
JP 2008-510636 A 2008.4.10

10

(57)【要約】
　【課題】本発明は、装飾射出成形品と、とりわけ高度
に架橋されたプラスチック材料のリリース層を有するIM
D可能な転写フィルムを用いて、インモールド技術によ
り装飾射出成形品を製造するプロセスに関する。
　【解決手段】形成された装飾射出成形品は、射出成形
により、転写フィルムの転写層によって形成される補助
フィルムウェブに任意に接合され、また該射出成形品に
装飾を提供する装飾的な要素の両側コーティングに基づ
いて、高レベルの光学的品質を有する。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも1つの注入プラスチック材料（6,8）と、それに機械的に固定して接合され、
また転写フィルム（1）の転写層によって形成され、射出成形品(11,11a,11b)に装飾を提
供する少なくとも1つの装飾的な要素(16,16’)とによって形成される装飾射出成形品(11,
11a,11b)であって、
　a) 少なくとも1つの第一装飾的な要素(16)の両側が、少なくとも1つの射出成形プラス
チック材料(6,8)により少なくとも部分的に覆われ、または、
　b) 前記少なくとも1つの第一装飾的な要素(16)の第一側が、少なくとも1つの射出成形
プラスチック材料により少なくとも部分的に覆われ、また前記少なくとも1つの第一装飾
的な要素(16)の第二側が、深絞り加工によって立体的に形成される熱可塑性の補助フィル
ムウェブ(2)に配置され、前記少なくとも1つの装飾的な要素(16)から離れた前記補助フィ
ルムウェブ(2)側が射出成形プラスチック材料により少なくとも部分的に覆われているこ
とを特徴とする装飾射出成形品。
【請求項２】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の両側の１つは、第一プラスチック材料
(6)により少なくとも部分的に覆われ、前記第一装飾的な要素(16)の両側の他の１つは、
第二プラスチック材料(8)により少なくとも部分的に覆われ、
　b)の場合において、前記少なくとも1つの装飾的な要素(16)から離れた前記補助フィル
ムウェブ(2)側は第一プラスチック材料(6)により少なくとも部分的に覆われ、前記第一装
飾的な要素(16)の第一側は第二プラスチック材料(8’)により少なくとも部分的に覆われ
ていることを特徴とする請求項１に記載の装飾射出成形品。
【請求項３】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の両側の１つは、前記第一プラスチック
材料(6)により全体的に覆われ、前記第一装飾的な要素(16)の両側の他の１つは、前記第
二プラスチック材料(8)により全体的に覆われ、該第一および/または第二プラスチック材
料(6,8)が透明であり、
　b)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の第一側は前記第二プラスチック材料(8
’)により全体的に覆われ、前記少なくとも1つの装飾的な要素(16)から離れた前記補助フ
ィルムウェブ(2)側は前記第一プラスチック材料(6)により全体的に覆われ、前記補助フィ
ルムウェブ(2)を含めて前記第一プラスチック材料(6) および/または第二プラスチック材
料(8’)が透明であることを特徴とする請求項２に記載の装飾射出成形品。
【請求項４】
　前記第一プラスチック材料(6)及び第二プラスチック材料(8,8’)は同様な材料あるいは
、異なる化学的および/または物理的な性質を有する材料によって形成されることを特徴
とする請求項２または３に記載の装飾射出成形品。
【請求項５】
　前記第一プラスチック材料(6)は、ABS、ABS/PC混合物、PC、PMMA、SAN、ASA、TPO、PP
、またはそのグループのうち、互いに親和性を有する少なくとも2つの材料の混合物によ
って形成されることを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載の装飾射出成形品
。
【請求項６】
　前記第二プラスチック材料(8,8’)は、PMMA、ASA、ABS、SAN、PA、PC、PP、またはその
グループのうち、互いに親和性を有する少なくとも2つの材料の混合物によって形成され
、あるいは反応的な架橋プラスチック材料、特に反応樹脂あるいはポリウレタン、ポリア
ミンまたはポリ尿素システムによって形成されることを特徴とする請求項２乃至５のいず
れか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項７】
　前記第一プラスチック材料(6)及び第二プラスチック材料(8,8’)は、互いに親和性を有
しない材料によって形成され、



(3) JP 2008-510636 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)は前記第一プラスチック材料(6)及び第
二プラスチック材料(8)の間の結合剤として機能をし、
　b)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)及び前記補助フィルムウェブ(2)は、前
記第一プラスチック材料(6)及び第二プラスチック材料(8’)の間の結合剤として機能をす
ることを特徴とする請求項５及び請求項６に記載の装飾射出成形品。
【請求項８】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の両側の１側は、前記第一プラスチック
材料(6)に対して化学的に親和性を有し、該第一プラスチック材料(6)のための射出温度で
少なくとも部分的に柔らかくなり、且つ該第一プラスチック材料(6)に機械的に固定して
接合される第一層(15)によって形成され、
　b)の場合において、前記補助フィルムウェブ(2)は、前記第一プラスチック材料(6)に対
して化学的に親和性を有し、該第一プラスチック材料(6)のための射出温度で少なくとも
部分的に柔らかくなり、且つ該第一プラスチック材料(6)に機械的に固定して接合され、
前記第一装飾的な要素(16)の第二側が、前記補助フィルムウェブ(2)に対して化学的に親
和性を有し、該補助フィルムウェブ(2)にスタンピング操作のとき少なくとも部分的に柔
らかくなり、且つ該補助フィルムウェブ(2)に機械的に固定して接合される第一層(15)に
よって提供されることを特徴とする請求項２乃至７のいずれか１項に記載の装飾射出成形
品。
【請求項９】
　a)の場合において前記第一装飾的な要素(16)の前記両側の他の１側、及びb)の場合にお
いて前記装飾的な要素(16)の前記第一側は、前記第二プラスチック材料(8,8’)に対して
化学的に親和性を有し、層厚さが3～15μmの範囲であり、前記第二プラスチック材料(8,8
’)に機械的に固定して接合され、好ましく該第二プラスチック材料(8,8’)のための射出
温度で少なくとも部分的に柔らかくなる第二層(13)によって形成されることを特徴とする
請求項２乃至８のいずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項１０】
　前記第一装飾的な要素(16)は、前記第一層(15)及び第二層(13)の間、少なくとも1つの
装飾層(14)を有することを特徴とする請求項８及び９に記載の装飾射出成形品。
【請求項１１】
　前記第一プラスチック材料(6)はABS/PC混合物によって形成され、前記第二プラスチッ
ク材料(8,8’)はPMMAによって形成され、前記第二層(13)は約100,000g/molの分子量及び
約120℃のガラス転移温度Tgを有するポリメタクリル酸メチルを主成分として包含するこ
とを特徴とする請求項９または１０に記載の装飾射出成形品。
【請求項１２】
　前記第一装飾的な要素(16)の平面に対して垂直に見れば、前記第二プラスチック材料(8
,8’)は、厚さが１～10ｍｍの範囲で、好ましくは３～５ｍｍの範囲であることを特徴と
する請求項２乃至１１のいずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項１３】
　前記プラスチック材料(6,8,8’)は、少なくとも1つの着色剤、好ましく、透明な着色剤
、金属粒子あるいは熱発色性あるいは光発色性の顔料により着色されることを特徴とする
請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項１４】
　前記第一プラスチック材料(6)及び第二プラスチック材料(8,8’)は、異なって着色され
、および/または異なった透明であることを特徴とする請求項２乃至１３のいずれか１項
に記載の装飾射出成形品。
【請求項１５】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)は、それに接合されている前記第一プラ
スチック材料(6)における突起及び凹部を転写することを特徴とする請求項２乃至１４の
いずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項１６】
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　前記第二プラスチック材料(8,8’)は、前記第一装飾的な要素(16)から離れたそれの表
面に立体的な構造を有することを特徴とする請求項２乃至１５のいずれか１項に記載の装
飾射出成形品。
【請求項１７】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)は、例えば回折構造あるいはホログラム
などの立体的な凹凸構造を少なくとも部分的に有しており、該第一装飾的な要素(16)に接
合されている前記第一プラスチック材料(6)における突起及び凹部に、および/または該第
一装飾的な要素(16)から離れた前記第二プラスチック材料(8)の表面における立体的な構
造に、前記立体的な凹凸構造を積層することを特徴とする請求項１５または１６に記載の
装飾射出成形品。
【請求項１８】
　b)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)は、例えば回折構造あるいはホログラム
などの立体的な凹凸構造を少なくとも部分的に有しており、該第一装飾的な要素(16)に接
合されている前記補助フィルムウェブ(2)における突起及び凹部に、および/または該第一
装飾的な要素(16)から離れた前記第二プラスチック材料(8’)の表面における立体的な構
造に、前記立体的な凹凸構造を積層することを特徴とする請求項２乃至１４及び１６のい
ずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項１９】
　少なくとも1つの第二装飾的な要素(16’)は、前記第一および/または第二プラスチック
材料(6,8)の表面に配置されることを特徴とする請求項１乃至１８のいずれか１項に記載
の装飾射出成形品。
【請求項２０】
　前記第二装飾的な要素(16’)は、該第二装飾的な要素(16’)の前記第一および/または
第二プラスチック材料(6,8)から離れた側で、第三射出成形プラスチック材料に機械的に
固定して接合されることを特徴とする請求項１９に記載の装飾射出成形品。
【請求項２１】
　前記補助フィルムウェブは、厚さが175～1200μmの範囲であることを特徴とする請求項
１乃至２０のいずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項２２】
　転写フィルム（1）の転写層によって形成され且つ射出成形品(11,11a,11b)に装飾を提
供する少なくとも1つの装飾的な要素(16,16’)を利用する装飾射出成形品(11,11a,11b)の
