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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱硬化性塗料を密着されたポリオレフィン加工物の製造プロセスであって：
ａ．　ポリオレフィン加工物を密閉金型の中で形成する段階；
ｂ．　前記塗料が前記加工物の表面の少なくとも一部分と接触するように、フリーラジカ
ルで重合開始可能である熱硬化性塗料組成物を前記金型の中に射出する段階；及び
ｃ．　前記塗料組成物が少なくとも部分的に硬化したのちに前記金型を開いて前記加工物
を取り出す段階、
の各段階を含み、
　前記熱硬化性塗料組成物が、飽和脂肪族ポリエステルウレタン中間体、飽和脂肪族（メ
タ）アクリレートまたは飽和シクロ脂肪族（メタ）アクリレートである（メタ）アクリレ
ート、１種以上のヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、アルキレンポリオールのポ
リアクリレートエステル、１種以上のビニル置換芳香族、及び前記塗料組成物の中でフリ
ーラジカルを発生出来る開始剤を含むプロセス。
【請求項２】
　前記加工物の温度またはその表面温度が、フリーラジカルが前記塗料組成物の中で発生
される温度以上であるかまたは、金型温度がフリーラジカル源を活性化するのに適当な温
度である、請求項１記載のプロセス。
【請求項３】
熱硬化性塗料を密着されたポリオレフィン加工物の製造プロセスであって：
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ａ．　融点を超える温度に加熱されたポリオレフィン材料を密閉金型の中に導入して加工
物を形成する段階；
ｂ．　フリーラジカルを発生出来る成分を含む熱硬化性塗料組成物を前記密閉金型の中に
導入して前記加工物の表面の少なくとも一部分と接触させる段階、ここで前記加工物の温
度は、フリーラジカルが前記塗料組成物の中で発生される温度以上である；及び
ｃ．　前記塗料組成物が少なくとも部分的に硬化したのちに前記金型を開いて前記加工物
を取り出す段階、の各段階を含み、
　前記熱硬化性塗料組成物が、飽和脂肪族ポリエステルウレタン中間体、飽和脂肪族（メ
タ）アクリレートまたは飽和シクロ脂肪族（メタ）アクリレートである（メタ）アクリレ
ート、１種以上のヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、アルキレンポリオールのポ
リアクリレートエステル、１種以上のビニル置換芳香族、及び前記塗料組成物の中でフリ
ーラジカルを発生出来る開始剤を含むプロセス。
【請求項４】
　前記熱硬化性塗料組成物がポリエステルウレタンアクリレートをさらに含み、前記飽和
脂肪族（メタ）アクリレートまたは飽和シクロ脂肪族（メタ）アクリレートである（メタ
）アクリレートが、前記ポリエステルウレタンアクリレートの１００重量部当たり、２０
ないし１００重量部の量で前記熱硬化性塗料組成物に含まれる請求の範囲第１から３のい
ずれか１項記載のプロセス。
【請求項５】
　前記熱硬化性塗料組成物がポリエステルウレタンアクリレートをさらに含み、前記ヒド
ロキシアルキル（メタ）アクリレートが、前記ポリエステルウレタンアクリレートの１０
０重量部当たり、２ないし２０重量部の量で前記熱硬化性塗料組成物に含まれる請求の範
囲第１から４のいずれか１項記載のプロセス。
【請求項６】
　前記開始剤が、過安息香酸第三級ブチル、過オクタン酸第三級ブチル及びそれらの混合
物から成る群から選ばれる請求の範囲第１から５のいずれか１項記載のプロセス。
【請求項７】
　前記開始剤が、前記熱硬化性塗料組成物を構成する成分の総重量基準で０．２５％ない
し５重量％の量で含まれる請求の範囲第１から６のいずれか１項記載のプロセス。
【請求項８】
　密着された熱硬化性塗料を含むポリプロピレン成形加工物であって、前記塗料が、飽和
脂肪族ポリエステルウレタン中間体、飽和脂肪族（メタ）アクリレートまたは飽和シクロ
脂肪族（メタ）アクリレートである（メタ）アクリレート、１種以上のヒドロキシアルキ
ル（メタ）アクリレート、アルキレンポリオールのポリアクリレートエステル、１種以上
のビニル置換芳香族、及び前記塗料組成物の中でフリーラジカルを発生出来る開始剤を含
むポリプロピレン成形加工物。
【請求項９】
　以下の段階を含むプロセスで製造される、熱硬化性金型内塗料が密着されたポリプロピ
レン成形加工物：
ａ．　溶融温度を超える温度に加熱されたポリプロピレン基材を９３．３℃ないし約１２
１．１℃の温度の密閉金型の中に導入して加工物を形成する段階；
ｂ．　飽和脂肪族ポリエステルウレタン中間体、イソボルニルアクリレート、ヒドロキシ
プロピルメタクリレート、ヘキサンジオールアクリレート、スチレン、及び過安息香酸第
三級ブチルを含む熱硬化性塗料組成物を前記密閉金型の中に導入する段階；
ｃ．　前記塗料組成物が少なくとも部分的に硬化したのちに前記金型を開いて前記加工物
を取り出す段階。
【請求項１０】
　以下の各段階を含むプロセスにより製造されるポリオレフィン成形加工物：
ａ．　ポリオレフィン基材を密閉金型の中に導入して加工物を形成する段階、ここで金型
温度はフリーラジカル源の活性化に適当である；
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ｂ．　飽和脂肪族ポリエステルウレタン中間体、飽和脂肪族（メタ）アクリレートまたは
飽和シクロ脂肪族（メタ）アクリレートである（メタ）アクリレート、１種以上のヒドロ
キシアルキル（メタ）アクリレート、アルキレングリコールのポリアクリレートエステル
、１種以上のビニル置換芳香族、及び前記塗料組成物の中でフリーラジカルを発生出来る
開始剤を含む熱硬化性塗料組成物を前記密閉金型の中に導入する段階；
ｃ．　前記塗料組成物が少なくとも部分的に硬化したのちに前記金型を開いて前記加工物
を取り出す段階。
【請求項１１】
ａ．　ポリオレフィン加工物を密閉金型の中で形成する段階；
ｂ．　塗料が前記加工物の表面の少なくとも一部分と接触するように、フリーラジカルで
重合開始可能である熱硬化性塗料組成物を前記密閉金型中に射出する段階、ここで該熱硬
化性塗料組成物は、飽和脂肪族ポリエステルウレタン中間体、飽和脂肪族（メタ）アクリ
レートまたは飽和シクロ脂肪族（メタ）アクリレートである（メタ）アクリレート、１種
以上のヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、アルキレンポリオールのポリアクリレ
ートエステル、１種以上のビニル置換芳香族、及び前記塗料組成物の中でフリーラジカル
を発生出来る開始剤を含む；及び
ｃ．　前記塗料組成物が少なくとも部分的に硬化したのちに前記金型を開いて前記加工物
を取り出す段階、
