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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装飾成形品の製造方法であって、
　－熱可塑性樹脂から成る基体を金型に射出成形することで、所定の可視面に奥行きのあ
る三次元表面構造を形成する工程と、
　－薄片状の効果顔料が前記基体の可視面の表面に対して概ね平行な向きに配置されるよ
うに、前記薄片状の効果顔料を含む無色または着色された効果塗料を塗布する工程と、
　－効果塗料層を乾燥させる工程と、
　－前記効果塗料が塗布され、架橋された基体をフラッディング金型に挿入し、透明２成
分ポリウレア系でのフラッディングによって少なくとも前記効果塗料の可視面に透明樹脂
を塗布して被覆層を形成し、該被覆層を硬化させる工程と、
　－装飾成形品を離型する工程と、
を含む、装飾成形品の製造方法。
【請求項２】
　前記装飾成形品の離型の後に、
　－スプルーの除去を含む後処理工程、及び／又は、
　－フレーム内に前記装飾成形品を最終組み立てする工程、が続く、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　－熱可塑性樹脂から成る基体をインジェクタ側の金型半部とノズル側の金型半部とを有
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する金型に射出成形し、薄片状効果顔料を所定の可視面に対して概ね平行に配向して奥行
きのある三次元表面構造を形成する工程と、
　－前記基体を前記インジェクタ側の金型半部に残して金型を開け、所定の表面特性を備
える表面を有する基体上に被覆層を設けるための空洞を有する金型の第２のノズル側半部
に前記基体を配置する工程と、
　－被覆層を形成し、該被覆層を硬化させるために前記基体の表面構造を有する可視面に
透明樹脂をフラッディングする工程と、
　－装飾成形品を離型する工程と、を含む、装飾成形品の製造方法。
【請求項４】
　前記透明樹脂が、内部離型剤を有する２成分ポリウレア系、又は２成分ポリウレタン系
であり、前記装飾成形品の離型の後に、
　－スプルーの除去を含む後処理工程、及び／又は、
　－内部離型剤を有する２成分ポリウレタン系を使用する場合は、コーティング表面上の
離型剤層の、研磨による除去を含む後処理工程と、
　－フレーム内での前記装飾成形品の最終組み立て工程と、が続く、請求項３に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、自動車の内装用装飾成形品、及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車製造では、自動車に高級感のある外観を与えるために、車室には高品質の装飾部
品及び装飾的に形成された機能要素が使用される。そのために、銘木又は金属が使用され
ることが多いが、機能とデザインに意図的にマッチさせることができる樹脂も使用される
。それにふさわしい高級感のある樹脂部品の表面を製造するため、調度の領域でも電子機
器の領域でも広範囲な艶消しの、又は光沢のある表面を有する樹脂部品を製造することが
先行技術から公知である。更に、異なる２つの材料成分を使用して連続する２つの射出成
形プロセスで樹脂部品を成形することによって、いわゆるピアノラッカー効果を生み出す
ことができる。比較的厚いフォイルをバックスプレーすることで生じる三次元効果のある
表面を有する樹脂部品の製造も公知である。
【０００３】
　特許文献１は更に、凸面の表面構造を有する成形品用の成形金型、及び該成形金型を製
造し、該成形金型を使用して成形品を製造する方法を記載している。成形品の装飾面を保
護するため、成形品にはトップコートのコーティングが施されている。
【０００４】
　クリアコートモールディング（ＣＣＭ）によって、高品質の部品が透明な二液性ポリウ
レタン系で非常に薄く覆われる、適切な自動化された方法が知られている。
【０００５】
　特許文献１は、可視表面上の三次元表面構造と、可視表面に被覆された透明樹脂製の装
飾層とを有する射出成形された基体から成る装飾成形品を開示している。
【０００６】
　特許文献２は、特定のメタクリルポリマーをベースにし、効果顔料を含む、特に多層コ
ーティングの基層に適する被覆材を開示しており、透明塗料で上塗りする際に改良された