製造プロセスであって、該少なくとも1つの装飾的な要素(16,16’)が、少なくとも1つの
射出成形型に配置され、該少なくとも1つの射出成形型がプラスチック注入材料（6,8）に
より注入され、
　a) 少なくとも1つの第一装飾的な要素(16)の両側は、前記プラスチック注入材料(6,8)
により少なくとも部分的に覆われ、または、
　b) 第一及び第二側を有する少なくとも1つの第一装飾的な要素(16)は、特にスタンピン
グにより、それの第二側で熱可塑性の補助フィルムウェブ(2)に機械的に堅固に固定され
、前記第一装飾的な要素(16)を含めて該補助フィルムウェブ(2)は深絞り加工によって立
体的に形成され、前記第一装飾的な要素(16)の第一側及び第一装飾的な要素(16)から離れ
た前記補助フィルムウェブ(2)側はプラスチック注入材料により少なくとも部分的に覆わ
れていることを特徴とする装飾射出成形品の製造プロセス。
【請求項２３】
　a)の場合において、少なくともキャリアーフィルム(10)と、該キャリアーフィルム(10)
に配置されたリリース層(12)と、第一装飾的な要素(16)として前記キャリアーフィルム(1
0)から離れたリリース層(12)側に配置された転写層とを備える転写フィルム(1)を利用し
て、前記装飾射出成形品(11,11a,11b)を製造し、
　前記転写フィルム(1)を第一射出成形型に配置し、
　前記転写フィルム(1)が、それの前記キャリアーフィルム(10)から離れた側で第一プラ
スチック注入材料により少なくとも部分的に覆われるように、前記第一プラスチック注入
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材料を該第一射出成形型に注入し、
　前記第一プラスチック注入材料を硬化して第一プラスチック材料(6)を提供し、
　それに接合された前記転写フィルム(1)を含めて前記第一プラスチック材料(6)を前記第
一射出成形型から取り出し、
　前記リリース層(12)を含めて前記キャリアーフィルム(10)を前記転写フィルム(1)から
取り外し、
　そのように前記転写層により装飾された前記第一プラスチック材料(6)を第二射出成形
型に配置され、
　少なくとも前記転写層の前記第一プラスチック材料(6)によって覆われていない側を、
第二プラスチック注入材料(8)により少なくとも部分的に過剰射出することを特徴とする
請求項２２に記載のプロセス。
【請求項２４】
　b)の場合において、装飾射出成形品(11c)の製造のために、少なくともキャリアーフィ
ルム(10)と、該キャリアーフィルム(10)に配置されたリリース層(12)と、前記第一装飾的
な要素(16)として前記キャリアーフィルム(10)から離れた前記リリース層(12)側に配置さ
れた転写層とを備える転写フィルム(1)を利用し、
　前記転写フィルム(1)を、前記転写層を前記補助フィルムウェブ(2)に機械的に固定して
接合するように、該補助フィルムウェブ(2)にスタンプし、
　前記転写フィルム(1)を含めて前記補助フィルムウェブ(2)を深絞り加工し、
　その後前記転写フィルム(1)を含めて前記補助フィルムウェブ(2)を第一射出成形型に配
置し、
　前記補助フィルムウェブ(2)が、それの前記転写フィルム(1)から離れた側で第一プラス
チック注入材料により少なくとも部分的に覆われるように、該第一プラスチック注入材料
を前記第一射出成形型に注入し、
　前記第一プラスチック注入材料を硬化して第一プラスチック材料(6)を提供し、
　それに接合された前記転写フィルム(1)を含めて前記第一プラスチック材料(6)を前記第
一射出成形型から取り出し、
　前記リリース層(12)を含めて前記キャリアーフィルム(10)を取り外し、
　そのように前記転写層により装飾された前記第一プラスチック材料(6)を第二射出成形
型に配置し、
　少なくとも前記転写層のまだ覆われていない側を、第二プラスチック注入材料(8’)に
より少なくとも部分的に過剰射出することを特徴とする請求項２２に記載のプロセス。
【請求項２５】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の両側の１つを前記第一プラスチック材
料(6)により全体的に覆い、前記第一装飾的な要素(16)の両側の他の１つを前記第二プラ
スチック材料(8)により全体的に覆い、
　b)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の第一側を前記第二プラスチック材料(8
’)により全体的に覆い、前記少なくとも1つの装飾的な要素(16)から離れた前記補助フィ
ルムウェブ(2)側を前記第一プラスチック材料(6)により全体的に覆うことを特徴とする請
求項２３または２４に記載のプロセス。
【請求項２６】
　前記装飾された第一プラスチック材料(6)と共に少なくとも1つの第二装飾的な要素(16
’)を前記第二射出成形型に入れ、その後前記第二プラスチック注入材料をその中に導入
することにより、前記少なくとも1つの第二装飾的な要素(16’)を、前記第一および/また
は第二プラスチック材料(6,8)の表面に配置することを特徴とする請求項２３乃至２５の
いずれか１項に記載のプロセス。
【請求項２７】
　前記第一および/または第二プラスチック材料(6,8)から離れた前記第二装飾的な要素(1
6’)側で、該第二装飾的な要素(16’)を、第三射出成形型内において第三プラスチック注
入材料により少なくとも部分的に覆って、機械的に固定して接合することを特徴とする請
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求項２６に記載のプロセス。
【請求項２８】
　前記第一プラスチック材料(6)を、少なくとも部分的に溶融状態で、好ましく冷却され
た前記第一射出成形型内に注入することを特徴とする請求項２３乃至２７のいずれか１項
に記載のプロセス。
【請求項２９】
　前記第二プラスチック材料(8,8’)を、少なくとも部分的に溶融状態で、好ましく冷却
された前記第二射出成形型内に注入し、あるいはRIM成形によって前記第二射出成形型内
に注入することを特徴とする請求項２３乃至２８のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項３０】
　請求項２２乃至２９のいずれか１項によるプロセスに使用される転写フィルム(1)であ
って、
　該転写フィルム(1)は、少なくともキャリアーフィルム(10)と、該キャリアーフィルム(
10)に配置されたリリース層(12)と、装飾的な要素(16)として前記キャリアーフィルム(10
)から離れた前記リリース層(12)側に配置された転写層とを備え、該転写層が前記リリー
ス層(12)に隣接する少なくとも1つの第二層(13)と、該第二層(13)に隣接する少なくとも1
つの装飾層(14)と、前記キャリアーフィルム(10)から離れた前記転写フィルム(1)側で該
装飾層(14)に隣接する少なくとも1つの第一層(15)とを有し、
　前記リリース層(12)は放射線硬化、イソシアンネート硬化あるいは酸硬化により高度に
架橋されたプラスチック層であることを特徴する転写フィルム。
【請求項３１】
　a)の場合における前記第一層(15)は、ABS、ABS/PC混合物、PC、PMMA、SAN、ASA、TPOあ
るいはPPを含むグループからの第一プラスチック材料(6)に対して化学的に親和性を有し
、また該第一層(15)は前記第一プラスチック材料(6)のための射出温度で少なくとも部分
的に柔らかくなることを特徴とする請求項３０に記載の転写フィルム。
【請求項３２】
　b)の場合における前記第一層(15)は、ABS、ABS/PC混合物、PC、PMMA、SAN、ASA、TPOあ
るいはPPを含むグループからの材料によって形成される前記補助フィルムウェブ(2)に対
して化学的に親和性を有し、また該第一層(15)は該補助フィルムウェブ(2)にスタンピン
グ操作において少なくとも部分的に柔らかくなることを特徴とする請求項３０に記載の転
写フィルム。
【請求項３３】
　前記第二層(13)は、PMMA、ASA、ABS、SAN、PA、PCあるいはPPを含むグループからの第
二プラスチック材料(8,8’)に対して化学的に親和性を有し、また該第二層(13)は前記第
二プラスチック材料(8,8’)のための射出温度で少なくとも部分的に柔らかくなることを
特徴とする請求項３０乃至３２のいずれか1項に記載の転写フィルム。
【請求項３４】
　前記第二層(13)は、反応的な架橋プラスチック材料、特に反応樹脂あるいはポリウレタ
ン、ポリアミンまたはポリ尿素システムによって形成される第二プラスチック材料(8’) 
に対して化学的に親和性を有することを特徴とする請求項３０乃至３２のいずれか1項に
記載の転写フィルム。
【請求項３５】
　前記第一および/または第二層(13,15)はラッカー層あるいは接着層の形態であることを
特徴とする請求項３０乃至３４のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項３６】
　前記装飾的な要素(16)の前記第一層(15)および/または第二層(13)は透明であることを
特徴とする請求項３０乃至３５のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項３７】
　前記第一層(15)は接着層の形態で、前記第二層(13)は透明なラッカー層の形態で、ある
いは前記第一層(15)と前記第二層(13)とともに透明なラッカー層の形態であることを特徴
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とする請求項３６に記載の転写フィルム。
【請求項３８】
　前記リリース層(12)は、層厚さが0.2～2g/平方メートル(乾いた状態)で前記キャリアー
フィルム(10)に施されることを特徴とする請求項３０乃至３７のいずれか１項に記載の転
写フィルム。
【請求項３９】
　前記第二層(13)は、厚さが3～15μmの範囲であることを特徴とする請求項３０乃至３８
のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項４０】
　前記第一層(15)及び第二層(13)の間に配置された前記装飾層(14)は、少なくとも部分的
な金属層および/または、少なくとも部分的な干渉層および/または、少なくとも部分的な
カラー層および/または、例えば巨視的な凹凸構造、回折構造またはホログラムなどの凹
凸構造によって少なくとも部分的に配置された層、および/または、蛍光性の、燐光性の
、熱発色性あるいは光発色性の顔料、あるいは視角依存色変化効果を有する顔料を有する
色素含有層とを備えることを特徴とする請求項３０乃至３９のいずれか１項に記載の転写
フィルム。
　 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つの注入プラスチック材料とそれに機械的に堅固に接合された
少なくとも１つの装飾的な要素とによって形成される装飾射出成形品に関しており、該少
なくとも１つの装飾的な要素が転写フィルムの転写層によって形成され且つ該射出成形品
に装飾を提供する。本発明はさらに、転写フィルムの転写層によって形成され、且つ射出
成形品に装飾を提供する少なくとも１つの装飾的な要素を使用する装飾射出成形品の製造
プロセスに関しており、該少なくとも１つの装飾的な要素が少なくとも１つの射出成形型
に配置され、該少なくとも１つの射出成形型がプラスチック注入材料により注入される。
通常、射出成形のためのそのような装飾プロセスはインモールド成形装飾プロセスあるい
はIMD射出成形プロセスと称される。本発明はさらにそのようなプロセスに使用される転
写フィルムに関しており、該転写フィルムが、少なくともキャリアーフィルムと、該キャ