　の各段階を含むプロセスにより製造された、熱硬化性塗料が密着された熱可塑性加工物
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は、金型内組成物を用いて熱可塑性加工物を塗装する方法に関する。更に詳しくは
、本発明は、射出成形で作られたポリオレフィン加工物のような熱可塑性加工物の金型内
塗装プロセスに関し、そのプロセスの１つの段階は、ポリオレフィン基材が固化、又は一
部分固化されたのち、熱硬化性金型内塗料を射出して、優れた密着性及び必要な表面品質
を備えた上塗りを有するポリオレフィン加工物を提供することを含む。本発明のポリオレ
フィン加工物は、加工物表面を調製するのに外部保護塗装又は追加の段階を殆ど必要とせ
ず、そして選択される金型内塗料によって決まるが、最終用途にはそのまま使用するのに
好適となることが可能である。本発明は、また、金型内熱硬化性塗料を密着されたポリオ
レフィン加工物にも関する。
【０００２】
（背景技術）
ポリオレフィンを含めて、成形された熱可塑性材料は、交通、自動車、海洋、リクリエー
ション、建築、事務用品、並びに芝生及び園芸用具製造産業のようないろいろな用途で使
用されている。しかしながら、そのような使用方法に問題がない訳ではない。多くの事例
では、成形された熱可塑性加工物は、ペイントの密着性を促進するために、或いは耐久性
及び耐候性のようなその他の表面要求事項を満たすために塗装されることが必要な場合が
ある。一般的に、熱可塑性、そして特にポリオレフィンは固有の表面エネルギーが小さい
ので、ペイント、又は塗装するのが難しい。更に、個々のポリオレフィンの表面特性と塗
装される塗料組成物との間のばらつきの点から、或る特定の熱可塑性樹脂で機能する方法
が別の熱可塑性樹脂では機能しない場合がある。従って、ポリオレフィンのような材料を
含めて、成形された熱可塑性材料の表面に塗料を密着させるためのいろいろな方法が開発
されてきた。
【０００３】
最も広く行なわれている方法の１つは、熱可塑性樹脂の表面に微小なエッチングを行なっ
たのち、ペイント又はその他の上塗り及び下塗り塗料に対する密着－定着部位を提供する
微小な粗さを発生させる方法である。エッチングは溶剤によって行なうことが可能であり
、溶剤は塗装されるペイント又は塗料に組み入れられることが可能である。溶剤が異なれ
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ば異なる速度で熱可塑性樹脂をエッチングするので、溶剤の選択は重要である。過剰エッ
チングもエッチング不足も避けなければならない。不充分なエッチングは適切な密着性を
発現しない；過剰なエッチングは熱可塑性樹脂を損傷することがある。過剰エッチング、
熱可塑性樹脂からのブリードに塗料を曝す、又は熱可塑性樹脂を溶剤の侵蝕に曝すと、熱
可塑性部品がゆがむことがある。熱可塑性樹脂が、成形プロセスによって大きい応力を受
ける領域を有する場合、エッチング溶剤を使用するとこの領域に目視されるクラックが形
成されることがある。
【０００４】
熱可塑性部品の表面を、ペイント又は塗装用に処理する別の方法は、艶消しによる方法で
ある。或る熱可塑性樹脂は、成形されると耐溶剤エッチング性である高度に架橋された（
艶出し）肌面が形成される。中程度の研磨媒体とタンブリング、又は攻撃性の緩いグリッ
ト材料でブラスティングすると、ペイント又は塗装の満足のいく密着が出来るほど充分な
熱可塑性樹脂表面を艶消しすることが可能である。
【０００５】
エッチング又は艶消しによって微小な粗さを発生させることは望ましくない場合があり、
必要とされる特定の熱可塑性樹脂表面にもよるが、或る事例では有効でない場合がある。
熱可塑性樹脂表面を処理する別の方法は、化学反応を利用して、熱可塑性樹脂表面上に酸
化された極性基を発生させることである。このような表面極性化方法には、熱可塑性樹脂
表面が塗料と結合するように、この表面を化学に極性化するために、密着促進剤と一緒に
塗装すること、又はポリオレフィン加工物を火炎又はプラズマ処理にかけることが挙げら
れる。極性の低い熱可塑性樹脂は、光増感剤と呼ばれる感光性化学薬品を使い引き続いて
紫外光に露光することにより処理される酸化性表面も可能である。ＵＶ光は、フリーラジ
カルを生成する光増感剤の分子を分解する。フリーラジカルは、空気中の酸素と結合する
極めて反応性に富む種である。更に、酸素のフリーラジカルは、熱可塑性樹脂表面と反応
して熱可塑性樹脂表面上に極性基を生成する。
【０００６】
以前は、成形された熱可塑性加工物が金型の中で形成されたのち、成形品が取り出され、
次いで表面処理、下塗り塗装、上塗り塗装、ペインティング等のような塗装工程によって
成形加工物の表面に塗料が塗布された。従って、前記の全ての方法は、熱可塑性加工物に
仕上り表面を得るには追加の段階を必要とした、即ち、この追加の段階は、ペイント又は
塗料を塗布する前に事前形成された熱可塑性加工物の表面を処理することである。これら
の方法では、追加段階を必要とし、そして成形加工物表面を処理するためのコストが嵩ん
だ。
【０００７】
従って、金型内で塗料を熱可塑性加工物に塗布することが出来ると、塗装された熱可塑性
加工物が得られ、その表面は仕上っていて最終用途にはそのまま使用するのに好適である
、或いは今まで使用されていたよりも少ない表面処理で済む方法を有することが望まれて
きた。
【０００８】
金型内塗料（ＩＭＣ）を熱可塑性材料に塗装すると、概ね平滑な表面が得られること、耐
久性及び表面諸特性が改善されること、並びに基材の気孔率が小さくなる又は無くなるこ
とが知られている。ＳＭＣ（シートモールディングコンパウンド）及びＢＭＣ（バルクモ
ールディングコンパウンド）のような熱硬化性樹脂の成形材料を利用する圧縮成形方法又
は射出成形方法において、下塗り塗料を塗布するため数多くの金型内塗装方法が利用され
てきた（例えば、米国特許第４，０７６，７８８号；第４，０８１，５７８号；第４，３
３１，７３５号；第４，３６６，１０９号；及び第４，６６８，４６０号を参照されたい
）。
【０００９】
典型的な金型内塗料は、米国特許第４，１８９，５１７号及び米国特許第４，２２２，９
２９号に記載されていて、これらの特許は、シートモールディングコンパウンドのような
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繊維強化熱可塑性樹脂（ＦＲＰ）に適用されていて、この塗料は、不飽和フマル酸ポリエ
ステルジオールと、飽和ポリエステルジオール柔軟剤、３ないし６個のヒドロキシ基を有
する架橋性脂肪族ポリオール、ジイソシアネート、及びスチレンのようなエチレン性不飽
和架橋性化合物との反応生成物である。米国特許第４，３３１，７３５号は、最大約５，
０００の平均分子量及び複数の重合性エチレン性二重結合を有し、活性水素原子を実質的