溶剤抵抗性を提供するという課題を解決している。
【０００７】
　特許文献３は、複合構造の熱安定性及び光安定性を改善するために、ポリマー層が液晶
効果顔料を有する透明ポリマー紫外線保護層を備える、液晶効果顔料を有する熱可塑性ポ
リマー層を備える多層複合構造を記載している。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０ ２０１０ ０３１ ８１４ Ａ１号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第４２１８１０６ Ａ１号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１０２５３６８０ Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　この先行技術に基づいて、本発明の目的は低コストで製造経費を節減し、改善された三
次元効果を有する、高級感があり、耐老化性の表面構造を有する装飾部品を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　このような装飾成形品を製造する目的は、請求項１及び請求項３の特徴を有する２つの
選択的な方法によって達成される。
【００１２】
　装飾成形品の製造方法のさらなる発展形態は従属請求項に記載される。
【００１３】
　可視面に奥行きのある三次元表面構造を有する射出成形された熱可塑性樹脂から成る少
なくとも１つの基体と、可視面に被覆された少なくとも１つの透明樹脂製の被覆層とを含
む本発明の装飾成形品の第１の実施形態では、基体は可視面に少なくとも一層の薄片状の
効果顔料層を備えている。この薄片状の効果顔料は、基体の可視面の表面に対して概ね平
行な向きにある。それによって、新規で高級感のあるデザインの装飾成形品が提供される
。基体の可視面の表面と平行な向きの薄片状の効果顔料によって、光沢効果が最適なもの
になる。ここで「概ね平行な向きにある」とは、効果顔料によって生じる効果ができるだ
け印象的で多彩であり、その構造が装飾成形品の可視面側の表面として強調されるように
、薄片状の効果顔料の大部分が所定の表面と平行に配置されることを意味する。
【００１４】
　その際、基体を形成し薄片状の効果顔料を含む樹脂、又は薄片状の効果顔料を含む層は
、薄片状の効果顔料を補足的に含むことはできるが必ずしも必要ない、基体に被覆された
ポリマー補助層であってよい。ここで「ポリマー補助層」とは、塗装層及びその他の樹脂
層を意味する。
【００１５】
　基体の熱可塑性樹脂は、透明、半透明、又は不透明のカラー又は無色でよい。更に、薄
片状の効果顔料を含む補助層のポリマー材料の光学特性を基体の樹脂の光学特性に対応さ
せることができ、したがって透明、半透明、又は不透明でもよく、基体の樹脂に対応して
カラーでも無色でもよい。
【００１６】
　装飾成形品はカラー又は無色の透明被覆層を有することができ、好ましくは、
　－セルロースアセテート（ＣＡ）、メタクリル酸－ブタジエン－１、３－スチレン－タ
ーポリマー（ＭＡＢＳ）、アクリル酸－スチレン－アクリルニトリル－ターポリマー
（ＡＳＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、特に好ましくは、ポリメチルメタクリレート
（ＰＭＭＡ）、非晶質熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）、微結晶ポリアミド（ＰＡ）を含
む少なくとも１つの熱可塑性樹脂、
　－２成分ポリウレタン系、好ましくは１分子当たり３から５個のＯＨ基、好ましくは１
分子当たり３個のＯＨ基、好ましくは一級ＯＨ基を有するオリゴエーテルポリオールから
成る統合離型剤、好ましくはエタンジオール－１、２；ビス－（１－ヒドロキシエチル）
－エーテル；２、３－プロパンジオール、１、４ブタンジオール；１、６－ヘキサンジオ
ール、２、２’－ジメチルプロパンジオールを含む群から成る低分子量連鎖延長剤、トリ
メチル－１、６－ヘキサンジオールの異性体混合物、又は５－ヒドロキシ－１－ヒドロキ
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シメチル－１、３、３－トリメチルシクロヘキサン（イソホロン－ジオール）、及び１分