リアーフィルムに配置されたリリース層と、装飾的な要素として上記のキャリアーフィル
ムから離れたリリース層側に配置された転写層とを備え、該転写層が、該リリース層に隣
接する少なくとも１つの第二層と、該第二層に隣接する少なくとも１つの装飾層と、上記
のキャリアーフィルムから離れた転写フィルム側で該装飾層に隣接する少なくとも１つの
第一層とを有している。
【背景技術】
【０００２】
　そのような装飾射出成形品、その製造プロセス及びインモールド可能な転写フィルムあ
るいはIMDフィルムが本来知られている。特許文献１は、キャリアーフィルムと装飾層と
有するスタンピングフィルムを用いてインモールド射出により装飾された硬化射出成形材
料を備えるモールドの製造装置を開示している。その場合、スタンピングフィルムは射出
成形型内に導入され、該スタンピングフィルムの装飾層が該モールドの上部に面する。射
出成形材料が射出通路を介して該装置の射出成形モールドキャビティ内に注入されるとき
、該スタンピングフィルムは該射出成形部品の可視側に密接に接着される。その状況にお
いて、該スタンピングフィルムは硬化後該射出成形型から取り除かれる該射出成形材料に
接合される。キャリアーフィルムが装飾層から引かれた後に、装飾成形は完成される。そ
のように装飾された射出成形品は、特に、例えばドアストリップ、計器パネルにおけるス
トリップ、シフトレバーカバー、中央コンソールカバー等の自動車の内部部品と関連する
と共に、例えばドアラムガードストリップ、Ａ、Ｂ及びＣ柱におけるカバーなどの自動車
の外部部品とも関連し、またオーディオ及びビデオの分野においてラジオとテレビとのケ
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ーシングにおける装飾ストリップと関連して、使用される。さらなる多くの領域における
使用は可能である。
【０００３】
　特許文献２は、射出成形型に適用できる部分的に構造化された多層フィルムを開示して
いる。そのようなIMDできる多層フィルムあるいは射出成形部品のインモールド装飾のた
めの多層フィルムが、射出成形品への転写のための装飾層を有するキャリアーフィルムを
備えている。装飾的な要素はすでに射出成形体に施された後に、該キャリアーフィルムは
取り除かれる。該装飾的な要素は、リリース層と、保護ラッカー層と、空間的構造を有す
る構造層と、中間層と、反射層と、接着層とを有する。該リリース層は、その場合キャリ
アーから装飾的な要素をリリースするために用いられ、通常ワックス材料を含有する。
【０００４】
　特許文献３に開示しているように、通常、IMDフィルムはフィルム前進装置によって射
出成形型の固定部分と可動部分との間に導かれる。また、ラミネーションにより施される
装飾的なフィルムの領域における個々のイメージ表現の場合では、射出成形型が閉じられ
る前に、センサとIMDフィルムにおける位置マークによって、IMDフィルムも射出成形型に
対して正しい位置に配置され、またホットプラスチック注入材料はIMDフィルムの後部に
注入される。
【特許文献１】DE 102 21 482 C1
【特許文献２】DE 102 36 810 A1
【特許文献３】JP 62128720 A
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、装飾的な要素で装飾された射出成形品の光学的品質及び作動効率を向
上させることである。本発明はさらに、簡単且つ安価な方法により、改良された光学的品
質及び作動効率を有するそのような射出成形品の製造を可能にする、装飾的な要素で装飾
された射出成形品の製造プロセスを提供することにある。本発明はさらに、そのようなプ
ロセス用の適切な転写フィルムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　少なくとも１つの注入プラスチック材料と、それに機械的に固定して結合され、且つ転
写フィルムの転写層によって形成され、射出成形品に装飾を提供する少なくとも１つの装
飾的な要素とによって形成される射出成形品について、その目的は、下記のa)あるいはb)
において達成される。
　a) 少なくとも１つの第一装飾的な要素の両側が、少なくとも１つの射出成形プラスチ
ック材料により少なくとも部分的に覆われ、または、
　b) 少なくとも１つの第一装飾的な要素の第一側が、少なくとも１つの射出成形プラス
チック材料により少なくとも部分的に覆われ、また該少なくとも１つの第一装飾的な要素
の第二側が、深絞り加工によって立体的に形成される熱可塑性の補助フィルムウェブに配
置され、上記少なくとも１つの装飾的な要素から離れた補助フィルムウェブ側が射出成形
プラスチック材料により少なくとも部分的に覆われている。
【０００７】
　装飾的な要素の両側、あるいは補助フィルムウェブに配置された装飾的な要素に、射出
成形プラスチック材料の応用は、装飾射出成形品の可視側の光沢、表面品質、および奥行
き効果について非常に高い需要を満たす装飾的なコンポーネントをもたらす。装飾のため
に達成できる三次元効果は、従来のIMD技術によって製造される装飾射出成形品の奥行き
効果を倍で超える。第一装飾的な要素あるいは補助フィルムウェブを含む第一装飾的な要
素に射出成形プラスチック材料の両面応用は、装飾的な要素の表面が機械的あるいは腐食
性の攻撃から保護され、その結果、それらの装飾的な外観が長期間を亘って変わりがなく
維持されることを提供する。
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【０００８】
　転写フィルムの転写層によって形成され且つ射出成形品に装飾を提供する少なくとも１
つの装飾的な要素を使用する装飾射出成形品において、該少なくとも１つの装飾的な要素
が少なくとも１つの射出成形型に配置され、少なくとも１つの射出成形型がプラスチック
注入材料によって充填される。該装飾射出成形品の生産のためのプロセスについて、上記
の目的は、下記のa)あるいはb)において達成される。
　a) 少なくとも１つの第一装飾的な要素の両側がプラスチック注入材料により少なくと
も部分的に覆われ、または、
　b) 第一及び第二側を有する少なくとも１つの第一装飾的な要素がその第二側で、特に
スタンピングによって、熱可塑性の補助フィルムウェブに機械的に定着して固定される。
第一装飾的な要素を含めて該補助フィルムウェブが深絞り加工によって立体的に形成され
、上記第一装飾的な要素の第一側及び該第一装飾的な要素から離れた補助フィルムウェブ
側が少なくとも部分的にプラスチック注入材料により覆われている。
【０００９】
　以上に既に説明されているように、そのようなプロセスは、高い光学的品質及び非常な
作動効率の装飾射出成形品を製造することを可能にする。また、そのようなプロセスを迅
速に且つ安価に実行することができる。
【００１０】
　その点に関して、望ましくは、補助フィルムウェブは層厚さが175～1200μmの範囲のも
のである。適切な補助フィルムウェブは、少なくとも深絞りオペレーションの後一定の剛
性を有する。補助フィルムウェブのための好ましい材料は、ABS、ASA、PC、PMMA、PS、PB
Tあるいはそれらの材料の混合物である。特にABS/PC混合物、及び例えばPPあるいはPE等
の熱可塑性のオレフィン（TPO）が好ましい。その点に関して、透明あるいは不透明な補
助フィルムウェブを使用することが可能である。
【００１１】
　少なくともキャリアーフィルムと、該キャリアーフィルムに配置されたリリース層と、
装飾的な要素として上記のキャリアーフィルムから離れたリリース層側に配置された転写
層とを備える、本発明に係るプロセスに使用される転写フィルムにおいて、該転写層が該
リリース層に隣接する少なくとも1つの第二層と、該第二層に隣接する少なくとも1つの装
飾層と、上記のキャリアーフィルムから離れた該転写フィルム側で該装飾層に隣接する少
なくとも1つの第一層とを有する。この転写フィルムについて、上記の目的は、上記のリ
リース層を放射線硬化、イソシアンネート硬化あるいは酸硬化により高度に架橋されたプ
ラスチック層とすることにより達成される。そのようなリリース層を転写層から残りなし
で取り外すことができるため、該転写層の第二層はプラスチック注入材料に十分に接合さ
れることができる。通常に使われるワックスのような、あるいは耐シリコンタイプな(sil
icone-bearing)リリース層を用いることにより、該第二層または該第二層及び該プラスチ
ック注入材料の間における残りは、接着問題と光学的な不均一性とをもたらす。その一方
、本発明に係る転写フィルムにより十分に装飾された高い光学的品質及び作動効率の射出
成形品を製造することが可能である。
【００１２】
　a)の場合におけるプロセスについて、装飾射出成形品を製造するためにそれに応じて転
写フィルムを使用することが価値のあることであると判断された。該転写フィルムは、少
なくともキャリアーフィルムと、該キャリアーフィルムに配置されたリリース層と、第一
装飾的な要素として上記のキャリアーフィルムから離れたリリース層側に配置された転写
層とを備えている。該転写フィルムは第一射出成形型に配置され、該転写フィルムがそれ
の上記のキャリアーフィルムから離れた側で第一プラスチック注入材料により少なくとも
部分的に覆われるように、該第一射出成形型は該第一プラスチック注入材料により注入さ
れ、該第一プラスチック注入材料は硬化されて第一プラスチック材料を提供し、それに接
合された転写フィルムを含めて該第一プラスチック材料は該第一射出成形型から取り出さ
れ、該リリース層を含めて該キャリアーフィルムは該転写フィルムから取り外され、その
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ように該転写層により装飾された該第一プラスチック材料は第二射出成形型に配置され、
少なくとも該転写層の上記の第一プラスチック材料によって覆われていない側が第二プラ
スチック注入材料により少なくとも部分的に過剰射出(over-injected)されている。
【００１３】
　b)の場合におけるプロセスについて、転写フィルムが装飾射出成形品の製造に使用され
ることが価値のあることであると判断された。該転写フィルムは、少なくともキャリアー
フィルムと、該キャリアーフィルムに配置されたリリース層と、第一装飾的な要素として
上記のキャリアーフィルムから離れたリリース層側に配置された転写層とを備えている。
該転写フィルムは、上記の転写層が機械的に固定して補助フィルムウェブに接合されるよ
うに該補助フィルムウェブにスタンプされ、該転写フィルムを含めて該補助フィルムウェ
ブは深絞り加工され、その後該転写フィルムを含めて該補助フィルムウェブは第一射出成
形型に配置され、該補助フィルムウェブがそれの上記の転写フィルムから離れた側で第一
プラスチック注入材料により少なくとも部分的に覆われるように、該第一射出成形型は上
記第一プラスチック注入材料により注入され、該第一プラスチック注入材料は硬化されて
第一プラスチック材料を提供し、それに接合された転写フィルムを含めて該第一プラスチ
ック材料は該第一射出成形型から取り出され、該リリース層を含めて該キャリアーフィル
ムは取り外され、そのように該転写層により装飾された該第一プラスチック材料は、今、
第二射出成形型に配置され、少なくとも該転写層のまだ覆われていない側が第二プラスチ
ック注入材料により少なくとも部分的に過剰射出されている。
【００１４】
　a)の場合において、第一装飾的な要素の両側の１つが第一プラスチック材料により少な
くとも部分的に覆われ、また該第一装飾的な要素の両側のもう片方が第二プラスチック材
料により少なくとも部分的に覆われることが価値のあることであると判断された。b)の場
合において、該少なくとも１つの装飾的な要素から離れた補助フィルムウェブ側が第一プ
