタロシアニンブルー、フタロシアニングリーンなどのフタロシアニ
ン系顔料、アゾレーキ系顔料、インジゴ系顔料、ペリノン系顔料、ペリレン系顔料、キノ
フタロン系顔料、ジオキサジン系顔料、キナクリドンレッドなどのキナクリドン系顔料な
どの有機顔料、アルミニウムフレーク、蒸着アルミニウムフレーク、金属酸化物被覆アル
ミニウムフレーク、着色アルミニウムフレークなどのアルミ光輝材、フレーク状の、酸化
チタン、酸化鉄などの金属酸化物で被覆されたマイカおよび合成マイカなどのパール光輝
材などの顔料がバインダー樹脂に分散されたものを使用することができる。パターン層と
して、印刷されたパターンを有するフィルム、シート、金属箔などを使用することができ
る。意匠層の厚さは様々であってよく、一般に、約５μｍ以上、約１０μｍ以上、または
約１０μｍ以上、約３００μｍ以下、約２００μｍ以下、または約１００μｍ以下とする
ことができる。装飾シートの他の層の上に蒸着などによって形成された金属薄膜をカラー
層とすることもできる。この場合は、意匠層の厚さを、約０．１μｍ以上、約０．５μｍ
以上、または約１μｍ以上、約５０μｍ以下、約２０μｍ以下、または約１０μｍ以下と
することができる。
【００３４】
　任意の要素であるバルク層として、真空圧空成形または真空成形に適した様々な樹脂、
例えば、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）を含むアクリル樹脂、ポリウレタン、ポ
リ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、アクリロニトリル／ブタジエン／
スチレン共重合体（ＡＢＳ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）などのポ
リオレフィン、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレートなど
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のポリエステル、エチレン／アクリル酸共重合体、エチレン／アクリル酸エチル共重合体
、エチレン／酢酸ビニル共重合体などの共重合体が使用できる。強度、耐衝撃性などの観
点から、バルク層としてポリウレタン、ＰＶＣ、ＰＥＴ、ＡＢＳおよびポリカーボネート
が有利に使用できる。バルク層は意匠層である印刷や金属薄膜の支持層となり、また、成
形時の均一な伸びを与え、外部からの穿刺、衝撃などから構造体をより有効に保護する保
護層としても機能することができる。また、接着層や表面層を厚くする代わりにバルク層
によって装飾シートの厚みを増すこともできる。厚い装飾シートは、基材表面の凹凸を隠
蔽して構造体表面を平滑にすることができる。バルク層の厚さは様々であってよいが、装
飾シートの成形性に悪影響を及ぼさずに上記機能を装飾シートに付与するという観点から
、一般に、約２００μｍ以上、約５００μｍ以上、または約１ｍｍ以上であり、約５ｍｍ
以下、約４ｍｍ以下、または約３ｍｍ以下とすることができる。
【００３５】
　上記の層を接合するために接合層を用いてもよい。接合層として、一般に使用されるア
クリル系、ポリオレフィン系、ポリウレタン系、ポリエステル系、ゴム系などの、溶剤型
、エマルジョン型、感圧型、感熱型、または熱もしくは紫外線硬化型の接着剤を使用する
ことができ、熱硬化型ポリウレタン接着剤が有利に使用できる。接合層の厚さは、一般に
、約５μｍ以上、約１０μｍ以上、または約２０μｍ以上、約３００μｍ以下、約２００
μｍ以下、または約１００μｍ以下とすることができる。
【００３６】
　表面層、接着層、バルク層、接合層、および／または基材は、意匠層について説明した
ものと同じ無機顔料、有機顔料、アルミ光輝材、パール光輝材などの着色材を含んでもよ
い。接着層が多層接着層の場合は、接着層に含まれる層のうち１または複数の層に着色材
が含まれてもよい。上記層が着色材を含むことにより、意匠層を用いなくても構造物に意
匠性を付与することができる。カラー層などの意匠層を有する装飾シートは、その面積伸
び率が大きくなると、すなわちより大きく延伸されると、意匠層の呈する色調に変化が生
じて下地である基材を隠蔽する性能が低下する場合があるが、意匠層と基材の間に位置す