に含まない、又はイソシアネート基を実質的に含まない液体架橋性化合物；ポリイソシア
ネート、又はポリイソシアネートと、－ＮＨ２基、－ＮＨ及び／又は－ＯＨ基を有するエ
チレン性不飽和化合物との反応生成物のような材料であって、前記反応化合物は活性水素
原子を含まないこと；並びに有機フリーラジカル過酸化物開始剤を記載している。
【００１０】
その他の塗料は、２個のアクリレート基を有する少なくとも１種の重合性エポキシ系オリ
ゴマー、スチレンのような少なくとも１種の共重合性エチレン性不飽和モノマー、並びに
－ＣＯ－基及び－ＮＨ２、－ＮＨ、及び／又は－ＯＨ基を有する少なくとも１種の共重合
性モノエチレン性不飽和化合物ばかりでなくポリ酢酸ビニルも含む塗料に関し、Ｃｏｂｂ
ｌｅｄｉｃｋ等に付与された米国特許第４，４１４，１７３号及び第４，５１５，７１０
号に記載されている。
【００１１】
尚、別の塗料には、成形ＦＲＰ部品用の導電性の熱硬化性金型内塗料が挙げられ、その塗
料のバインダーは、少なくとも２個のアクリレート基を有する少なくとも１種の重合性エ
ポキシ系オリゴマー及び少なくとも１種の共重合性エチレン性不飽和モノマーを含み、こ
の塗料は、成形過程では優れた流動と伸び、優れた密着性、均一な色、優れた表面品質、
及び優れた彩色適性を発現し、米国特許第５，６１４，５８１号に記載されている。なお
、別の金型内塗料には、少なくとも２個のアクリレート末端基及びヒドロキシ又はアミド
含有モノマーを有するエポキシ系オリゴマーを含む過酸化物によるフリーラジカル開始型
熱硬化性組成物が挙げられ、Ｃｏｂｂｌｅｄｉｃｋ等に付与された米国特許第５，３９１
，３９９号；第５，３５９，００２号；及び第５，０８４，３５３号に記載されている。
【００１２】
美観用（ａｐｐｅａｒａｎｃｅ）の又はペイント様諸特性を有する金型内塗料組成物も知
られている。美観用の金型内塗料組成物では、金型内塗装加工物の表面にペイントを適用
する追加の段階、時間及びコストが省かれるので、この塗料組成物は望ましい。
【００１３】
そのような１つの美観用の金型内塗料が、米国特許第５，７３６，０９０号に開示されて
いる。‘０９０号特許は、密着性、外観、及び耐候性に関して充分な耐久性を有する塗料
を提供出来る金型内塗料組成物を使用することにより、ポリアミド加工物を塗装する方法
に関するものであり、この塗料組成物は自動車の外装部品又はその他の屋外用途に適用出
来る上塗り塗料として機能する。この金型内塗料組成物は、ビヒクル成分として、ウレタ
ンアクリレートオリゴマー又はウレタンメタクリレートオリゴマー及び重合性不飽和モノ
マー；ポリイソシアネート化合物；並びに重合開始剤を含んでいて、前記塗料組成物では
、オリゴマー自体は、有機ポリイソシアネート、有機ポリオール、並びにヒドロキシアル
キルアクリレート及びヒドロキシアルキルメタクリレートの反応生成物である。
【００１４】
美観用の金型内塗料の別の例は、繊維強化熱可塑性樹脂（ＦＲＰ）に使用するのに好適な
硬化型金型内塗料組成物であり、この塗料組成物は、飽和脂肪族ポリエステル中間体、飽
和脂肪族ウレタン基及び飽和ヒドロキシ（アルキル）（メタ）アクリレートから作られた
飽和ポリエステルウレタンアクリレートを含んでいて、開示内容が引用文献によって本明
細書に組み入れられている米国特許第５，７７７，０５３号に記載されている。‘０５３
号特許は、金型内塗料組成物に、硬度、耐水性、低収縮性及び高度の光沢のようなペイン
ト塗装タイプの諸特性を付与するために、アルキレンジオールのジアクリレートエステル
、飽和（シクロ）脂肪族（メタ）アクリレート、及びビニル置換芳香族を使用することに
関する。必要に応じて、そして前記の成分に加えて、トリアリルシアヌレート、エポキシ



(6) JP 4729141 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

ル化トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリトリトールトリアクリレート
等のような架橋剤を使用することが可能である。これらの成分が、過酸化物のような開始
剤の存在で反応すると、連鎖延長が起こり、熱硬化性飽和ポリエステルウレタンアクリレ
ート塗料用樹脂を形成する。硬化した樹脂は透明な金型内塗料組成物であり、この組成物
は、必要に応じて、当業界で周知のいろいろな顔料、着色剤等を使って着色して所望の最
終色彩及び透明性を得ることが可能である。このような金型内塗料の外観又はペイント様
諸特性は、いろいろな成分、特に芳香族ポリエステル及び／又はポリエーテルウレタン中
間体、芳香族エポキシ系樹脂等のような芳香族化合物を敬遠することにより達成される。
このような組成物は、ペイントを含まないＦＲＰ最終製品積層品を形成するのに旨く使用
されてきた。ＦＲＰ成形品は、ＳＭＣポリエステルから密閉金型の中で調製された。ＳＭ
Ｃの成形条件は、１４９℃（３００°Ｆ）、７０秒の硬化時間、及び１０００ｐｓｉの圧
力であった。金型を開くことにより、金型内塗料組成物を直ぐ次のＳＭＣ硬化物に適用し
て、射出又はそうでなければ、ＦＲＰ成形品に塗料を塗布するのに続いて金型を再度密閉
した。ＩＭＣの硬化条件は、１４９℃（３００°Ｆ）、６０秒の硬化時間、及び１０００
ｐｓｉの圧力であった。
【００１５】
交通、自動車、海洋、リクリエーション、建築、事務用品、並びに芝生及び園芸製造産業
では、射出成形したポリオレフィン基材の使用が支配的であると言う観点から、ポリオレ
フィン加工物の射出成形で使用するための金型内塗装方法を提供するすることは望ましい
。前述の、塗料の密着問題を起こすポリオレフィンの固有の比較的低い表面エネルギー、
及びポリオレフィンの射出成形で使用される比較的低く、よく使用される成形温度（６５
．６℃－７６．６℃：１５０－１７０°Ｆ）のために、金型内塗装によるポリオレフィン
加工物への不充分な被覆又は密着のために達成するのが難しかった。
【００１６】
或る意味で、ポリオレフィン加工物の塗装の１つの方法であり、事前成形物品にペイント
の追加の塗装を適用しなくて済むこの方法は、米国特許第５，５６２，９７９号に開示さ
れている。‘９７９号特許は、粉末の塑性ペイント塗料材料をその塑性相まで加熱したの
ち、圧力のもとで金型の中に射出し、引き続いて圧力のもとで熱可塑性基材を金型の中に
射出して、塗料材料を前記金型の表面に塗布させて塑性ペイント塗料材料によって塗装さ
れた加工物を製造することを含む二重（ｄｕａｌ）射出成形技術に関する。ペイントと基
材材料は、互いに親和性を有するように選ばれ、そしてこの方法は、成形及び硬化過程で
塗料と基材との間で架橋を起こすことを含むことが可能である。この方法では、２３０℃
（４４６°Ｆ）の温度に加熱されたポリプロピレン基材を使い、１３００バールの圧力で
前記基材を金型の中に押出すことが可能であることが説明されている。しかしながら、こ