ラスチック材料により少なくとも部分的に覆われ、また該第一装飾的な要素の第一側が第
二プラスチック材料により少なくとも部分的に覆われることが価値のあることであると判
断された。射出成形品のためのそのような構造は、以下に説明されているように、特定の
光学効果を達成することを可能にする。
【００１５】
　a)の場合において、該第一装飾的な要素の該両側の１つが上記の第一プラスチック材料
により全面的に覆われ、且つ該第一装飾的な要素の該両側のもう片方も上記の第二プラス
チック材料により全面的に覆われることが特に好ましい。この場合、該第一および/また
は該第二プラスチック材料は透明である。b)の場合において、該第一装飾的な要素の該第
一側が上記の第二プラスチック材料により全面的に覆われ、且つ該少なくとも１つの装飾
的な要素から離れた補助フィルムウェブ側が上記の第一プラスチック材料により全面的に
覆われることが特に好ましい。この場合、該補助フィルムウェブを含めて該第一プラスチ
ック材料および/または該第二プラスチック材料は透明である。
【００１６】
　その点に関して、該プラスチック材料は、該装飾的な要素が少なくとも１つの位置にお
いて見え続けられるように選択される。その方法で装飾された射出成形品は、該第一装飾
的な要素の両側に最適な保護を提供すると同時に様々な光学効果を可能にする。したがっ
て、例えば、該装飾射出成形品の可視側における透明な第二プラスチック材料を通して奥
行き効果で該第一装飾的な要素が見られ、また、該第一プラスチック材料を、上記の第一
装飾的な要素において場合によって存在する任意の透明な領域を通して見ることができる
。該装飾射出成形品は、第一及び第二プラスチック材料両方が可視側を形成するように使
用される場合、該第一装飾的な要素の両側を、異なる構造とすることができ、またそれぞ
れ第一透明なプラスチック材料及び第二透明なプラスチック材料、場合によって透明な補
助フィルムウェブを通して見ることができる。
【００１７】
　少なくとも１つの第二装飾的な要素を、望ましくキャリアーフィルムにおける転写フィ
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ルムの転写層の形態で提供される該第二装飾的な要素が装飾された第一プラスチック材料
と共に第二射出成形型に入れられ、その後第二プラスチック注入材料が導入される手順に
より、該第一および/または第二プラスチック材料の表面に配置することが有利であると
さらに判断された。それは、該第一プラスチック材料及び第二プラスチック材料の間に配
置された第一装飾的な要素と、少なくとも１つのプラスチック材料の表面に配置された更
なる第二装飾的な要素とを有する射出成形品をもたらす。既に硬化した該第一プラスチッ
ク材料の領域の同時装飾、あるいは該第一装飾的な要素の領域も同時装飾で、それらの位
置において十分な結合(bonding join)も提供するため、該第二装飾的な要素内に熱の十分
な投入、または該第二装飾的な要素との十分な反応性を留意すべきである。そのように、
さらなる特定の光学効果が達成できる。
【００１８】
　その点に関して、該第一および/または第二プラスチック材料から離れた該第二装飾的
な要素側で、該第二装飾的な要素が第三射出成形型内において第三プラスチック注入材料
により少なくとも部分的に覆われて、機械的に固定して接合されることが可能である。そ
の結果、該第三プラスチック材料も、該第二装飾的な要素に光学的な向上、またダメージ
から機械的な保護を提供する。
【００１９】
　その点に関して、一方では、上記の第一プラスチック材料及び第二プラスチック材料が
実質的に同様な材料によって形成されることが有利である。その点に関して、用語の「実
質的に同じ材料」は、化学的また物理的な性質が実質的に同じであるそれらの材料を示す
ために使用される。また、その点に関して、異なって着色されただけであるそれらの材料
も考えられる。硬化されるプラスチック注入材料の熱膨張および収縮の特性が同様である
ため、同様な材料の使用は、製造された射出成形品の形状に関する安定性を向上させる。
それは射出成形品のより低い歪度及び更なる寸法精度をもたらす。
【００２０】
　また、該第一及び第二プラスチック材料は異なる化学的および/または物理的な性質を
有する材料によって形成されることができる。その点に関して、また、プラスチック材料
として互いに親和性を有しない(incompatible)材料も使用できることが特に有利であるこ
とが知られている。その点では、該第一装飾的な要素あるいは補助フィルムウェブを含め
て該第一装飾的な要素は結合剤として機能する。
【００２１】
　ABS、ABS/PC混合物、PC、PMMA、SAN、ASA、TPO、PP、またはそれらが親和性を有する限
りそれら材料のうち少なくとも2つの混合物が該第一プラスチック材料に使用されること
が有利であると判断された。該第二プラスチック材料に対して、PMMA、ASA、ABS、SAN、P
A、PC、PP、またはそれらが親和性を有する限り、それら材料のうち少なくとも2つの混合
物の使用が有利であると判断された。そのようなプラスチック材料は、射出成形マシンに
より確実に処理されることができ、該処理において、該第一あるいは第二プラスチック材
料が、少なくとも部分的に溶融状態で、望ましく冷却された射出成形型に注入される。
【００２２】
　該第二プラスチック材料が反応的な(reactively)架橋プラスチック材料、特に反応樹脂
(reaction resins)、ポリウレタン、ポリアミンまたはポリ尿素システムによって形成さ
れることが適切であるとさらに判断された。それらの材料はRIM成形によって処理され、
その場合、通常の手順として、2つのコンポーネントを、場合によって触媒あるいは他の
添加剤の添加に伴い、射出成形型内に注入する直前に激しく混合させ、射出成形型におい
て架橋処理によって硬化を行うことである。その場合、反応速度を向上させるために該射
出成形型を選択的に予め加熱することができる。
【００２３】
　したがって、例えば、互いに親和性を有しない第一プラスチック材料のための材料PPと
第二プラスチック材料のためのPMMAとは、結合剤として、適切に構成された装飾的な要素
あるいは補助フィルムウェブを含む装飾的な要素に、有利に何の問題もなしに固定して結
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合される。
【００２４】
　a)の場合において、第一装飾的な要素の両側の１側が、第一プラスチック材料に対して
化学的に親和性を有し、また該第一プラスチック材料のための射出温度で少なくとも部分
的に柔らかくなる第一層によって形成されることが価値のあることであると判断された。
そのように、該第一層は該第一プラスチック材料に機械的に特に固定して接合されること
ができる。
【００２５】
　b)の場合において、補助フィルムウェブが第一プラスチック材料に対して化学的に親和
性を有することが望ましい。該補助フィルムウェブは、該第一プラスチック材料のための
射出温度で少なくとも部分的に柔らかくなり、且つ該第一プラスチック材料に機械的に固
定して接合され、該第一装飾的な要素の第二側は、該補助フィルムウェブに対して化学的
に親和性を有し、該補助フィルムウェブにスタンピングするとき少なくとも部分的に柔ら
かくなり、且つ該補助フィルムウェブに機械的に固定して接合される第一層によって提供
される。
【００２６】
　それに従って、転写フィルムあるいは装飾的な要素それぞれについて、a)の場合におけ
る第一層及びb)の場合における補助フィルムウェブは、ABS、ABS/PC混合物、PC、SAN、AS
A、TPOあるいはPPを含むグループからの第一プラスチック材料に対して化学的に親和性を
有し、また該第一層が第一プラスチック材料のための射出温度で少なくとも部分的に柔ら
かくなり、あるいは該第一層が該補助フィルムウェブにスタンピング操作において少なく
とも部分的に柔らかくなることが有利であると判断された。そのような性質を有する第一
層は、装飾的な要素と第一プラスチック材料及び補助フィルムウェブとそれぞれの機械的
な特に堅固な接合を可能にする。
【００２７】
　a)の場合における該第一装飾的な要素の該両側の他の１つ、及びb)の場合における該装
飾的な要素の第一側が、第二プラスチック材料に対して化学的に親和性を有し、また該第
二プラスチック材料のための射出温度で好ましく少なくとも部分的に柔らかくなる第二層
によって形成されることがさらに有利である。そのような第二層は該第二プラスチック材
料に機械的に特に固定して接合されることもできる。その点に関して、その十分な熱安定
性を確保して、特に熱い射出成形材料により該第二プラスチック材料から第二層を洗い落
とすことを防止するために、該第二層について、3～15μmの範囲の層厚さが有利である。
第一装飾的な要素のエッジ領域における第一プラスチック材料を処理するとき、フレーク
と呼ばれる層分離現象が起こる可能性があるため、より厚い第二層は、第一プラスチック
材料の装飾の光学的品質に悪影響を与える可能性があり、またそれらのフレークが第二プ
ラスチック材料の注入に含まれ、光学的外観を損なう。
【００２８】
　したがって、転写フィルムあるいは第一装飾的な要素それぞれについて、第二層がPMMA
、ASA、ABS、SAN、PAあるいはPCを含むグループからの第二プラスチック材料に対して化
学的に親和性を有し、また該第二層が第二プラスチック材料のための射出温度で少なくと
も部分的に柔らかくなることが有利であると判断された。第二層のためのそのような構成
は、該第二層と該第二プラスチック材料との間で機械的に特に堅固な接合を生成すること
を可能にする。
【００２９】
　転写フィルムあるいは第一装飾的な層について、第二層が反応的な架橋プラスチック材
料、特に反応樹脂、あるいはポリウレタン、ポリアミンあるいはポリ尿素システムによっ
て形成される第二プラスチック材料と化学的に親和性を有することが有利であるとさらに
判断された。
【００３０】
　特に、下記のような装飾射出成形品が有利であると判断された。すなわち、該射出成形
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品は、第一プラスチック材料としてABS/PC混合物を包含し、第二プラスチック材料として
PMMAを包含し、その上、第二層は、約100,000g/molの分子量を有し且つ約120℃のガラス
転移温度Tgを有するポリメタクリル酸メチルを主成分として包含する。
【００３１】
　第二プラスチック材料について、第一装飾的な要素の平面と垂直であることを考慮する
と、該第二プラスチック材料の厚さが1～10mmの範囲内、望ましくは3～5mmの範囲内であ
ることが有利である。そのような第二プラスチック材料は、装飾的な要素に対して、十分
な奥行き効果を可能にし、また機械的なダメージから適切な保護を可能にする。
【００３２】
　射出成形に使用されるプラスチック材料は、着色剤で、望ましく透明な着色剤で着色さ
れることが可能である。しかしながら、金属粒子あるいは顔料、特に熱発色性(thermochr
omic)あるいは光発色性の顔料を使用することも可能であることに留意すべきである。第
一プラスチック材料と第二プラスチック材料とが異なって着色され、および/または異な
った透明である場合、特に魅力的な光学効果が達成される。その場合、補助フィルムウェ
ブが提供されるなら、該補助フィルムウェブも透明であることが好ましい。
【００３３】
　a)の場合で第一装飾的な要素がそれに接合された第一プラスチック材料において突起及
び凹部を再生する場合、第一装飾的な要素に関する奥行き効果は、望ましくさらに高めら
れる。第一プラスチック材料の表面テクスチャリングは、例えば、射出成形型の表面の構