る接着層を酸化チタンで着色することにより、成形性および接着力に影響を及ぼさずに高
延伸時でも高い隠蔽性を実現することができる。この場合、接着層の厚さは約２５μｍ以
上、約５０μｍ以上、または約７５μｍ以上であり、約１ｍｍ以下、約５００μｍ以下、
または約２５０μｍ以下とすることが有利であり、接着層に含まれる酸化チタンの量は、
約２質量％以上、約５質量％以上、または約１２質量％以上、約８０質量％以下、約７０
質量％以下、または約６０質量％以下とすることが有利である。プロピレン単位を有する
ポリマーを含有する基材を酸化チタンで着色した場合も高延伸時の高い隠蔽性と接着力を
得ることができる。基材に含まれる酸化チタンの量は、約２質量％以上、約５質量％以上
、または約１２質量％以上、約８０質量％以下、約７０質量％以下、または約６０質量％
以下とすることが有利である。
【００３７】
　本開示において、真空圧空成形または真空成形を用いて基材に適用することのできる装
飾シートの厚さは非常に広い範囲にわたる。例えば、厚さ約１０μｍ以上、約２０μｍ以
上、または約３０μｍ以上、約７ｍｍ以下、約５ｍｍ以下、または約３ｍｍ以下の広い範
囲にわたって装飾シートを基材に適用することができる。本開示によれば、厚さ約３０μ
ｍ以上、約３５０μｍ以下の装飾シートを用いることにより、複雑な形状を有する基材に
対しても装飾シートを十分に追従させて、優れた外観を有する構造体を提供することがで
きる。また、このように薄い装飾シートを用いることで、少ない材料で真空予備成形と射
出成形の組み合わせと同様の加飾が実現でき、また、成形時の加熱時間を減らしてタクト
タイムを短くすることができる。本開示とは対照的に、装飾シートを予備附形して、その
上で基材樹脂を射出成形する場合、厚さ約３５０μｍ未満の装飾シートを用いると、射出
成形金型のキャビティに合うように予備附形したシートの形状を保つことができず、射出
成形時に装飾シートにしわなどが発生する場合がある。一方、本開示によれば、厚さ約８
００μｍ以上、約３ｍｍ以下の装飾シートを用いることにより、外部からの穿刺、衝撃な
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どから構造体をより有効に保護することができる。また、成形前の厚さが約１．５ｍｍ以
上、約３ｍｍ以下であり、かつ成形後の厚さが約３７５μｍ以上、約３ｍｍ以下である装
飾シートを用いることにより、さらに、基材表面の凹凸を隠蔽して構造体表面を平滑にす
ることもできる。本開示とは対照的に、装飾シートを予備附形して、その上で基材樹脂を
射出成形する場合、厚さ約８００μｍを越える装飾シートを用いると、射出成形型にセッ
トできないか射出された溶融樹脂の流れを妨げてしまう場合がある。
【００３８】
　装飾シートの製造方法については特に限定されない。各層についてはすでに説明したと
おり製造することができる。装飾シートは、例えば、表面を剥離処理したＰＥＴフィルム
などのライナーの上に各層を形成し、これらをラミネートすることにより製造することが
できる。あるいは、一枚のライナーの上に、コーティング工程と必要に応じて硬化工程を
繰り返して、各層を順次積層することもできる。各層の材料を多層押し出しして装飾シー
トを形成することもできる。
【００３９】
　以下、図３を参照しながら、真空圧空成形法を用いて装飾シートを基材に適用する方法
について例示的に説明する。
【００４０】
　図３（Ａ）に示すように、例示的な真空加熱圧着装置３０は、上下に第１真空室３１お
よび第２の真空室３２をそれぞれ有しており、上下の真空室の間に被着体である基材２０
に貼り付ける装飾シート１０をセットする治具が備えられている。また、下側の第１真空
室３１には、上下に昇降可能な昇降台３５（不図示）の上に仕切り板３４および台座３３
が設置されており、三次元形状物などの基材２０はこの台座３３の上にセットされる。こ
のような真空加熱圧着装置としては、市販のもの、例えば両面真空成型機（布施真空株式
会社製）などを使用することができる。
【００４１】
　図３（Ａ）に示すように、まず、真空加熱圧着装置３０の第１真空室３１および第２真
空室３２を大気圧に解放した状態で、上下の真空室の間に、装飾シート１０をセットする
。第１真空室３１において台座３３の上に基材２０をセットする。
【００４２】
　次に、図３（Ｂ）に示すように、第１真空室３１および第２真空室３２を閉鎖し、それ