の方法は、固形のシートとして製造されるのが普通であるペイント材料を粉末又は顆粒形
状にまで粉砕し、しかもその粉砕した又は顆粒化した材料をその塑性相まで加熱する追加
の時間を必要とするので、この方法は不利である。この方法の更なる欠点は、この方法で
は２台の異なる押出機を使用しなければならないことである。極めて限定的であるこの方
法の尚、もう１つの欠点は、選ばれる材料が互いに親和性を有することが必要である、或
いは共に作用し合うために、選ばれる材料が化学的に改質されることが必要である。
【００１７】
前記の‘０５３号特許に記載されているように、ポリオレフィン基材を射出成形して金型
内塗料組成物を使って塗装すると、充分に硬化した塗膜を有する塗装済みのポリオレフィ
ン部品の製造は成功することが発見された。更に、この塗膜は、この基材に対して優れた
密着性を発現する。本発明の目的に対して、説明している金型内塗料の硬化性モノマーと
一緒に連鎖延長成分としてフリーラジカル開始剤を使用することは、得られる外観の品質
及び諸特性にとって重要であると思われる。いずれの理論にも拘束されたくはないけれど
も、過酸化物化合物のようなフリーラジカル開始剤を使用することは金型内塗料組成物が
ポリオレフィン加工物の表面に密着することを促進させると思われる。金型内塗料組成物
の内部で発生されるフリーラジカルは、或る程度ポリオレフィンの表面を反応し、それに
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よって塗料のポリオレフィンに対する結合又は密着が可能になると思われる。
【００１８】
ポリオレフィン基材が、その表面に金型内塗料を有するプロセスが開発された。金型内塗
料組成物は、成形過程で優れた流動及び伸び、優れた密着性、均一な色、優れた表面品質
、そして必要に応じて、優れた彩色適性を有する、ポリオレフィン加工物の金型内塗装は
、ポリオレフィン基材が射出成形される温度を極く僅か上げることにより、そして過酸化
物化合物のようなフリーラジカル開始剤を含む前述の、広く使用されている金型内塗料を
使用することにより射出成形工程で旨く達成することが可能である。
【００１９】
熱可塑性基材を金型内組成物で塗装して、最終用途でそのまま使用するのに好適であるか
、又は表面の後処理が最小限で済む仕上り加工物を形成することが可能である射出成形プ
ロセスを提供することが本発明の１つの目的である。
【００２０】
ポリオレフィン基材を金型内組成物で塗装して、最終用途でそのまま使用するのに好適で
あるか、又は表面の後処理が最小限で済む仕上りポリオレフィン加工物を形成することが
可能である射出成形プロセスを提供することが本発明の１つの目的である。
【００２１】
予備形成された熱可塑性又はポリオレフィン加工物を前処理してペイント又はその他の塗
料を前記加工物に適応させる時間及びコストを削減することが本発明の更なる目的である
。
【００２２】
追加のペイント又はその他の表面処理用塗料を、予備形成された熱可塑性又はポリオレフ
ィン加工物の表面に塗布する必要はないことが本発明の更なる目的である。
【００２３】
美観用の金型内塗料を有し、高光沢、硬度、優れた密着性及び優れ耐候性のようなペイン
ト様諸特性を有する熱可塑性又はポリオレフィン加工物を提供することが本発明の更なる
目的である。
【００２４】
金型内塗料を有し、成形過程では優れた流動及び伸び、優れた密着性、均一な色、耐久性
、耐候性、優れた表面品質、及び優れた彩色適性を有する熱可塑性又はポリオレフィン加
工物を提供することが本発明の更なる目的である。
【００２５】
（発明の開示）
本発明は、熱硬化性塗料を密着された射出成形熱可塑性加工物の製造プロセスであり、こ
のプロセスは、融点を超える温度に加熱されたポリオレフィンのような熱可塑性材料を密
閉金型の中に導入して、前記材料を成形して加工物を形成する段階；次いで、フリーラジ
カルを発生出来る熱硬化性塗料組成物を前記密閉金型の中に導入して、前記加工物の表面
の少なくとも一部分と接触させる段階であって、加工物の表面温度は、前記熱硬化性塗料
組成物に含まれるフリーラジカルが発生する温度以上であることから成る。次いで、熱硬
化性塗料組成物が少なくとも一部分硬化したのちに金型を開いて前記加工物を取り出す。
【００２６】
優れた密着性及び優れた表面諸特性を有する組成物で金型内塗装されたポリオレフィン部
品は、例えば過酸化物又はアゾ－開始剤のようなフリーラジカルを発生出来る開始剤を含
む熱硬化性金型内塗料である本発明の組成物を使って製造することが可能である。
【００２７】
（発明を実施するための最良の形態）
本発明のプロセスは、市販の金型内塗料を利用する。そのような塗料には、Ｏｍｎｏｖａ
から入手出来る美観用の金型内塗料であるＧｅｎＧｌａｚｅ７及びＳｔｙｌｅｃｏａｔ９
ばかりでなく、その他の上塗り塗料及び下塗り塗料も挙げられる。前記塗料は当業界では
周知である。例えば、ヒドロキシ－官能性熱硬化性アクリル樹脂は、自動車及び電気器具
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の上塗り、缶の外部塗料、及びコイル塗料用の焼付エナメルの中に広く使用されている。
アクリル系塗料の大きい長所は、耐熱と光酸化性、及び耐加水分解性が高く、優れた色彩
保持性、耐脆化性及び外部耐久性を有する塗料となる。２ないし３の平均官能性を有し、
非官能性又は僅かに１官能性だけである分子を殆ど含まない低分子量アクリル樹脂が本発
明では有用である。このような熱硬化性アクリル樹脂の通常の合成方法は、フリーラジカ
ル重合によるものであり、この重合では、オリゴマー鎖の中で２－ヒドロキシエチルメタ
クリレート（２－メチル－２－プロペン酸２－ヒドロキシエチルエステル）コモノマーの
ランダム分布となる。
【００２８】
エポキシ樹脂も本発明では有用である。エポキシ樹脂の主な用途は、２液形下塗り塗料の
成分としてである。２液形の１液はエポキシ樹脂を含み、他の１液は多官能性アミンを含
む。アミド－アミンと呼ばれることが多いアミン末端型ポリアミドが広く使用されている
。好ましいエポキシ樹脂は、少なくとも２個のアクリレート基及び少なくとも１個の共重
合性エチレン性不飽和モノマー、並びに－ＣＯ－基、及び－ＮＨ２－、ＮＨ、及び又は－
ＯＨ－基を有する少なくとも１個の共重合性モノエチレン性不飽和化合物を有するエポキ
シ系オリゴマーである。
【００２９】
本発明では、また、アルキド、ポリエステル、ウレタン系、アミノ樹脂、フェノール樹脂
及びシリコーン樹脂のようなその他の樹脂塗料を使用することも意図している。例えば、
Ｋｉｒｋ　ＯｔｈｍｅｒのＥｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ、第６巻（第４版、１９９３年）６７６－６９０頁を参照されたい。塗料