造化あるいは研磨によって達成され、該表面が転写フィルムあるいは装飾的な要素と接触
する。その場合、射出成形型のその表面を、その面積の全体あるいは部分のみ構造化し、
あるいは研磨することが可能である。
【００３４】
　また、第二プラスチック材料は、第一装飾的な要素から離れたそれの表面に立体的な構
造を持つこともできる。該第二プラスチック材料の表面テクスチャリングは、例えば、射
出成形型の表面の構造化あるいは研磨によって達成でき、該表面が該第二プラスチック材
料と接触する。その場合、射出成形型のその表面を、その面積の全体あるいは部分のみ構
造化し、あるいは研磨することも可能である。再度特定の光学効果を達成するように、装
飾射出成形品の可視領域におけるそのような立体的な構造を、第一装飾的な要素に関する
奥行き効果および/または、装飾的な要素の装飾層の光学効果に重ねることができる。
【００３５】
　a)の場合において、第一装飾的な要素は、例えば回折構造あるいはホログラムなどの立
体的な凹凸構造を少なくとも部分的に有する場合、該第一装飾的な要素に接合されている
第一プラスチック材料における突起及び凹部に、および/または該第一装飾的な要素から
離れた第二プラスチック材料の表面における立体的な構造に、該立体的な凹凸構造を積層
することができる。b)の場合において、第一装飾的な要素は、例えば回折構造あるいはホ
ログラムなどの立体的な凹凸構造を少なくとも部分的に有する場合、該第一装飾的な要素
に接合されている補助フィルムウェブにおける突起及び凹部に、および/または該第一装
飾的な要素から離れた第二プラスチック材料の表面における立体的な構造に該立体的な凹
凸構造を積層することができる。そのように、レンズ効果、つや消し表面、あるいは例え
ば高価木構造物などの複雑且つ高価な構造を生成することが可能である。
【００３６】
　装飾的な要素について、第一及び第二層の間に少なくとも1つの装飾層を有することが
特に有利であると判断された。しかしながら、第一および/または第二層により装飾が既
に提供されることもできることに留意すべきである。その点に関して、適切な装飾層が、
例えば下記のような金属層あるいは色素含有層などである。すなわち、該金属層は、全表
面あるいは部分的に、少なくとも部分的な干渉層、少なくとも部分的なカラー層、例えば
巨視的な凹凸構造、回折構造またはホログラムなどの凹凸構造によって少なくとも部分的
に配置された層を備えている。また、該色素含有層には、蛍光性の、燐光性の、熱発色性
あるいは光発色性の顔料、あるいは視角依存色変化効果を有する顔料が提供される。
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　しかし、そのような装飾層を使用するとき、それにもかかわらず、堅固な結合が該装飾
的な要素の第一及び第二層の間でまだ保持されているので、射出成形操作またその後の操
作中に、装飾層の領域において装飾射出成形品の第一プラスチック材料及び第二プラスチ
ック材料の分離が防止され、あるいは少なくとも極めて難しくされることも留意すべきで
ある。したがって、熱い射出成形材料により少なくとも第一プラスチック材料から装飾を
洗い落とすことを防止するために、適切なレベルの熱抵抗を有する適宜な装飾層は使用さ
れる。したがって、約120℃のガラス転移温度Tgを有するポリメタクリル酸メチルと、85
～95%の塩化ビニル含有量及び約100℃のガラス転移温度Tg を有するPVC共重合体に基づく
ラッカーを、例えば多色の木製装飾のために、装飾層として形成することができる。
【００３７】
　転写フィルムに関して、装飾的な要素の第一および/または第二層がラッカー層あるい
は接着層の形態であることが望ましいと判断された。例えば接着層が第一層として使用さ
れる場合、通常IMD-フィルムに用いられるすべての結合剤が該第一層に適合できる。ラッ
カー層について、それに結合されるべきプラスチック材料への良好な接着にも留意すべき
である。例えば、装飾的な要素の装飾層への結合を可能にするため、そのようなラッカー
あるいは接着層が一部分だけ天然のものであることもできる。
【００３８】
　装飾的な要素の第一および/または第二層が透明であることが有利である。装飾的な要
素の透明な第一および/または第二層は、その下に配置された装飾層を容易に見えること
を意味する。その点に関して、第一層が接着層の形態で、第二層が透明なラッカー層の形
態で、あるいは第一層と第二層とともに透明なラッカー層の形態であることが特に好まし
い。しかし、その点に関して、第一および/または第二層が、第一プラスチック材料ある
いは補助フィルムウェブあるいは第二プラスチック材料とそれぞれ十分な親和性を有する
ことが特に重要である。
【００３９】
　リリース層について、該リリース層を、層厚さ0.2～2g/平方メートル(乾いた状態)で、
望ましくPETのキャリアーフィルムに施すことが有利である。厚さが望ましく23～100μm
の範囲であるキャリアーフィルムと共に、そのようなリリース層を、該リリース層の残余
を転写層に残せずに、該転写層から容易に取り外すことができる。
【００４０】
　転写フィルムのキャリアーフィルムにおけるリリース層、第一層、装飾層あるいは複数
の層及び第二層の形成が、望ましくは、凹版あるいはスクリーン印刷により行われる。そ
の点について、原則として、特に装飾層に対して、デジタル印刷、フレキソ印刷あるいは
オフセット印刷を使用することも可能であることに留意すべきである。さらに、それらの
層の生産のために鋳造法を使用することが適切であると判断された。
【００４１】
　下記のようなプロセスが適切であると判断された。すなわち、第一プラスチック注入材
料が水平あるいは垂直な射出成形機内に、少なくとも部分的に溶融状態で転写フィルムの
第一層あるいは補助フィルムウェブに注入され、最初の注入が、ホットランナー、柱状ゲ
ート(columnar gate)あるいは3プレートのツールにより直接、あるいはトンネルゲートま
たはフィルムゲートにより間接に行われる。
【００４２】
　一方、第二プラスチック注入材料を注入する操作について、該第二プラスチック注入材
料も少なくとも部分的に溶融状態で注入される場合、該第二プラスチック注入材料が水平
あるいは垂直な射出成形機に注入され且つ注入がトンネルゲートあるいはフィルムゲート
により間接に行われる場合が望ましい。その結果、射出マークを残せず、第二層における
熱応力はできる限り低く保たれる。第二プラスチック材料が装飾射出成形品の可視領域を
形成するとき、それは特に有利である。
【００４３】
　第二プラスチック注入材料がRIM成形によって処理される場合、第二層における熱負荷
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が起こらない、あるいはほんのわずかに起こるため、直接及び間接的な注入も両方を操作
することが可能である。
【００４４】
　原則として、射出成形アプリケーションの順序を自由に選択することができる。しかし
、生産技術の観点から、可視側への損害危険を最小限にするために、まずベース部分を生
産し、第二の操作においてプラスチック材料を該可視側に施すことが適切である。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明によれば、簡単且つ安価な方法により、改良された光学的品質及び作動効率を有
する射出成形品の生産を可能にし、また装飾的な要素で装飾された射出成形品の生産のた
めのプロセスも可能にする。さらにそのようなプロセスで使用するための適切な転写フィ
ルムも提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　図１乃至図７は実施例を用いて、本発明を説明する。
【００４７】
　図１は、層厚さ50μmのPETのキャリアーフィルム10を有する転写フィルム１を示す。紫
外線硬化された高度に架橋されたプラスチック材料のリリース層12は該キャリアーフィル
ム10の１側に配置される。
【００４８】
　該リリース層12は以下の組成の紫外線照射により形成される。
　メチルエチルケトン               25パーツ
　酢酸エチル                       25パーツ
　シクロヘキサノン                 5パーツ
　ポリメタクリル酸メチル(分子量約60,000g/mol)    18パーツ
　ディペンタエリトリットペンタアクリレート(Dipentaerithrolpentaacrylat) 
　　　　　　　　　　　　　　　     25パーツ
　光開始剤タイプＩ(例えばCiba GeigyからのIrgacure（登録商標）1000)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2パーツ
【００４９】
　また、リリース層12を、以下の組成によって酸硬化して形成することもできる。
　エタノール                       10パーツ
　イソプロパノール                 10パーツ
　メチルエチルケトン               5パーツ
　トルエン           　            10パーツ
　ヘキサメチルメチルメラミン(Hexamethylmethylmelamine)              25パーツ
　キシレンにおけるヒドロキシ官能基を有するポリメタクリル酸メチル溶液(60%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　30パーツ
　p-トルエンスルホン酸             10パーツ
【００５０】
　また、リリース層12を、以下の組成によってイソシアン酸塩硬化して形成することもで
きる。
　酢酸ブチル                       15パーツ
　シクロヘキサノン                 10パーツ
　エトキシプロパノールにおけるヒドロキシ官能基を有するポリメタクリル酸メチル溶液
(60%)                    40パーツ
　Desmodur（登録商標） IL(Bayer,Leverkusenから入手できるジイソシアン酸エステル) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　35パーツ
【００５１】
　厚さ7μmの第二層13がリリース層12に配置され、該第二層13は透明で、PMMAと親和性を
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有するクリアなラッカー層の形態である。該第二層13はラッカーにより形成され、該ラッ
カーが、約100,000g/molの分子量及び約120℃のガラス転移温度Tgを有するポリメタクリ
ル酸メチルを主な成分として含有する。使用されるクリアなラッカーは以下の組成を有す
る。すなわち、
　メチルエチルケトン               32パーツ
　トルエン                         30パーツ
　シクロヘキサノン                 17パーツ
　ポリメタクリル酸メチル(分子量100,000g/mol)     15パーツ
　80～95％の塩化ビニル含有量を有するポリ塩化ビニル混合ポリマー 　　　4パーツ
　ハルスタイプの光保護剤           0.5パーツ
　紫外線吸収剤(ベンゾトリアゾール誘導体)         1.5パーツ
【００５２】
　多層の装飾層14が第二層13に配置され、干渉効果を生じさせるため、該装飾層14には、
更なる装飾的な要素14bのほかに、金属表面14a、例えばスペーサー層が部分的に設けられ
る。第一層15が該装飾層14に配置され、この第一層15はABS/PC混合物と親和性を有する熱