ぞれ減圧し、各室の内部を真空（大気圧を０ａｔｍとした場合例えば－１ａｔｍ）にする
。その後または真空にするのと同時にシートを加熱する。次いで、図３（Ｃ）に示すよう
に、昇降台３５を上昇させて基材２０を第２真空室３２まで押し上げる。加熱は、例えば
第２真空室３２の天井部に組み込まれたランプヒータで行うことができる。
【００４３】
　加熱された装飾シート１０は基材２０の表面に押しつけられて延伸される。その後また
は延伸と同時に、図３（Ｄ）に示すように、第２真空室３２内を適当な圧力（例えば２ａ
ｔｍ～０ａｔｍ）に加圧する。圧力差により装飾シート１０は基材２０の露出表面に密着
し、露出表面の凹凸形状に追従して延伸し、基材表面に密着した被覆を形成する。図３（
Ｂ）の状態で減圧および加熱を行った後、そのまま第２真空室３２内を加圧して、装飾シ
ート１０で基材２０の露出表面を被覆することもできる。
【００４４】
　この後、上下の第１真空室３１および第２真空室３２を再び大気圧に開放して、装飾シ
ート１０で被覆された基材２０を外に取り出す。図３（Ｅ）に示すように、基材２０の表
面に密着した装飾シート１０のエッジをトリミングして、真空圧空成形工程は完了する。
このようにして、装飾シート１０が基材２０の端部においてその裏面２１まで回り込んで
露出面をきれいに被覆する、良好な巻き込み被覆がなされた構造体１を得ることができる
。
【００４５】
　真空成形法は、第２真空室がないこと以外は真空圧空成形法に用いられる装置と同様の
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装置を用いて行うことができる。例えば、真空成形法によれば、装飾シートの基材がない
側の圧力を常に大気圧とし、第１真空室が大気圧に解放された状態で装飾シートを加熱し
、装飾シートを基材に接触させてからまたは接触と同時に、第１真空室を減圧することに
よって、装飾シートを基材に適用することができる。
【００４６】
　真空加熱圧着装置の加熱温度の設定は、基材および装飾シートに悪影響を及ぼさない範
囲で適宜決定でき、例えば約８０℃以上、約１００℃以上、約１２０℃以上、約２２０℃
以下、約２００℃以下、または約１９０℃以下とすることができる。本開示によれば、装
飾シートを基材に適用するときの接着層の表面温度が接着層および基材のいずれの融点よ
り低い温度であっても、予想外なことに、十分な接着力で装飾シートを基材に適用するこ
とができる。装飾シートを基材に適用するときの接着層の表面温度は、例えば約６０℃以
上、約８０℃以上、または約１００℃以上、約１９０℃以下、約１７０℃以下、または約
１５０℃以下とすることができる。より高い接着力を達成することができることから、真
空圧空成形法が有利に使用できる。真空圧空成形法の減圧過程における真空度をより真空
に近づけると、貼り付けた時のエアだまりが発生しにくい、および／またはいったんエア
だまりができた後そこからエアが抜けた輪郭（跡）が発生しにくいため、良好な外観を得
ることができる。また、上記真空度をより真空に近づけると、更に接着力が顕著に高くな
るという驚くべき効果もある。真空圧空成形法の減圧過程における真空度としては、例え
ば、装飾シート適用時の大気圧を０．００ａｔｍ、完全な真空状態を－１．００ａｔｍと
した時に、約－０．８５ａｔｍ以下が好ましく、約－０．９２５ａｔｍ以下がより好まし
く、約－０．９７ａｔｍ以下がさらに好ましい。接着層の表面温度は、サーモカップルシ
ート（Ｋ）（坂口電熱株式会社製）の熱電対を、温度測定する面を被覆しないように基材
表面に耐熱テープで固定し、装飾シート適用前後にわたって装飾シートの接着層の表面温
度を実測することにより決定される。表面温度は、モバイル型温度レコーダーＮＲ－１０
００（株式会社キーエンス製）を用いて、モニター間隔１００ミリ秒（ｍＳｅｃ）の条件
で測定される。
【００４７】
　成形後の装飾シートの最大面積伸び率は、一般に、約５０％以上、約１００％以上、ま
たは約２００％以上、約２０００％以下、約１０００％以下、または約５００％以下であ
る。面積伸び率は、面積伸び率（％）＝（Ｂ－Ａ）／Ａ（Ａ：装飾シートのある部分の成
形前の面積、Ｂ：装飾シートのＡに対応する部分の成形後の面積）で定義される。例えば
、装飾シートのある部分の面積が成形前に１００ｃｍ２であって、その部分が成形後に基