樹脂の選択は、この樹脂がポリオレフィン基材にグラフト化を開始するフリーラジカルと
なることが出来るならば、この樹脂は本発明にとって特に重要ではない。
【００３０】
従って、本発明は、過酸化物開始剤、又はその他の開始剤又はアゾ－開始剤のようなフリ
ーラジカルを発生出来る連鎖延長成分の使用と、これらの既知の金型内塗料のいずれかと
一緒に使用することを意図している。開始剤の選択は、塗料に選ばれる特定の樹脂によっ
て決めることが可能である。
【００３１】
本発明の１つの実施態様は、５種類の成分を含む美観用の金型内塗料を利用する。そのな
かの１つの成分は、飽和脂肪族ポリエステル中間体ウレタンであり、これは、一般的に、
ポリマーの末端部にアクリレート基を含む。ウレタンのポリエステル中間体は、脂肪族ジ
カルボン酸又は脂肪族無水物とグリコールから作ることが出来、その調製方法もそうだが
、そのような中間体は当業界及び文献で周知であり、市販されている。脂肪族ジカルボン
酸及び無水物は１ないし１５個の炭素原子を有し、飽和が望ましく（即ち、不飽和炭素な
いしは炭素二重結合を有しない）、具体例には、炭酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸
、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、それらの対応する
無水物等が挙げられ、アジピン酸が概ね好ましい。前記酸の全ての混合物も使用すること
が出来る。グリコール又はジオールは、概ね２ないし１５個の炭素原子を有し、飽和であ
り、具体例には、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコ
ール、１，４－ブチレングリコール、ペンタンジオール、ヘキサンジオール、シクロヘキ
サンジメタノールジプロピレングリコール、２，２－ジメチル－１，３－プロパンジオー
ル、ジエチレングリコール、ピナコール等が挙げられる。好ましいグリコールには、エチ
レングリコール及びネオペンチルグリコールが挙げられる。
【００３２】
好ましい脂肪族ポリエステル中間体は、一般的に約１，０００ないし約５，０００、そし
て望ましくは約１，５００ないし約２，５００の数平均分子量を有する。
【００３３】
脂肪族ポリイソシアネートは、飽和ポリエステル中間体と反応してポリウレタンタイプの
樹脂を形成する。脂肪族部分は飽和であり、イソホロンジイソシアネート（ＩＰＤＩ）、
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ヘキサメチレンジイソシアネート、シクロヘキシルジイソシアネート等のような約５ない
し約１８個の炭素原子を有し、イソホロンジイソシアネートが好ましい。この中間体体の
ＮＣＯ基対ＯＨ末端基の平均当量比は、概ね、約１．５ないし約２．５、望ましくは約１
．９ないし約２．１、そして好ましくは約２．０である。このような量は、イソシアネー
ト末端型ポリウレタンプレポリマーを形成するのに概ね充分であり、次いで、このプレポ
リマーはヒドロキシアルキルアクリレートと反応してポリマー鎖の末端部に一般的に、ア
クリレート又はメタクリレートを含む飽和ポリエステルウレタンを形成する。アクリレー
トは、一般的にエチル、プロピル－ｎ－ブチル、エチルヘキシル等のような２ないし１０
個の炭素原子を含むエステル部を有することが出来、エチル及びプロピルが好ましい。好
ましいポリエステルウレタンアクリレートの例は、Ｓａｒｔｏｍｅｒ社によって製造され
、ポリエステルウレタンアクリレートであるＣｒａｙｎｏｒ　ＣＮ　９６３である。
【００３４】
不飽和及び／又は芳香族ポリエステル中間体を含むポリエステルウレタンアクリレートは
、経年変化で黄変及び劣化し易い透明な塗料又は不透明な塗料となる場合があるので、芳
香族及び／又は不飽和ジイソシアネートとしては敬遠される。ポリエステルウレタンアク
リレートは実質的に前記のような化合物を含まない、このことは、ポリエステルウレタン
アクリレートは、前記ポリマー（類）の総重量基準で、前記の構成単位又は基を５０又は
２５重量％未満、望ましくは１０重量％未満、そして好ましくは５重量％未満の量で不飽
和及び／又は芳香族ポリエステル中間体を含むか、或いは全く含まないことを意味する。
同様に、塗料組成物内で全ジイソシアネートの概ね５０又は２５モルパーセント未満、そ
して好ましくは１０又は５モルパーセント未満が、必要とされるイソシアネートの総モル
基準で芳香族及び／又は不飽和基である。ポリエステルウレタンアクリレートの形成で敬
遠されるその他の化合物又はモノマーは、ポリエーテル及びエポキシ中間体である、と言
うのは、ポリエーテル及びエポキシ中間体は優れた耐候性を発現する金型内塗料組成物を
生成しないことが判ったからである。従って、ポリウレタン中間体は、ポリエステルウレ
タンアクリレートの総重量基準で、概ね５０重量パーセント未満、そして概ね２５重量パ
ーセント未満、好ましくは１０又は５重量パーセント未満のポリエーテル及び／又はエポ
キシ基を含むか、或いは全く含まない。
【００３５】
種々の化合物又は成分を使いポリエステルウレタンアクリレートと反応させると熱硬化性
樹脂が形成される。そのような１種の成分は、脂肪族又は脂環式構成部分（メタ）アクリ
レートであり、この場合、脂肪族及び／又は脂環式構成成分は飽和であり、約１ないし約
５０個の炭素原子、そして望ましくは約２ないし約２０個の炭素原子を含む。代表的例に
は、メチル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、ラウリルメタ
クリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルアクリレート、グリシジルメタクリレ
ート、イソデシルアクリレート、イソボルニルメタクリレート、イソオクチルアクリレー
ト、トリデシルアクリレート、トリデシルメタクリレート、及びカプロラクトンアクリレ
ートが挙げられ、イソボルニルアクリレートが好ましい。飽和（シクロ）脂肪族（メタ）
アクリレートの量は、ポリエステルウレタンアクリレートの１００重量部当たり、一般的
に約２０ないし１００重量部、望ましくは約３５ないし９０重量部、そして好ましくは約
５０ないし約８０重量部である。
【００３６】
本発明の樹脂の中で使用される他の成分は、１種以上のヒドロキシアルキル（メタ）アク
リレートであり、この場合、アルキル基は、メチル、エチル、ブチル等のような１ないし
５又は１０個の炭素原子を含むことが出来、プロピルが好ましい。前記のヒドロキシアル
キル（メタ）アクリレートの量は、ポリエステルウレタンアクリレートの１００重量部当
たり、一般的に約２ないし約２０重量部、望ましくは約６ないし約１６重量部、そして好
ましくは約８ないし約１２重量部である。これらの化合物は、使用されるヒドロキシアル
キルメタクリレートの他に使用されて、ポリエステルウレタンアクリレート樹脂を形成す