シール可能な接着層の形態である。その結果、装飾的な要素16は第二層13と、装飾層14と
、第一層15とにより構成されている。
【００５３】
　図２は、インモールド射出成形プロセスにおいて装飾的な要素16により装飾されてきた
射出成形第一プラスチック材料６を示す。この場合、第一プラスチック材料６は茶色で不
透明に着色されたABS/PC混合物によって形成されている。装飾的な要素16は、接着層の形
態であるその第一層15により、第一プラスチック材料６の表面に機械的に固定して接合さ
れる。この場合、第一プラスチック材料６のその表面には、装飾的な要素16によって再生
される波形の構造あるいは立体的な構造を有する。
【００５４】
　図２は、リリース層12を含めてキャリアーフィルム10が第二層13から残余なしで既に取
り除かれた後の、図１の転写フィルムの装飾的な要素16を示す。装飾的な要素16により装
飾された第一プラスチック材料６を、望ましく、主に第二層13の領域において、第二プラ
スチック材料に接合することができる。その点に関して、接合が、本発明に従ってさらな
るインモールド射出成形手順により行われる。ここに含まれる第一プラスチック材料６の
場合、可視側には装飾的な要素16が設けられ、一方、装飾的な要素16と反対する第一プラ
スチック材料6の側には、例えば、車両の内部に第一プラスチック材料を固定するために
突起6aが設けられている。
【００５５】
　図３は、プラキシグラスあるいはポリカーボネートにより形成され、その後部側が装飾
的な要素16に接合される第二プラスチック材料７を示す。この場合、装飾的な要素16は第
一プラスチック材料７を通して見られるため、装飾層14の装飾を隠さないように透明な接
着層15を使用することが必要である。この場合、装飾的な要素16は図１に示した装飾的な
要素16のような構造を有し、その場合、リリース層12を含めてキャリアーフィルム10が第
二層13から残余なしで取り除かれる。第二層13は、今、本発明に係る接合のため、さらな
るインモールド射出成形手順で第二プラスチック材料に利用できる。
【００５６】
　図４は、図２の装飾された第一プラスチック材料６を使用して形成された装飾射出成形
品11を示す。図２の装飾的な要素16を含めて装飾された第一プラスチック材料６は、その
ためにさらなる射出成形型に入れられ、またさらなる射出成形型内に残っているキャビテ
ィは、硬化後、第二プラスチック材料８を生成する第二プラスチック注入材料により注入
される。第二プラスチック材料８はPMMAと親和性を有する装飾的な要素の第二層13に機械
的に固定して接合されたPMMAにより形成される。装飾的な要素16の装飾層14は、透明な第
二プラスチック材料８を通して見る者には可視であり、またクリアなラッカー層の形態で
ある第二層13を通しても可視である。第二プラスチック材料８により、この構造は、第二
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プラスチック材料８の装飾的な要素16から離れた側の表面の構造によりさらに高められる
奥行き効果を提供する。したがって、装飾的な要素16と共に装飾射出成形品11の光学的品
質をさらに向上させる特に興味のある光学効果を提供するように、第一プラスチック材料
６と第二プラスチック材料８との領域に互いに対して表層構造を配置することができる。
【００５７】
　図５は、図２の装飾された第一プラスチック材料６から始め再度製造されたさらなる装
飾射出成形品11aを示す。この場合、さらなる射出成形型内に装飾的な要素16により装飾
される第一プラスチック材料6が入れられ、転写フィルムがさらに射出成形型に入れられ
る。キャリアーフィルム及びUV硬化されたリリース層の他に、透明な保護層13'と装飾層1
4'と第一層15'とを有する装飾的な要素16'を備える転写フィルムが使用されている。今、
第二プラスチック注入材料は、第一装飾的な要素16の第二層13及び第二装飾的な要素16'
の第一層15'に結合するように、さらなる射出成形型内に注入される。
【００５８】
　その場合、第二装飾的な要素16'の第一層15'は、熱シール操作の後、透明なクリアな形
態で存在する熱シール可能な接着層の形態である。装飾層14'は装飾的な要素16'の第一層
15'に配置され、該装飾層14'がここに傷防止のクリアなラッカー層の形態である保護層13
'により覆われている。この保護層13'を通して、保護層13'の下に配置された装飾層14'は
、第二装飾的な要素16'の第一層13’からの見る者にとって可視である。さらに、装飾層1
4'が透明な領域を有しているので、装飾層14'及び第一層15'を通して、第二プラスチック
材料８は可視である。
【００５９】
　第二プラスチック材料８は透明であり、あるいは少なくとも半透明であるので、第二プ
ラスチック材料８及び第一装飾的な要素16のクリアなラッカー層の形態である第二層13を
通して、第一装飾的な要素16の装飾層14は、見る者にとって依然として可視である。それ
は特に高価値の、また信ぴょう性のある立体的な効果を提供し、同時に第二装飾的な要素
16'に対する第一装飾的な要素の16の特定の配置は光学的に達成可能な効果におけるさら
なる変化を可能にする。第一プラスチック材料６あるいは第二プラスチック材料８の着色
は、使用された装飾的な要素16、16'と組み合わせて数多くの光学の配置選択肢を提供す
る追加効果を達成することを可能にする。
【００６０】
　図６は、図２の装飾された第一プラスチック材料６から始め再度製造されたさらなる装
飾射出成形品11bを示す。この場合、さらなる射出成形型に装飾的な要素16により装飾さ
れた第一プラスチック材料6は入れられ、転写フィルムがさらに射出成形型に入れられる
。その場合、転写フィルムは第一装飾的な要素16の第二層13と部分的に接触している。キ
ャリアーフィルム及びUV硬化されたリリース層の他に、透明な保護層13'と装飾層14'と第
一層15'とを有する装飾的な要素16'を備える転写フィルムが使用されている。今、第二プ
ラスチック注入材料は、第一装飾的な要素16の第二層13と部分的に及び第二装飾的な要素
16'の第一層15'と部分的に結合するように、さらなる射出成形型内に注入され、同時に、
互いに直接接触する第二層13と第一層15'との領域は使用された射出成形型の適切な加熱
により接合される。
【００６１】
　その場合、第二装飾的な要素16'の第一層15'は、熱シール操作の後、透明なクリアな形
態で存在する熱シール可能な接着層の形態である。装飾層14'は装飾的な要素16'の第一層
15'に配置され、該装飾層14'がここに傷防止のクリアなラッカー層の形態である保護層13
'により覆われている。保護層13'を通して、保護層13'の下の装飾層14'は、第二装飾的な
要素16'の第一層13’からの見る者にとって可視である。さらに、装飾層14'が透明な領域
を有しているので、装飾層14'及び第一層15'を通して、第二プラスチック材料８あるいは
直接第一装飾的な要素16は可視である。
【００６２】
　第二プラスチック材料８は透明であり、あるいは少なくとも半透明であるので、第二プ
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ラスチック材料８及び第一装飾的な要素16のクリアなラッカー層の形態である第二層13を
通して、第一装飾的な要素16の装飾層14は、見る者にとって依然として可視である。それ
は特に高価値の、また信ぴょう性のある立体的な効果を提供し、第二装飾的な要素16'に
対する第一装飾的な要素16の特定の配置及び第二プラスチック材料が光学的に達成できる
効果におけるさらなる変化を可能にする。第一プラスチック材料６あるいは第二プラスチ
ック材料８の着色は、使用された装飾的な要素16、16'と組み合わせて数多くのさらなる
光学の配置選択肢を提供する追加効果を生じさせることを可能にする。
【００６３】
　図７は、第一プラスチック材料６と、第二プラスチック材料8’と、該第一及び第二プ
ラスチック材料６、8’の間の補助フィルムウェブ２を含む第一装飾的な要素16とを有す
る装飾射出成形品11cを示す。図７の装飾射出成形品11cは、ホットスタンピングを用いて
図１に示す転写フィルム１を平らな補助フィルムウェブ２に固定させることにより形成さ
れる。その結果、転写フィルム１は、接着層の形態である第一層15により機械的に固定し
て補助フィルムウェブ２の表面に接合される。転写フィルム１を含めて補助フィルムウェ
ブ２はその後深絞り加工され、図７に示す立体的な形状はその時すでに形成されている。
転写フィルム１を含めて深絞り加工された補助フィルムウェブ２は、今、第一射出成形型
に入れられ、第一プラスチック射出成形材料は、補助フィルムウェブ２の後方に注入され
て第一プラスチック材料６を形成する。
【００６４】
　その場合、第一プラスチック材料６は茶色で不透明に着色されるABS/PC混合物によって
形成される。リリース層12を含めてキャリアーフィルム10は、今取り除かれる。装飾的な
要素16を含めて装飾された第一プラスチック材料６及び補助フィルムウェブ２は、さらな
る射出成形型に入れられ、またさらなる射出成形型における装飾的な要素16の側に残って
いるキャビティは、硬化後あるいは架橋後第二プラスチック材料8’を提供する反応性プ
ラスチックを含む第二プラスチック注入材料により注入される。第二プラスチック材料8
’は、架橋された透明なポリウレタンであり、このポリウレタンはこのポリウレタンと親
和性を有する装飾的な要素の第二層13に機械的に堅固に結合されている。
【００６５】
　装飾的な要素16の装飾層14は、第二プラスチック材料8'を通して、またクリアなラッカ
ー層の形態である第二層13を通して、見る者には可視である。第二プラスチック材料8’
により、この構造は、第二プラスチック材料8’の装飾的な要素16から離れた側の表面構
造によりさらに高められる奥行き効果を提供する。装飾的な要素16と共に装飾射出成形品
11cの光学的品質をさらに向上させ、特に魅力的な光学効果を提供するように、第一プラ
スチック材料６あるいは補助フィルムウェブ２と、第二プラスチック材料8’との領域に
おいて表面構造を互いに対して配置することができる。
【００６６】
　その点に関して、ここに示している装飾射出成形品の形状を射出成形に適する任意の形
と仮定でき、装飾的な要素の配置を自由に選択できることが、当業者には自明である。ま
た、本発明に係るプロセスに適する装飾的な要素の構成が広い制限範囲において変化する
ことができる。最も簡単な場合では、装飾的な要素は、第一及び第二プラスチック材料と
親和性を有し、且つ第一及び第二層を形成するプラスチックフィルムを有することができ
、該プラスチックフィルムの両側を少なくとも部分的に該射出成形プラスチック材料に接
合させるため、該プラスチックフィルムが、例えば、１側あるいは両側で、部分的に金属
化されあるいは印刷され、装飾層を形成する。使用された、場合によって補助フィルムウ
ェブを含む装飾的な要素について、唯一重要な考慮すべきことは、それの両側に十分多く
の領域が存在することであり、それらを隣接しているプラスチック注入材料に固定して接
合することができる。プラスチック注入材料あるいは補助フィルムウェブのそれぞれに接
合するために用いられる装飾的な要素の個々の層を広い制限範囲で選択することができる
。したがって、それは、当業者が容易に理解できる形態で、本発明による数多くの可能な
配置形状を提供する。
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【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明に係る転写フィルムの構造を示す図。