材の表面で２５０ｃｍ２となった場合は１５０％である。最大面積伸び率は、成形品表面
全ての装飾シートのなかで最も高い面積伸び率の箇所の値を言う。三次元立体形状の基材
に平らなシートを真空圧空成形または真空成形により貼り付けると、例えば最初にシート
が基材に当たる部分はほとんど延伸されず面積伸び率はほぼ０％であり、最後に貼り付け
られる端部では大きく延伸されて面積伸び率が２００％以上になるといったように、場所
によって面積伸び率が大きく異なる。シートが最も大きく延伸された部分で基材に対する
未追従やシートの破れといった不具合が起きるか否かが成形の合否を決めることから、成
形品全体の平均面積伸び率ではなく、最も大きく延伸された部分の面積伸び率、すなわち
最大面積伸び率が成形品の合否の実質的な指標となる。最大面積伸び率は、例えば成形前
の装飾シートの表面全体に１ｍｍ四方のマス目を印刷しておき、成形後にその面積変化を
測定する、あるいは成形前後の装飾シートの厚さを測定することにより確認できる。成形
後の装飾シートの厚さは、面積伸び率と同様に装飾シートの場所によって異なるが、一般
に、約７μｍ以上、約１２μｍ以上、約２０μｍ以上、約２００μｍ以上、または約３７
５μｍ以上であり、成形前の装飾シートの厚さと同じまたは実質的に同じであるか、また
はそれ以下、例えば約３ｍｍ以下、約１．５ｍｍ以下、約１ｍｍ以下、もしくは約３５０
μｍ以下である。
【００４８】
　本開示の構造体は、自動車部品、家電製品、車輌（鉄道など）、建材などとして使用す
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【実施例】
【００４９】
　本開示の構造体およびその製造方法を、以下の実施例を参照してさらに説明する。
【００５０】
＜シルバー色装飾シートＡの作製＞
　表１に示す構成を有するシルバー色装飾シートＡを、表２に示す接着層フィルムを用い
て以下のようにして作製した。
【００５１】
　表面層：水分散性ポリカーボネート系ポリウレタンＲ－９８６（ＤＳＭ社製）７０ｇ、
Ｔｉｎｕｖｉｎ２９２（ＢＡＳＦ社製、光安定剤）０．５ｇ、Ｔｉｎｕｖｉｎ１１３０（
ＢＡＳＦ社製、紫外線吸収剤）０．８５ｇ、ＴｒｉｔｏｎＧＲ－７Ｍ（ダウ・ケミカル社
製）０．２ｇ、ＡＭＰ９５（ダウ・ケミカル社製）０．１ｇ、脱イオン水３ｇ、ポリカル
ボジイミド系架橋剤カルボジライトＶ－０２（日清紡ケミカル株式会社製）６．５ｇを混
合攪拌してプレ溶液を作成した。プレ溶液をＰＥＴフィルム上にバーコートして、熱風オ
ーブン中で９０℃３分乾燥後、さらに１６０℃３分乾燥硬化して表面層フィルムを得た。
【００５２】
　カラー層：アルミニウムペースト７４３０ＮＳ（東洋アルミニウム株式会社製）５ｇを
同量の酢酸ブチルと混合攪拌したものに特開２００９－３５５８８号公報、実施例９のプ
レ溶液（固形分約２５％）１００ｇを混合攪拌してプレ溶液を作成した。プレ溶液を２軸
延伸ＰＰフィルムとＰＥＴフィルムを貼り合わせたフィルムのＰＰ面上にバーコートして
、熱風オーブン中で８０℃５分乾燥後、さらに１２０℃１５分乾燥硬化してカラー層フィ
ルムを得た。
【００５３】
　接合層（表面層／カラー層）：ポリウレタン接着剤ニッポラン３１２４（日本ポリウレ
タン工業株式会社製）８０ｇ、コロネートＨＬ（日本ポリウレタン工業株式会社製）４ｇ
、酢酸エチル４０ｇを混合攪拌してプレ溶液を作成した。プレ溶液をカラー層上にバーコ
ートして、熱風オーブン中で８０℃３分乾燥した後、コロナ処理をかけた表面層フィルム
上に接合層が接するようにしてロールラミネーターで貼り合わせた。
【００５４】
　接合層（カラー層／接着層）：上記接合層に用いたプレ溶液をコロナ処理をかけた接着
層フィルム上にバーコートして、熱風オーブン中で８０℃３分乾燥した後、上記表面層か
らカラー層までを含む積層体からＰＰ＋ＰＥＴフィルムを剥がし、カラー層上に接合層が
接するようにしてロールラミネーターで貼り合わせた。
【００５５】
　その後、上記フィルムの表面層表面からＰＥＴフィルムを剥がし、必要に応じて、残留
溶剤を除去し、反応硬化を促進するため加熱養生した。このようにして、様々な接着層を
有するシルバー色装飾シートＡを作製した。
【００５６】
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【表１】