る。
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【００３７】
本発明の金型内塗料組成物の中に使用される更にその他の成分は、スチレン、ａ－メチル
スチレン、ビニルトルエン、ｔ－ブチルスチレン等のような合計８ないし１２個の炭素原
子を含む１種以上のビニル置換芳香族であり、スチレンが好ましい。このような成分の量
は、ポリエステルウレタンアクリレートの１００重量部当たり、一般的に約１０ないし約
７０重量部、そして好ましくは約３０ないし約５０重量部である。
【００３８】
尚、もう１つの成分は、トリアクリレートのようなポリアクリレート、又は好ましくはア
ルキレンポリオールのジアクリレートエステルであり、この場合、ポリオールは、約２な
いし約３０個の炭素原子、そして好ましくはエチレンジオール、ブタンジオール等のよう
な約２ないし約１０個の炭素原子を有する。アルキレンポリオールの両末端部に含まれる
アクリレートは、一般的に、アクリル酸又はメタクリル酸から誘導される。アルキレンジ
オールの好ましいジアクリレートエステルの例には、トリエチレングリコールジメタクリ
レート、エチレングリコールジメタクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレ
ート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、１，３ブチレングリコール、１，４－
ブタンジオールジアクリレート、１，４－ブタンジオールジメタクリレート、ジエチレン
グリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、１，６－ヘキサン
ジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールメタクリレート、ネオペンチルグリ
コールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコ
ール（６００）ジメタクリレート、ポリエチレングリコール（２００）ジアクリレート、
テトラエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、１
，３ブチレングリコールジメタクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、
ポリエチレングリコール（４００）ジアクリレート、ポリエチレングリコール（４００）
ジメタクリレート、ポリエチレングリコール（６００）ジアクリレート、プロポキシル化
ネオペンチルグリコールジアクリレート、及びアルコキシル化脂肪族ジアクリレートが挙
げられる。必要に応じて使用出来るアルキレンポリオールの多官能性アクリレートエステ
ルの例には、トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレートトリメタクリレート、ト
リメチロールプロパントリメタクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、
トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレートトリアクリレート、エトキシル化トリ
メチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリトリトールトリアクリレート、プロポ
キシル化トリメチロールプロパントリアクリレート、及びプロポキシル化グリセリルトリ
アクリレートが挙げられる。アルキレンポリオールのポリアクリレートの量は、ポリエス
テルウレタンアクリレートの１００重量部毎に、一般的に約１０ないし約４０重量部、望
ましくは約１５ないし約３５重量部、そして好ましくは約２０ないし約３０重量部である
。アルキレンポリオールの随意のトリアクリレートエステルの量は低く、そしてポリエス
テルウレタンアクリレートの１００重量部毎に、一般的に１０重量部未満、そして好まし
くは５重量部未満である。
【００３９】
前記５種類の成分は、一般的に、本発明で使用が意図されていて、後ほど調製される金型
内塗料組成物の樹脂を構成する。ポリエステルウレタンアクリレートは、スチレンのよう
なビニル置換芳香族モノマー、飽和脂肪族（メタ）アクリレート又はイソボルニルアクリ
レートのような脂環式（メタ）アクリレート、及びヒドロキシプロピルメタクリレートの
ようなヒドロキシアルキルメタクリレートと混合される。これらの化合物は混合されたの
ち、硬化抑制剤、光安定剤、潤滑剤等のような充填剤又は添加剤が加えられて混合される
。フリーラジカル発生開始剤は最後に加えられる。ポリオールのポリアクリレートエステ
ルは供給業者からのポリエステルウレタンアクリレートの中に含めることが出来る。
【００４０】
前記の美観用の金型内塗料組成物は、硬化後は透明である。本発明での使用が意図されて
いるいずれの塗料も、所望の色、色彩、色相、又は隠蔽度を発現させるのに所望の又は有
効な量で顔料、着色剤等を使用することにより着色することが出来る。顔料、顔料分散体
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、着色剤等は当業界では周知であり、例えば、黒鉛、二酸化チタン、カーボンブラック、
フタロシアニンブルー、フタロシアニンレッド、酸化クロム及び酸化鉄（III）、アルミ
ニウム又はその他の金属フレーク等が挙げられる。
【００４１】
特定の色を有する金型内塗料が所望される場合、１種以上の顔料、着色剤等を好適な量で
使用することが出来る。当業界には周知のように、種々の顔料又は着色剤は容易にブレン
ディング出来るように、キャリヤー、例えばポリエステル、と一緒に加えられる。これら
の化合物がブレンディングされるまで、任意の、又は好適な混合容器を使用することが出
来、いろいろな成分及び添加剤を混合することが出来る。顔料がブレンド物の中に含まれ
ていなくても、この時点で混合物は透明ではない。
【００４２】
本発明で使用することが可能である全ての前述の金型内塗料組成物は、その他の添加剤及
び充填剤等を、当業界には周知の量で含むことが可能である。例えば、ベンゾキノン、ヒ
ドロキノン、メトキシヒドロキノン、ｐ－ｔ－ブチルカテコール等のような種々の硬化抑
制剤も使用することが出来る。その他の添加剤には、オクタン酸コバルトのような促進剤
を挙げることが可能である。促進剤の別の部類には、亜鉛又はその他の金属のカルボン酸
塩が挙げられる。例えば、種々のヒンダードアミン（ＨＡＬＳ）、置換型ベンゾフェノン
、置換型ベンゾトリアゾール等のような種々の光安定剤も使用することが出来る。一般的
に、潤滑剤及び離型剤が使用され、具体例には、ステアリン酸亜鉛若しくはステアリン酸
カルシウムのような種々のステアリン酸金属塩、又はリン酸エステルが挙げられる。タル