【図２】第一装飾的な要素により装飾された第一プラスチック材料を示す図。
【図３】更なる第一装飾的な要素により装飾された更なる第一プラスチック材料を示す図
。
【図４】第一プラスチック材料、第二プラスチック材料及び該第一と第二プラスチック材
料との間の第一装飾的な要素を有する装飾射出成形品を示す図。
【図５】第一プラスチック材料と第二プラスチック材料との間の第一装飾的な要素の他に
、該第一装飾的な要素から離れた該第二プラスチック材料側において第二装飾的な要素を
有する装飾射出成形品を示す図。
【図６】第一プラスチック材料と第二プラスチック材料との間の第一装飾的な要素の他に
、第二装飾的な要素が部分的に施される更なる装飾射出成形品を示す図。
【図７】第一プラスチック材料と、第二プラスチック材料と、該第一及び第二プラスチッ
ク材料の間の補助フィルムウェブを有する第一装飾的な要素とを有する装飾射出成形品を
示す図。
【符号の説明】
【００６８】
1             転写フィルム
2             補助フィルムウェブ
6,8,8’       注入プラスチック材料
10            キャリアーフィルム
11,11a,11b,11c       装飾射出成形品
12            リリース層
13            第二層
14            装飾層
15            第一層
16,16’       装飾的な要素
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成18年6月16日(2006.6.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの注入プラスチック材料（6,8）と、それに機械的に固定して接合され
、また転写フィルム（1）の転写層によって形成され、射出成形品(11,11a,11b)に装飾を
提供する少なくとも1つの装飾的な要素(16,16’)とによって形成される装飾射出成形品(1
1,11a,11b)であって、
　a) 少なくとも1つの第一装飾的な要素(16)の両側が、少なくとも１つの射出成形プラス
チック材料(6,8)により少なくとも部分的に覆われ、または、
　b) 前記少なくとも１つの第一装飾的な要素(16)の第一側が、少なくとも１つの射出成
形プラスチック材料により少なくとも部分的に覆われ、また前記少なくとも１つの第一装
飾的な要素(16)の第二側が、深絞り加工によって立体的に形成される熱可塑性の補助フィ
ルムウェブ(2)に配置され、前記少なくとも１つの装飾的な要素(16)から離れた前記補助
フィルムウェブ(2)側が射出成形プラスチック材料により少なくとも部分的に覆われてい
ることを特徴とする装飾射出成形品。
【請求項２】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の両側の１つは、第一プラスチック材料
(6)により少なくとも部分的に覆われ、前記第一装飾的な要素(16)の両側の他の１つは、
第二プラスチック材料(8)により少なくとも部分的に覆われ、
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　b)の場合において、前記少なくとも１つの装飾的な要素(16)から離れた前記補助フィル
ムウェブ(2)側は第一プラスチック材料(6)により少なくとも部分的に覆われ、前記第一装
飾的な要素(16)の第一側は第二プラスチック材料(8’)により少なくとも部分的に覆われ
ていることを特徴とする請求項１に記載の装飾射出成形品。
【請求項３】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の両側の１つは、前記第一プラスチック
材料(6)により全体的に覆われ、前記第一装飾的な要素(16)の両側の他の１つは、前記第
二プラスチック材料(8)により全体的に覆われ、該第一および/または第二プラスチック材
料(6,8)が透明であり、
　b)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の第一側は前記第二プラスチック材料(8
’)により全体的に覆われ、前記少なくとも１つの装飾的な要素(16)から離れた前記補助
フィルムウェブ(2)側は前記第一プラスチック材料(6)により全体的に覆われ、前記補助フ
ィルムウェブ(2)を含めて前記第一プラスチック材料(6) および/または第二プラスチック
材料(8’)が透明であることを特徴とする請求項２に記載の装飾射出成形品。
【請求項４】
　前記第一プラスチック材料(6)及び第二プラスチック材料(8,8’)は同様な材料あるいは
、異なる化学的および/または物理的な性質を有する材料によって形成されることを特徴
とする請求項２または３に記載の装飾射出成形品。
【請求項５】
　前記第一プラスチック材料(6)は、ABS、ABS/PC混合物、PC、PMMA、SAN、ASA、TPO、PP
、またはそのグループのうち、互いに親和性を有する少なくとも2つの材料の混合物によ
って形成されることを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載の装飾射出成形品
。
【請求項６】
　前記第二プラスチック材料(8,8’)は、PMMA、ASA、ABS、SAN、PA、PC、PP、またはその
グループのうち、互いに親和性を有する少なくとも2つの材料の混合物によって形成され
、あるいは反応的な架橋プラスチック材料、特に反応樹脂あるいはポリウレタン、ポリア
ミンまたはポリ尿素システムによって形成されることを特徴とする請求項２乃至５のいず
れか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項７】
　前記第一プラスチック材料(6)及び第二プラスチック材料(8,8’)は、互いに親和性を有
しない材料によって形成され、
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)は前記第一プラスチック材料(6)及び第
二プラスチック材料(8)の間の結合剤として機能をし、
　b)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)及び前記補助フィルムウェブ(2)は、前
記第一プラスチック材料(6)及び第二プラスチック材料(8’)の間の結合剤として機能をす
ることを特徴とする請求項５及び請求項６に記載の装飾射出成形品。
【請求項８】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の両側の１側は、前記第一プラスチック
材料(6)に対して化学的に親和性を有し、該第一プラスチック材料(6)のための射出温度で
少なくとも部分的に柔らかくなり、且つ該第一プラスチック材料(6)に機械的に固定して
接合される第一層(15)によって形成され、
　b)の場合において、前記補助フィルムウェブ(2)は、前記第一プラスチック材料(6)に対
して化学的に親和性を有し、該第一プラスチック材料(6)のための射出温度で少なくとも
部分的に柔らかくなり、且つ該第一プラスチック材料(6)に機械的に固定して接合され、
前記第一装飾的な要素(16)の第二側が、前記補助フィルムウェブ(2)に対して化学的に親
和性を有し、該補助フィルムウェブ(2)にスタンピング操作のとき少なくとも部分的に柔
らかくなり、且つ該補助フィルムウェブ(2)に機械的に固定して接合される第一層(15)に
よって提供されることを特徴とする請求項２乃至７のいずれか１項に記載の装飾射出成形
品。
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【請求項９】
　a)の場合において前記第一装飾的な要素(16)の前記両側の他の１側、及びb)の場合にお
いて前記装飾的な要素(16)の前記第一側は、前記第二プラスチック材料(8,8’)に対して
化学的に親和性を有し、層厚さが3～15μmの範囲であり、前記第二プラスチック材料(8,8
’)に機械的に固定して接合され、好ましく該第二プラスチック材料(8,8’)のための射出
温度で少なくとも部分的に柔らかくなる第二層(13)によって形成されることを特徴とする
請求項２乃至８のいずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項１０】
　前記第一装飾的な要素(16)は、前記第一層(15)及び第二層(13)の間、少なくとも１つの
装飾層(14)を有することを特徴とする請求項８及び９に記載の装飾射出成形品。
【請求項１１】
　前記第一プラスチック材料(6)はABS/PC混合物によって形成され、前記第二プラスチッ
ク材料(8,8’)はPMMAによって形成され、前記第二層(13)は約100,000g/molの分子量及び
約120℃のガラス転移温度Tgを有するポリメタクリル酸メチルを主成分として包含するこ
とを特徴とする請求項９または１０に記載の装飾射出成形品。
【請求項１２】
　前記第一装飾的な要素(16)の平面に対して垂直に見れば、前記第二プラスチック材料(8
,8’)は、厚さが１～10ｍｍの範囲で、好ましくは３～５ｍｍの範囲であることを特徴と
する請求項２乃至11のいずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項１３】
　前記プラスチック材料(6,8,8’)は、少なくとも１つの着色剤、好ましく、透明な着色
剤、金属粒子あるいは熱発色性あるいは光発色性の顔料により着色されることを特徴とす
る請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項１４】
　前記第一プラスチック材料(6)及び第二プラスチック材料(8,8’)は、異なって着色され
、および/または異なった透明であることを特徴とする請求項２乃至１３のいずれか１項
に記載の装飾射出成形品。
【請求項１５】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)は、それに接合されている前記第一プラ
スチック材料(6)における突起及び凹部を転写することを特徴とする請求項２乃至１４の
いずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項１６】
　前記第二プラスチック材料(8,8’)は、前記第一装飾的な要素(16)から離れたそれの表
面に立体的な構造を有することを特徴とする請求項２乃至１５のいずれか１項に記載の装
飾射出成形品。
【請求項１７】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)は、例えば回折構造あるいはホログラム
などの立体的な凹凸構造を少なくとも部分的に有しており、該第一装飾的な要素(16)に接
合されている前記第一プラスチック材料(6)における突起及び凹部に、および/または該第
一装飾的な要素(16)から離れた前記第二プラスチック材料(8)の表面における立体的な構
造に、前記立体的な凹凸構造を積層することを特徴とする請求項１５または１６に記載の
装飾射出成形品。
【請求項１８】
　b)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)は、例えば回折構造あるいはホログラム
などの立体的な凹凸構造を少なくとも部分的に有しており、該第一装飾的な要素(16)に接
合されている前記補助フィルムウェブ(2)における突起及び凹部に、および/または該第一
装飾的な要素(16)から離れた前記第二プラスチック材料(8’)の表面における立体的な構
造に、前記立体的な凹凸構造を積層することを特徴とする請求項２乃至１４及び１６のい
ずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項１９】