【００５７】

【表２】

【００５８】
＜黒色装飾シートの作製＞
　表３に示す構成を有する黒色装飾シートを以下のようにして作製した。
【００５９】
（５０μｍ厚黒色装飾シート）
　表面層：シルバー色装飾シートＡの表面層と同様の手順で表面層フィルムを得た。
【００６０】
　カラー層（表面層／接着層の接合層を兼ねる）／接着層：ポリウレタン接着剤ニッポラ
ン３１２４（日本ポリウレタン工業株式会社製）８０ｇ、コロネートＨＬ（日本ポリウレ
タン工業株式会社製）４ｇ、酢酸エチル４０ｇ、カーボンＢＬＫウレタン樹脂分散ＴＴ５
０１（ＢＡＳＦ社製）３０ｇを混合攪拌してプレ溶液を作成した。プレ溶液をコロナ処理
をかけた接着層フィルム（プロピレン単位を８９質量％含有するポリオレフィンフィルム
にＰＥＴフィルムを積層、オージーフィルム株式会社試作品）のポリオレフィン樹脂面上
にバーコートして、熱風オーブン中で８０℃３分乾燥した後、コロナ処理をかけた表面層
フィルム上にカラー層が接するようにしてロールラミネーターで貼り合わせた。
【００６１】
　その後、上記フィルムの表面層表面および接着層表面からそれぞれＰＥＴフィルムを剥
がし、必要に応じて、残留溶剤を除去し、反応硬化を促進するため加熱養生した。このよ
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うにして、５０μｍ厚黒色装飾シートを作製した。
【００６２】
（２４５～２２６５μｍ厚黒色装飾シート）
　表面層からバルク層：シルバー色装飾シートＡの接合層に用いたプレ溶液をコロナ処理
をかけた様々な厚さのＰＣフィルム上にバーコートして、熱風オーブン中で８０℃３分乾
燥した後、コロナ処理したＰＭＭＡフィルム　テクノロイＳ００１（住友化学株式会社製
）をロールラミネーターで貼り合わせた。ＰＣフィルムなし（２４５μｍ厚）ではＰＭＭ
Ａフィルム単層をそのまま用いた。
【００６３】
　カラー層：カーボンＢＬＫウレタン樹脂分散ＴＴ５０１（ＢＡＳＦ社製）１０ｇと特開
２００９－３５５８８号公報、実施例９のプレ溶液（固形分約２５％）１００ｇを混合攪
拌してプレ溶液を作成した。プレ溶液を２軸延伸ＰＰフィルムとＰＥＴフィルムを貼り合
わせたフィルムのＰＰ面上にバーコートして、熱風オーブン中で８０℃５分乾燥後、さら
に１２０℃１５分乾燥硬化して、上記表面層からバルク層までを含む積層体のバルク層（
バルク層がない場合は表面層）上にカラー層が接するようにしてロールラミネーターで貼
り合わせた。
【００６４】
　接合層（カラー層／接着層）：シルバー色装飾シートＡの接合層に用いたプレ溶液をコ
ロナ処理をかけたＴＰＯフィルム　ＲＸＣ－３（三井化学東セロ株式会社製）上にバーコ
ートして、熱風オーブン中で８０℃３分乾燥した後、上記表面層からカラー層までを含む
積層体のカラー層からＰＰ＋ＰＥＴフィルムを剥がし、カラー層上に接合層が接するよう
にしてロールラミネーターで貼り合わせた。
【００６５】
　その後、上記フィルムの表面層表面からＰＥＴフィルムを剥がし、必要に応じて、残留
溶剤を除去し、反応硬化を促進するため加熱養生した。このようにして、２４５～２２６
５μｍ厚黒色装飾シートを作製した。
【００６６】
【表３】