クのような強化用充填剤を使用することが出来る。その他の添加剤には、硬化剤、シリカ
のようなチキソトロープ、及びポリ酢酸ビニルのような接着剤が挙げられる。
【００４３】
本発明によって意図される塗料の硬化性モノマー又は成分は、過酸化物のようなフリーラ
ジカル開始剤の利用によって連鎖延長する。好適なフリーラジカル開始剤の例には、過安
息香酸第三級ブチル、フタル酸ジアリル中の過オクタン酸第三級ブチル、フタル酸ジメチ
ル中の過酸化ジアセチル、過酸化ベンゾイル、フタル酸ジブチル中の過酸化ジ（ｐ－クロ
ロベンゾイル）、フタル酸ジブチル過酸化ジラウロイル中の過酸化ジ（２，４－ジクロロ
ベンゾイル）、過酸化メチルエチルケトン、フタル酸ジブチル中の過酸化シクロヘキサノ
ン、３，５－ジヒドロキシ－３，４－ジメチル－１，２－ジオキサシクロペンタンテ、ｔ
－ブチルペルオキシ（２－エチルヘキサノエート）、過酸化カプリリル、２，５－ジメチ
ル－２，５－ジ（ベンゾイルペルオキシ）ヘキサン、１－ヒドロキシシクロヘキシルヒド
ロペルオキシド－１、ｔ－ブチルペルオキシ（２－エチルブチラート）、２，５－ジメチ
ル－２，５－ビス（ｔ－ブチルペルオキシ）ヘキサン、クミルヒドロペルオキシド、過酸
化ジアセチル、ｔ－ブチルヒドロペルオキシド、過酸化ジ第三級ブチル、３，５－ジヒド
ロキシ－３，５－ジメチル－１，２－オキサシクロペンタン、及び１，１－ビス（ｔ－ブ
チルペルオキシ）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン等、及びそれらの混合物が挙
げられる。異なる温度における開始剤のいろいろな分解速度及び時間等の長所を利用する
ために、開始剤の混合物を使用することは望ましいことが多い。使用するのに好ましい開
始剤は過安息香酸第三級ブチルである。
【００４４】
本発明の非水用途で有用なアゾ－開始剤には次が挙げられる：２，２’－アゾビス（２，
４－ジメチルペンタンニトリル）；２，２’－アゾビス（２－メチルプロパンニトリル）
；２，２’－アゾビス（２－メチルブタンニトリル）；１，１’－アゾビス（シクロヘキ
サンカルボニトリル）；２，２’－アゾビス（４－メトキシ－２，４－ジメチルバレロニ
トリル）；ジメチル－２，２’－アゾビスイソブチレート；２－（カルバモイルアゾ）－
イソブチロニトリル；２，２’－アゾビス（２，４，４－トリメチルペンタン）；２－フ
ェノールアゾ－２，４－ジメチル－４－メトキシバレロニトリル）；及び２，２’アゾビ
ス（２－メチルプロパン）。
【００４５】
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開始剤は、使用されるあらゆる抑制剤のあらゆる効果も克服するのに充分で、そしてエチ
レン性不飽和化合物の硬化を行なわせるのに充分な量で使用されるべきである。一般的に
、過酸化物開始剤は、金型内塗料組成物の中に使用される全エチレン性不飽和成分の総重
量基準で、最大約５重量％、又は約０．２５ないし約５重量％、望ましくは約１ないし約
４重量％、そして好ましくは約１ないし約２重量％の量で使用される。
【００４６】
本発明のプロセスは、過酸化物開始剤の存在で、９３℃（約２００°Ｆ）ないし約１６５
℃（３３０°Ｆ）の温度で、金型内塗料組成物とポリオレフィン基材の硬化成分との反応
を意図していて、１３２℃（約２７０°Ｆ）ないし１５４℃（約３１０°Ｆ）が望ましい
。本発明のプロセスでは、温度はポリオレフィンの溶融温度より低く、フリーラジカル開
始剤が作用するのに充分である。
【００４７】
概略的には、本発明のプロセスは、ポリオレフィン基材をその融点を超える温度に加熱す
ること、そしてポリオレフィン基材に対する成形又は装置温度を維持することを含む。例
えば、ポリプロピレンの場合、ポリプロピレンの標準の６５．６℃－７６．６℃（１５０
－１７０°Ｆ）の成形温度と比較すると、９３．３℃ないし約１２１．１℃（２００－２
５０°Ｆ）の成形温度が使用される。加熱されたポリオレフィンは、密閉金型の中に射出
されると加工物を形成する。次に、ポリオレフィン基材を含み、金型内塗料組成物がポリ
オレフィン基材表面と接触する金型の中にこの金型内塗料組成物が射出されるが、この表
面は金型内塗料組成物の中でフリーラジカルが発生する温度以上であり、そして前記塗料
組成物の硬化が行なわれる温度である。硬化時間は、使用される特定の硬化剤又は過酸化
物ばかりでなく成形用具及び射出成形設備によっても変動する。好適な硬化温度は、一般
的に、約９３℃ないし約１６５℃（約２００°ないし約３３０°Ｆ）の範囲である。本発
明の目的に対しては、金型内塗料組成物の硬化及びポリオレフィン基材に対する優れた密
着性は、成形温度、即ち２００－２５０°Ｆの範囲で得られることが判った。
【００４８】
本明細書で説明するように、ポリオレフィン類の熱可塑性射出成形に適用される金型内塗
装プロセスは数段階を含む。このプロセスは、金型キャビティの分割面の内部にあるが、
突出しピン機構及び熱可塑性樹脂射出スプルー面とは反対側の部分の面に限定されないの
が好ましいＩＭＣノズルを取り付けることが必要である。計量装置を使って、比較的高圧
（１０００－５０００ｐｓｉ；７０－３５０バール）のもとで開始剤入りの液体ＩＭＣの
規定量をノズルから射出する。
【００４９】
熱可塑性樹脂の射出成形サイクルは、図１及び２で示しているようにグラフで表されるの
が普通である。このサイクルの３つの基本的段階は、充満（ｆｉｌｌｉｎｇ）、充填そし
て冷却である。圧力は、充満サイクル過程では比較的低速度で上昇する。充填段階は、極
めて高い圧力を保持することにより収縮が相殺される段階である。最後に、冷却段階過程
では、金型の中の圧力は下がる。冷却期間での圧力の低下は、加工されている熱可塑性材
料のＰＶＴ挙動によって決まる。金型内塗料は、この期間に射出されるべきである。充満
段階の完了と金型内塗料の射出の間の時間が長ければ長いほど、充填圧力はそれだけ低い
けれども、基材温度はそれだけ低くなる。従って、射出を容易にするには、金型内塗料の
適切な硬化を得るのに必要な温度とバランスがとられなければならない。
【００５０】
ＴＢＰＢで開始される金型内塗料の典型的保存期間は、室温で約１０－１４日である。保
存温度が室温より高くなると、保存期間は短くなる。
【００５１】
比較的低い温度の硬化（～（約）９３．３℃（２００°Ｆ））用に設計された系の場合、
代替の触媒及び樹脂改質によって保存期間は大幅に短くなるが、矢張り製造加工計画には
適している。
【００５２】



(13) JP 4729141 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

前述の金型内塗料を使用する本発明のプロセスは、優れた外観及び表面諸特性を有する成
形品を提供する。そのような１つの特性が透明性である。硬化又は連鎖延長の時に、美観