子当たり２から６個のＮＣＯ基、好ましくは１分子当たり３から４個のＮＣＯ基を有する
オリゴマー脂肪族及び／又は脂環式ポリイソシアネートを有する２成分ポリウレタン系、
　又は、
　１分子当たり３から５個のＯＨ基、好ましくは１分子当たり３個のＯＨ基、好ましくは
一級ＯＨ基を有するオリゴエステルポリオール、例えばエタンジオール－１、２、ビス－
（１－ヒドロキシエチル）－エーテル；２、３プロパンジオール；１、４ブタンジオール
；１、６ヘキサンジオール；２、２’－ジメチル２、３プロパンジオール；トリメチル－
１、６ヘキサンジオールの異性体混合物、又は５－ヒドロキシ－１－ヒドロキシメチル－
１、３、３－トリメチルシクロヘキサンなどの低分子量の連鎖延長剤、及び１分子当たり
２から６個のＮＣＯ基を有するオリゴマー脂肪族及び／又は脂環式ポリイソシアネート、
又は、
　－オリゴマーポリアミン、好ましくは１分子当たり３から５個のＮＨＲ’基（Ｒ’は好
ましくは水素原子である）を有するオリゴエーテルポリアミンから成る２成分ポリウレア
系、低分子量のアミン系連鎖延長剤、好ましくはエチレンジアミン、ポリプレンジアミン
、テトラメチルジアミン、ヘキサメチレンジアミン、トリメチル－ヘキサンジアミン－１
、６の異性体混合物、５－アミノ－１－アミノメチル－１、３、３－トリメチルシクロヘ
キサンを含む群から成る脂肪族又は脂環式連鎖延長剤；及び１分子当たり２から６個のＮ
ＣＯ基を有するオリゴマー脂肪族及び／又は脂環式ポリイソシアネート、からなっている
。
【００１７】
　基体は不透明な白色、明色又はパールカラーでよく、被覆層は透明なブラックグレーで
よいため、有利には装飾成形品の可視面表面が印象的なスモークガラスのような外観が創
り出される。
【００１８】
　装飾成形品の製造は選択的な２つの方法から製造可能である。
【００１９】
　装飾成形品を製造するための第１の方法では、
　－熱可塑性樹脂から成る基体を金型に射出成形することで、所定の可視面に奥行きのあ
る三次元表面構造を形成する工程と、
　－薄片状効果顔料の向きが基体の可視面の表面に対して概ね平行である前記薄片状の効
果顔料を含む、熱可塑性樹脂に対応するカラーの効果塗料を塗布する工程と、
　－効果塗料層を乾燥させる工程と、
　－効果塗料を塗布した基体をフラッディング金型に挿入し、透明樹脂を少なくとも効果
塗料の可視面に塗布して被覆層を形成し、被覆層を硬化させる工程と、
　－装飾成形品を離型する工程と、が実施される。
【００２０】
　その際、透明樹脂の塗布は、
　－透明な２成分ポリウレア系をフラッディングする、又は、
　－透明熱可塑性樹脂をオーバースプレー、好ましくはオーバースプレーエンボス加工す
ることによって行われる。
【００２１】
　更に、装飾成形品の表面特性を最適にするため、装飾成形品の離型後にスプルーの除去
を含む後処理工程と、を実施することが好適であり得る。
【００２２】
　装飾成形品の離型後に更に、直接、又は後処理の後に、装飾成形品が上位の部品内、例
えばフレーム内に組み立てられる最終組み立てを行うことができる。
【００２３】
　本発明による選択的な第２の製造方法では、
　－熱可塑性樹脂から成る基体をエジェクタ側金型半部とノズル側金型半部とを有する金
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型に射出成形し、奥行きのある三次元表面構造、及び所定の可視面に対して概ね平行な薄
片状の効果顔料の配向が形成される工程と、
　－基体をインジェクタ側の金型半部に残して金型を開け、所定の表面特性を備える表面
を有する基体上に被覆層を設けるための空洞を有する金型の第２のノズル側半部に基体を
配置する工程と、が含まれる。その後、
　－被覆層を形成し、被覆層を硬化させるために基体の表面構造を有する可視面に透明樹
脂をフラッディングする工程と、
　－装飾成形品を離型する工程と、が実施される。
【００２４】
　光沢仕上げの表面にするには、例えばフラッディングの前に、研磨された光沢面を有し
、場合によっては艶消しの又はテクスチャ構造の領域を有する第２の空洞内に、成形品を
例えばスライドテーブル又はインサートを使用して移送することができる。
【００２５】
　この代替方法では、透明樹脂は内部離型剤を含む２成分ポリウレタン系、又は好ましく
は２成分ポリウレア系樹脂でよい。
【００２６】