【００６７】
＜シルバー色装飾シートＢおよび白色装飾シートの作製＞
　表４－１に示す構成を有するシルバー色装飾シートＢおよび白色装飾シートを以下のよ
うにして作製した。
【００６８】
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　表面層：シルバー色装飾シートＡの表面層と同様の手順で表面層フィルムを得た。
【００６９】
　平均粒径６～７μｍの金属アルミ粉を３０質量％含有する低密度ポリエチレン樹脂マス
ターバッチペレット（ＰＥＸ４９６　Ｓｉｌｖｅｒ　ＡＬ　＃０９０、東京インキ株式会
社製）１００質量部と、無着色のポリプロピレン樹脂ペレット（ノバテック　ＭＡ－３、
日本ポリプロ株式会社製）２００質量部とを混合したものを加熱溶融連続製膜装置を用い
て押し出して、プロピレン単位を６７質量％含有するポリオレフィン樹脂にアルミ光輝材
１０質量％が分散されたシルバー色接着層フィルムを作製した。融点を測定すると１６１
℃であった。
【００７０】
　白色接着層：プロピレン単位を８５質量％含有するポリオレフィン樹脂に酸化チタン１
０質量％が分散された白色フィルム（グンゼ株式会社試作品）を使用した。
【００７１】
　接合層（表面層／シルバー色または白色接着層）：シルバー色装飾シートＡの接合層に
用いたプレ溶液をコロナ処理をかけた各接着層フィルム上にバーコートして、熱風オーブ
ン中で８０℃３分乾燥した後、表面層上に接合層が接するようにしてロールラミネーター
で貼り合わせた。
【００７２】
　その後、上記フィルムの表面層表面からＰＥＴフィルムを剥がし、必要に応じて、残留
溶剤を除去し、反応硬化を促進するため加熱養生した。このようにして、シルバー色装飾
シートＢおよび白色装飾シートを作製した。
【００７３】
【表４－１】

＜シルバー色装飾シートＣの作製＞
　表４－２に示す構成を有するシルバー色装飾シートＣを以下のようにして作製した。
【００７４】
　表面層：シルバー色装飾シートＡの表面層と同様の手順で表面層フィルムを得た。
【００７５】
　カラー層：シルバー色装飾シートＡのカラー層と同様の手順でカラー層フィルムを得た
。
【００７６】
　接着層：接着層として、ＴＰＯフィルム　ＲＸＣ－３（三井化学東セロ株式会社製）に
加えて、プロピレン単位を８２質量％含有するポリオレフィン樹脂に酸化チタン５質量％
が分散された白色フィルム（二村化学工業株式会社試作品）およびプロピレン単位を８５
質量％含有するポリオレフィン樹脂に酸化チタン１０、１５、３０、５０質量％が分散さ
れた白色フィルム（グンゼ株式会社試作品）を使用した。
【００７７】
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　接合層（表面層／カラー層）：シルバー色装飾シートＡの接合層に用いたプレ溶液をカ
ラー層上にバーコートして、熱風オーブン中で８０℃３分乾燥した後、コロナ処理をかけ
た表面層フィルム上に接合層が接するようにしてロールラミネーターで貼り合わせた。
【００７８】
　接合層（カラー層／接着層）：シルバー色装飾シートＡの接合層に用いたプレ溶液をコ
ロナ処理をかけた接着層フィルム上にバーコートして、熱風オーブン中で８０℃３分乾燥
した後、上記表面層からカラー層までを含む積層体からＰＰ＋ＰＥＴフィルムを剥がし、
カラー層上に接合層が接するようにしてロールラミネーターで貼り合わせた。
【００７９】
　その後、上記フィルムの表面層表面からＰＥＴフィルムを剥がし、必要に応じて、残留
溶剤を除去し、反応硬化を促進するため加熱養生した。このようにして、様々な接着層を
有するシルバー色装飾シートＣを作製した。
【００８０】
【表４－２】

【００８１】
＜基材＞
　基材として、表５に示す平板またはほぼ平面に近い形状の基材－１～基材－８（おおよ
そ５０～７５ｍｍ×１００～１５０ｍｍ×２～３ｍｍ厚）、ＴｉＯ２－５、ＴｉＯ２－３
０、ＴｉＯ２－５０、自動車用ＰＰ製ランプベゼル、表面粗さ値Ｒａ：５．４５４μｍ、
Ｒｚ：２０．７０８μｍのシボ表面を有するＰＰ平板（ＭＨ４、東プラ産業株式会社製）
を用いた。白色基材であるＴｉＯ２－５、ＴｉＯ２－３０、ＴｉＯ２－５０は、シルバー
色装飾シートＣの接着層フィルムと同じ材料を平板に押し出したものである。接着層と同
じ測定方法による実測値または市場の一般データによる融点を併せて表５に示す。
【００８２】
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【表５】