用の金型内塗料組成物は透明となる。従来から、透明性は、主観的な肉眼試験、即ち付着
された色が或る基材へ向かうにつれて減少することによって測定することが出来る。透明
性は、また、金型内塗料組成物を使い、塗装の前後でカラー分光光度計により基材の色を
測定するような、当業界で周知の別の方法を使っても確認することが出来る。
【００５３】
本発明で使用される美観用の金型内塗料組成物は、高度の透明性に加えて、その他の優れ
た諸特性を有する。これらには、ポリオレフィン基材に対する優れた密着性、優れた硬度
、優れた耐引掻き性、優れた耐水性ばかりでなく、優れた耐紫外光性も挙げられる。塗装
されたポリオレフィン加工物の表面は、平滑でかつ高度の光沢を有する。前記のような諸
特性によって、仕上げ表面を有するポリオレフィン加工物が得られる、と言うのは、この
加工物は、優れた耐候性及び、以前は必要とされた塗装が不要になるほどのその他の優れ
たペイント諸特性を有するからである。即ち、前記の金型内塗料組成物が硬化されると、
或る特定の最終用途に関してはそのまま使用することが出来る、そして後続の表面処理、
例えば、ペイントのような別の層の塗装等、を何等必要としない、又は実質的に含まない
。言い換えれば、金型内塗料組成物の表面は、実質的には処理が不要となる、このことは
、平方フィート当たり、重量で、一般的に１０グラム未満、好ましくは５、３、２又は１
グラム未満のいずれかの保護被膜、フィルム、層又は表面処理材の適用で済み、そして好
ましくは全く不要であることを意味する。
【００５４】
本発明の金型内塗料は、概ね、可撓性があり、あらゆるポリオレフィンの表面に使用する
ことが出来る。本発明のプロセスを使用して塗装することが可能であるポリオレフィンに
は、特に、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリブチレン及び置換型ポリオレフィンが挙
げられる。本発明の金型内塗装品にとっての好適な用途には、バンパーやフェイシアのよ
うな種々の自動車部品ばかりでなく海洋用、並びに芝生及び庭園用機械部品、並びにリク
リエーション、建築又は事務用品も挙げられる。
【００５５】
本発明は、説明の役目をする次の実施例を参考にすることにより更に理解されるだろが、
本発明の範囲を限定するものではない。
【００５６】
実施例
実施例１
配合物Ａ（表Ａを参照されたい）を次のように混合したのち成形した：
ポリウレタンアクリレート、ヘキサンジオールのジアクリレートエステル、スチレン、イ
ソボルニルアクリレート及びヒドロキシプロピルメタクリレートを、表示された量で容器
に加えたのち、有機樹脂溶液用の混合手順を使って充分に混合した。ヒドロキノン、オク
タン酸コバルト、ヒンダードアミン光安定剤（ＨＡＬＳ）、ＵＶ吸収剤、並びにステアリ
ン酸亜鉛及びステアリン酸カルシウムを秤量し、前記で調製した樹脂溶液に入れたのち、
再度充分に混合して有機物を溶解し、ステアリン酸塩類を分散させた。次いで、タルク及
びシリカを秤量し、有機物及びステアリン酸塩類を含む容器の中に入れたのち、充分に混
合して固形物を分散させた。全ての混合について外部加熱は行なわなかった。
【００５７】
この実施例では、フリーラジカル発生開始剤である過安息香酸第三級ブチルを、前述のよ
うに調製した金型内塗料溶液に加えたのち充分に混合した。
【００５８】
ポリオレフィン基材であるポリプロピレンを２０４．４℃－２６０．０℃（４００－５０
０°Ｆ）の初期温度に加熱したのち、密閉金型に射出した。ポリプロピレンの成形条件は
、９３．３℃ないし約１２１．１℃（２００－２５０°Ｆ）の金型温度、～１８０秒の硬
化時間、及び～２５０バール（３６００ｐｓｉ）の圧力であった。
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【００５９】
後記の配合物Ａの金型内塗料組成物を金型の中に射出すると、この金型の中で前記組成物
はポリプロピレン基材の表面と接触したが、この表面の温度は、フリーラジカルが金型内
塗料組成物の中で発生して硬化が起こる温度以上であった。～１８０秒後に前記金型を開
いて、一部分硬化した塗料組成物を密着されたポリプロピレン加工物を取り出した。
表Ａ

【００６０】
ポリプロピレン加工物は、Ｄａｉｍｌｅｒ　Ｃｈｒｙｓｌｅｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　
Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ＬＰ－４６３ＰＢ－１５－０１（碁盤目状の切り込みをしたのち、
テープでの引張り試験）を使って、密着特性試験を行なった。表記した条件のもとでの結
果を表Ｂに示している。
表Ｂ

【００６１】
予想実施例
ポリオレフィン基材であるポリエチレンを、その溶融温度を超える初期温度に加熱して、
密閉金型の中に射出する。ポリエチレンの成形条件は、７１．１℃－９３．３℃（１６０
－２００°Ｆ）の金型温度、１００ないし２００秒の範囲の硬化時間、及び２００－２５
０バールの範囲の圧力である。
【００６２】
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本明細書に記載のタイプであり、本明細書でも説明されていて、選ばれる塗料に対して好
適なフリーラジカル源を含む金型内塗料組成物を金型の中に射出すると、その金型の中で
前記組成物はポリエチレン基材の表面と接触するがポリエチレン基材の表面温度は、フリ
ーラジカルが金型内塗料組成物の中で発生する温度以上であり、硬化が行なわれる温度で
ある。～１８０秒後に前記金型を開いて、一部分硬化の塗料組成物を密着されているポリ
エチレン加工物を取り出す。優れた外観及びその他の表面諸特性を有する単一金型内塗料
を有する加工物が得られる。
【００６３】
明細書で説明し、前記実施例により実証するように、本発明によると、優れた密着性、外
観、耐候性、表面特性、及び耐溶剤性を有する単一金型内塗料を有するポリオレフィン加
工物を形成することが出来る。本発明によって、金型から取り出される成形済みの加工物
に塗装段階を適用する必要はなくて前記のようなポリオレフィン加工物を得ることが可能
となる。
【００６４】
特許法に従って、最良の態様及び好ましい実施態様を説明してきたけれども、本発明の範
囲はこれらに限定されるのではなく、むしろ添付の特許請求の範囲によって限定される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　熱可塑性樹脂の射出成形サイクルの基本的３段階を示す図である。
【図２】　金型内塗料の射出過程での典型的キャビティ圧力を示す図である。

【図１】 【図２】
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