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　少なくとも１つの第二装飾的な要素(16’)は、前記第一および/または第二プラスチッ
ク材料(6,8)の表面に配置されることを特徴とする請求項１乃至１８のいずれか１項に記
載の装飾射出成形品。
【請求項２０】
　前記第二装飾的な要素(16’)は、該第二装飾的な要素(16’)の前記第一および/または
第二プラスチック材料(6,8)から離れた側で、第三射出成形プラスチック材料に機械的に
固定して接合されることを特徴とする請求項１９に記載の装飾射出成形品。
【請求項２１】
　前記補助フィルムウェブは、厚さが175～1200μmの範囲であることを特徴とする請求項
１乃至20のいずれか１項に記載の装飾射出成形品。
【請求項２２】
　転写フィルム（1）の転写層によって形成され且つ射出成形品(11,11a,11b)に装飾を提
供する少なくとも１つの装飾的な要素(16,16’)を利用する装飾射出成形品(11,11a,11b)
の製造プロセスであって、該少なくとも１つの装飾的な要素(16,16’)が、少なくとも１
つの射出成形型に配置され、該少なくとも１つの射出成形型がプラスチック注入材料（6,
8）により注入され、
　a) 少なくとも１つの第一装飾的な要素(16)の両側は、前記プラスチック注入材料(6,8)
により少なくとも部分的に覆われ、または、
　b) 第一及び第二側を有する少なくとも１つの第一装飾的な要素(16)は、特にスタンピ
ングにより、それの第二側で熱可塑性の補助フィルムウェブ(2)に機械的に堅固に固定さ
れ、前記第一装飾的な要素(16)を含めて該補助フィルムウェブ(2)は深絞り加工によって
立体的に形成され、前記第一装飾的な要素(16)の第一側及び第一装飾的な要素(16)から離
れた前記補助フィルムウェブ(2)側はプラスチック注入材料により少なくとも部分的に覆
われていることを特徴とする装飾射出成形品の製造プロセス。
【請求項２３】
　a)の場合において、少なくともキャリアーフィルム(10)と、該キャリアーフィルム(10)
に配置されたリリース層(12)と、第一装飾的な要素(16)として前記キャリアーフィルム(1
0)から離れたリリース層(12)側に配置された転写層とを備える転写フィルム(1)を利用し
て、前記装飾射出成形品(11,11a,11b)を製造し、
　前記転写フィルム(1)を第一射出成形型に配置し、
　前記転写フィルム(1)が、それの前記キャリアーフィルム(10)から離れた側で第一プラ
スチック注入材料により少なくとも部分的に覆われるように、前記第一プラスチック注入
材料を該第一射出成形型に注入し、
　前記第一プラスチック注入材料を硬化して第一プラスチック材料(6)を提供し、
　それに接合された前記転写フィルム(1)を含めて前記第一プラスチック材料(6)を前記第
一射出成形型から取り出し、
　前記リリース層(12)を含めて前記キャリアーフィルム(10)を前記転写フィルム(1)から
取り外し、
　そのように前記転写層により装飾された前記第一プラスチック材料(6)を第二射出成形
型に配置され、
　少なくとも前記転写層の前記第一プラスチック材料(6)によって覆われていない側を、
第二プラスチック注入材料(8)により少なくとも部分的に過剰射出することを特徴とする
請求項２２に記載のプロセス。
【請求項２４】
　b)の場合において、装飾射出成形品(11c)の製造のために、少なくともキャリアーフィ
ルム(10)と、該キャリアーフィルム(10)に配置されたリリース層(12)と、前記第一装飾的
な要素(16)として前記キャリアーフィルム(10)から離れた前記リリース層(12)側に配置さ
れた転写層とを備える転写フィルム(1)を利用し、
　前記転写フィルム(1)を、前記転写層を前記補助フィルムウェブ(2)に機械的に固定して
接合するように、該補助フィルムウェブ(2)にスタンプし、
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　前記転写フィルム(1)を含めて前記補助フィルムウェブ(2)を深絞り加工し、
　その後前記転写フィルム(1)を含めて前記補助フィルムウェブ(2)を第一射出成形型に配
置し、
　前記補助フィルムウェブ(2)が、それの前記転写フィルム(1)から離れた側で第一プラス
チック注入材料により少なくとも部分的に覆われるように、該第一プラスチック注入材料
を前記第一射出成形型に注入し、
　前記第一プラスチック注入材料を硬化して第一プラスチック材料(6)を提供し、
　それに接合された前記転写フィルム(1)を含めて前記第一プラスチック材料(6)を前記第
一射出成形型から取り出し、
　前記リリース層(12)を含めて前記キャリアーフィルム(10)を取り外し、
　そのように前記転写層により装飾された前記第一プラスチック材料(6)を第二射出成形
型に配置し、
　少なくとも前記転写層のまだ覆われていない側を、第二プラスチック注入材料(8’)に
より少なくとも部分的に過剰射出することを特徴とする請求項２２に記載のプロセス。
【請求項２５】
　a)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の両側の１つを前記第一プラスチック材
料(6)により全体的に覆い、前記第一装飾的な要素(16)の両側の他の１つを前記第二プラ
スチック材料(8)により全体的に覆い、
　b)の場合において、前記第一装飾的な要素(16)の第一側を前記第二プラスチック材料(8
’)により全体的に覆い、前記少なくとも1つの装飾的な要素(16)から離れた前記補助フィ
ルムウェブ(2)側を前記第一プラスチック材料(6)により全体的に覆うことを特徴とする請
求項２３または２４に記載のプロセス。
【請求項２６】
　前記装飾された第一プラスチック材料(6)と共に少なくとも１つの第二装飾的な要素(16
’)を前記第二射出成形型に入れ、その後前記第二プラスチック注入材料をその中に導入
することにより、前記少なくとも１つの第二装飾的な要素(16’)を、前記第一および/ま
たは第二プラスチック材料(6,8)の表面に配置することを特徴とする請求項２３乃至２５
のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項２７】
　前記第一および/または第二プラスチック材料(6,8)から離れた前記第二装飾的な要素(1
6’)側で、該第二装飾的な要素(16’)を、第三射出成形型内において第三プラスチック注
入材料により少なくとも部分的に覆って、機械的に固定して接合することを特徴とする請
求項２６に記載のプロセス。
【請求項２８】
　前記第一プラスチック材料(6)を、少なくとも部分的に溶融状態で、好ましく冷却され
た前記第一射出成形型内に注入することを特徴とする請求項２３乃至２７のいずれか１項
に記載のプロセス。
【請求項２９】
　前記第二プラスチック材料(8,8’)を、少なくとも部分的に溶融状態で、好ましく冷却
された前記第二射出成形型内に注入し、あるいはRIM成形によって前記第二射出成形型内
に注入することを特徴とする請求項２３乃至２８のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項３０】
　前記転写フィルム(1)は、少なくともキャリアーフィルム(10)と、該キャリアーフィル
ム(10)に配置されたリリース層(12)と、装飾的な要素(16)として前記キャリアーフィルム
(10)から離れた前記リリース層(12)側に配置された前記転写層とによって形成され、該転
写層が前記リリース層(12)に隣接する少なくとも1つの第二層(13)と、該第二層(13)に隣
接する少なくとも1つの装飾層(14)と、前記キャリアーフィルム(10)から離れた前記転写
フィルム(1)側で該装飾層(14)に隣接する少なくとも1つの第一層(15)とによって形成され
、
　前記リリース層(12)は放射線硬化、イソシアンネート硬化あるいは酸硬化により高度に
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架橋されたプラスチック層であることを特徴する請求項２２乃至２９のいずれか１項によ
るプロセス。
【請求項３１】
　a)の場合における前記第一層(15)は、ABS、ABS/PC混合物、PC、PMMA、SAN、ASA、TPOあ
るいはPPを含むグループからの第一プラスチック材料(6)に対して化学的に親和性を有し
、また該第一層(15)は前記第一プラスチック材料(6)のための射出温度で少なくとも部分
的に柔らかくなることを特徴とする請求項３０に記載のプロセス。
【請求項３２】
　b)の場合における前記第一層(15)は、ABS、ABS/PC混合物、PC、PMMA、SAN、ASA、TPOあ
るいはPPを含むグループからの材料によって形成される前記補助フィルムウェブ(2)に対
して化学的に親和性を有し、また該第一層(15)は該補助フィルムウェブ(2)にスタンピン
グ操作において少なくとも部分的に柔らかくなることを特徴とする請求項３０に記載のプ
ロセス。
【請求項３３】
　前記第二層(13)は、PMMA、ASA、ABS、SAN、PA、PCあるいはPPを含むグループからの第
二プラスチック材料(8,8’)に対して化学的に親和性を有し、また該第二層(13)は前記第
二プラスチック材料(8,8’)のための射出温度で少なくとも部分的に柔らかくなることを
特徴とする請求項３０乃至３２のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項３４】
　前記第二層(13)は、反応的な架橋プラスチック材料、特に反応樹脂あるいはポリウレタ
ン、ポリアミンまたはポリ尿素システムによって形成される第二プラスチック材料(8’) 
に対して化学的に親和性を有することを特徴とする請求項３０乃至３２のいずれか1項に
記載のプロセス。
【請求項３５】
　前記第一および/または第二層(13,15)はラッカー層あるいは接着層の形態であることを
特徴とする請求項３０乃至３４のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項３６】
　前記装飾的な要素(16)の前記第一層(15)および/または第二層(13)は透明であることを
特徴とする請求項３０乃至３５のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項３７】
　前記第一層(15)は接着層の形態で、前記第二層(13)は透明なラッカー層の形態で、ある
いは前記第一層(15)と前記第二層(13)とともに透明なラッカー層の形態であることを特徴
とする請求項３６に記載のプロセス。
【請求項３８】
　前記リリース層(12)は、層厚さが0.2～2g/平方メートル(乾いた状態)で前記キャリアー
フィルム(10)に施されることを特徴とする請求項３０乃至３７のいずれか１項に記載のプ
ロセス。
【請求項３９】
　前記第二層(13)は、厚さが3～15μmの範囲であることを特徴とする請求項３０乃至３８
のいずれか１項に記載のプロセス。
【請求項４０】
　前記第一層(15)及び第二層(13)の間に配置された前記装飾層(14)は、少なくとも部分的
な金属層および/または、少なくとも部分的な干渉層および/または、少なくとも部分的な
カラー層および/または、例えば巨視的な凹凸構造、回折構造またはホログラムなどの凹
凸構造によって少なくとも部分的に配置された層、および/または、蛍光性の、燐光性の
、熱発色性あるいは光発色性の顔料、あるいは視角依存色変化効果を有する顔料を有する
色素含有層とを備えることを特徴とする請求項３０乃至３９のいずれか１項に記載のプロ
セス。
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