【００８３】
＜成形法＞
　本実施例で使用した成形法は以下の三種類である。
【００８４】
Ａ．真空圧空成形
　装置：ＮＧＦ－０７０９（布施真空株式会社製）
　圧力（装飾シート適用時の大気圧を０．００ａｔｍ、完全な真空状態を－１.００ａｔ
ｍとして）　減圧：－０．９９、－０．９５、－０．９０、－０．８０ａｔｍ、加圧：０
、１、２ａｔｍ
　加熱設定温度：１３０、１５０、１７０、１９０℃
　装飾シート：内寸２６０×２６０ｍｍ正方形の開口部にセット
　基材：開口部から８０ｍｍ低い位置にセット
　面積伸び率（平板）：１５０％（開口部の中央部）～２００％（１５０ｍｍ四方の基材
の隅）
　面積伸び率（ランプベゼル）：立壁面（側面）で約１００％（シリコン樹脂の台座に乗
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【００８５】
Ｂ．真空成形
　圧力以外はＡと同じ、圧力　減圧：－０．９９ａｔｍ
【００８６】
Ｃ．真空予備成形＋インモールド射出成形（比較例）
　真空成形で予備附形した装飾シートの周囲をトリミングして、装飾シートを肉厚２．５
ｍｍのドアモール射出成形金型のキャビティ側にセットした後、２３０℃で溶融したポリ
プロピレンを射出して装飾シートと射出樹脂を一体化する。
【００８７】
＜評価方法＞
　以下の評価は全て常温（２０～２５℃）で行った。
　接着力：平板基材に適用した、１０ｍｍ幅×１００ｍｍ長の装飾シートサンプルを２０
０ｍｍ／分で１８０°ピールしたときの剥離力または破断時の力（Ｎ／１０ｍｍ）を三回
測定して、その平均値を接着力とする。
　常態接着力：装飾シート適用後、２４時間後に上記方法で接着力を測定する。
　耐熱接着力：装飾シート適用後、８０℃の熱風オーブンに１６８時間入れ、取り出して
から２４時間後に上記方法で接着力を測定する。
　耐水接着力：装飾シート適用後、４０℃の水に１６８時間浸漬し、取り出してから２４
時間後に上記方法で接着力を測定する。
　せん断保持力：平板基材に適用した装飾シートの表面（１０ｍｍ×１０ｍｍ）に、接着
剤を用いてアルミニウム板を貼り付け、１ｋｇのせん断方向荷重をかけて８０℃に保持し
、アルミニウム板が落下するまでの時間を三回測定して、その平均値をせん断保持力とす
る。
　接着層温度：サーモカップルシート（Ｋ）（坂口電熱株式会社製）の熱電対を、温度測
定する面を被覆しないように基材表面に耐熱テープで固定し、装飾シート適用前後にわた
って装飾シートの接着層の表面温度を実測する。表面温度は、モバイル型温度レコーダー
ＮＲ－１０００（株式会社キーエンス製）を用いて、モニター間隔１００ミリ秒（ｍＳｅ
ｃ）の条件で測定する。
　鮮映度測定：ＰＧＤ－ＩＶ（東京光電株式会社製）を用いて装飾シート表面の平滑性を
測定する。
　隠蔽性測定：Ｓｐｅｃｔｒａｆｌａｓｈ　ＳＦ－６００（Ｄａｔａ　Ｃｏｌｏｒ社製）
を用いて、装飾シートを延伸せずに基材に適用したサンプルに対して、１５０％延伸して
適用したサンプルの色差ΔＥ＊を測定する。
【００８８】
　シルバー色装飾シートＡの接着層および基材の組み合わせを変え、一部の組み合わせに
ついては加熱設定温度を変えて、面積伸び率１５０％、減圧：－０．９９ａｔｍ、加圧：
２ａｔｍで真空圧空成形法を用いて装飾シートを基材に適用したときの常態接着力を評価
した結果を表６および７に示す。
【００８９】
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【表６】

【００９０】
【表７】

【００９１】
　接着層－３（ＴＰＯフィルム、ＲＸＣ－３、融点１４３℃）を有する装飾シートおよび
基材－１（プロピレン１００質量％）を用い、面積伸び率が１５０％となるように真空圧
空成形または真空成形したときの、成形条件および接着層表面の実測温度と常態接着力の
関係を表８に示す。
【００９２】
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【表８】

【００９３】
　接着層－３（ＴＰＯフィルム、ＲＸＣ－３）を有する装飾シート、基材－１（プロピレ
ン１００質量％）および基材－２（プロピレン７２質量％）を用い、面積伸び率が１５０
％となるように真空圧空成形したときの、成形条件と常態接着力および外観の関係を表９
に示す。
【００９４】

【表９】

【００９５】
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　接着層－３（ＴＰＯフィルム、ＲＸＣ－３）を有する装飾シート、基材－１（プロピレ
ン１００質量％）および基材－２（プロピレン７２質量％）を用い、面積伸び率１５０％
、減圧：－０．９９ａｔｍ、加圧：２ａｔｍで真空圧空成形したときの、常態接着力、耐
熱接着力、耐水接着力、およびせん断保持力を評価した結果を表１０に示す。
【００９６】
【表１０】

【００９７】
　真空圧空成形法を用いて様々な厚さの黒色装飾シートを自動車用ＰＰ製ランプベゼル（
三次元形状物）に適用したときの、装飾シートの成形性を評価した。また、比較例として
真空予備成形とインモールド射出成形を組み合わせたときの成形性も評価した。結果を表
１１に示す。
【００９８】
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【表１１】

【００９９】
　表面粗さ値Ｒａ：５．４５４μｍ、Ｒｚ：２０．７０８μｍのシボ表面を有するＰＰ平
板に様々な厚さの黒色装飾シートを適用し、面積伸び率１５０％、減圧：－０．９９ａｔ
ｍ、加圧：２ａｔｍで真空圧空成形したときに、シボ表面の凹凸を緩和して装飾シートの
適用面に平滑な表面が形成できるか確認した。外観および鮮映度を評価した結果を表１２
に示す。
【０１００】
【表１２】
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【０１０１】
　接着層が着色されたシルバー色装飾シートＢおよび白色装飾シートを用いて、面積伸び
率１５０％、減圧：－０．９９ａｔｍ、加圧：２ａｔｍで真空圧空成形したときの、成形
性、外観および常態接着力を評価した結果を表１３に示す。
【０１０２】
【表１３】

【０１０３】
　白色に着色した接着層（ＴｉＯ２－０以外）を有し、カラー層を有するシルバー色装飾
シートＣを基材に適用したときの隠蔽性を調べた。さらに、基材を着色したときの隠蔽性
への影響を調べた。面積伸び率１５０％、減圧：－０．９９ａｔｍ、加圧：２ａｔｍで真
空圧空成形したときの、成形性、隠蔽性（ΔＥ＊）および常態接着力を評価した結果を表
１４に示す。
【０１０４】
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【表１４】

【符号の説明】
【０１０５】
　１　　構造体
　１０　　装飾シート
　１１　　表面層
　１２　　接着層
　１３　　意匠層
　１４　　バルク層
　１５　　接合層
　２０　　基材
　２１　　基材裏面
　３０　　真空加熱圧着装置
　３１　　第１真空室
　３２　　第２真空室
　３３　　台座
　３４　　仕切り板
　３５　　昇降台
　本発明の実施態様の一部を以下の項目１－１１に列記する。
[１]
　表面層、およびプロピレン単位を２５質量％～１００質量％有するポリマーを含有する
接着層を含む装飾シートと、プロピレン単位を２５質量％～１００質量％有するポリマー
を含有する基材とが、真空圧空成形または真空成形により一体化された構造体。
[２]
　前記接着層および前記基材の融点がともに１３０℃以上である、項目１に記載の構造体
。
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[３]
　－０．９２５ａｔｍ以下の真空度の減圧を伴う真空圧空成形により一体化された、項目
１または２のいずれかに記載の構造体。
[４]
　成形後の前記装飾シートの最大面積伸び率が５０％以上である、項目１～３のいずれか
一項に記載の構造体。
[５]
　前記装飾シートの厚さが成形前に３０μｍ～３ｍｍでありかつ成形後に７μｍ～３ｍｍ
である、項目１～４のいずれか一項に記載の構造体。
[６]
　前記装飾シートの厚さが成形前に３０μｍ～３５０μｍでありかつ成形後に７μｍ～３
５０μｍである、項目５に記載の構造体。
[７]
　前記装飾シートの厚さが成形前に８００μｍ～３ｍｍでかつ成形後に２００μｍ～３ｍ
ｍである、項目５に記載の構造体。
[８]
　前記接着層が着色材を含む、項目１～７のいずれか一項に記載の構造体。
[９]
　前記接着層および前記基材の少なくとも一つが酸化チタンを含み、前記表面層と前記接
着層の間に配置された意匠層をさらに含む、項目１～７のいずれか一項に記載の構造体。
[１０]
　前記接着層が多層押出フィルムを含む、項目１～９のいずれか一項に記載の構造体。
[１１]
　表面層、およびプロピレン単位を２５質量％～１００質量％有するポリマーを含有する
接着層を含む装飾シートを用意し、
　プロピレン単位を２５質量％～１００質量％有するポリマーを含有する基材を用意し、
　真空圧空成形または真空成形により前記装飾シートを前記基材に適用して、前記装飾シ
ートおよび前記基材が一体化された構造体を形成することを含む、構造体の製造方法。
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