　更に、この場合も装飾成形品の離型後に、スプルーの除去、及びそれに加え、又は代替
として、内部離型剤を含む２成分ポリウレタン系を使用する場合は、研磨などによってコ
ーティング表面から離型剤層を除去する後処理が続いてもよい。
【００２７】
　更に、この方法では、装飾成形品が上位の部品内に、例えばフレーム内に組み立てられ
る最終組み立て工程を実施することができる。
【００２８】
　これらの、及びその他の利点は、添付図面を参照した以下の説明によって示される。以
下の説明での図の参照は、説明を補助し、主題を理解し易くすることに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図は本発明の一実施形態の概略図であり、本発明の装飾成形品を多段階又は二段
階プロセスで製造する方法の工程を概略的に示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明は、装飾成形品、特に自動車の内装用の装飾部品、例えばダッシュボード、セン
ターコンソール及びドアパネル用の装飾部品、及び装飾成形品の製造方法に関する。
【００３１】
　乗用車などの自動車の内装用に備えられる、インテリアデザインに対する高まる期待に
応える装飾部品は、本発明ではポリマー材料、好ましくは合成ポリマー材料から製造され
、光沢仕上げの自由形状の表面及び多層構造を有している。部品の最下層として熱的、機
械的、及び安全上の機能を担う基体は、不透明の、又は透明又は半透明の樹脂から製造可
能であり、高度に構造化された表面が、最終的な構成部品のサーフェシング上に加えて配
置される。
【００３２】
　自動車の「サーフェシング」とは、自動車製造ではあらゆる技術的及び審美的要求を考
慮した顧客の目に見える内装と外装の表面の幾何形状の表現であると理解される。したが
って、サーフェシングとはデザインと構造とを繋げるリンクのことである。サーフェシン
グでは、デザインされた表面が所望の品質で再現され、表面の光効果（反射「ハイライト
」）が最適化される。更に、サーフェシングでは構造上の要求基準が転換され、例えば表
面は金型から離型可能でなけらばならず、金型の離型線はできるだけ可視面上にあっては
ならない。
【００３３】
　装飾成形品の可視側として備えられるこの構造は、基体内に配向して導入される薄片状
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の効果顔料によって、及び／又は部品表面とできるだけ平行に整列、又は配向された薄片
状の効果顔料を有するポリマー材料から成る中間層によって特に際立つ。更に、層の厚さ
が０．１５～３ｍｍになるように被覆可能なポリマー材料から成るガラス状の、又は透明
な着色被覆層は、複合材に耐擦傷性や耐薬品性に関する所望の表面特性を付与し、特に光
屈折特性によってその下層にある効果顔料を備える層の表面構造を強化するために役立つ
。
【００３４】
　金型成形された表面を有するこのような装飾部品は、例えば２成分サーモプラスト技術
によって製造可能である。透明な被覆層は、セルロースアセテート（ＣＡ）、メタクリル
酸－ブタジエン－１、３－スチレン－ターポリマー（ＭＡＢＳ）、アクリル酸－スチレン
－アクリルニトリル－ターポリマー（ＡＳＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、その中でも
特にポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）をオーバースプレー又は射出圧縮成形によっ
て生成可能である。
【００３５】
　その代替として、エンボス加工表面を有する装飾部品を製造するため、実質的に「無圧
」のイソシアネート樹脂を反応性２成分フラッディングするプロセスを用いることができ
、その際、基体の熱可塑性表面の精巧に細工された縁部が損傷又は溶解しないように、被
覆層を形成するために流入する反応性混合物の温度が５０～９０℃であるように注意する
必要がある。
【００３６】
　この変形形態では、被覆層を形成するために、基体のテクスチャ構造の可視側を形成す
る表面に、ガラス状又は透明性が高い着色した反応混合物をオーバースプレーすることが
でき、これらの混合物は、
　－１分子当たり３から５個のＯＨ基、好ましくは１分子当たり３個のＯＨ基、好ましく
は一級ＯＨ基を有するオリゴエーテルポリオール、
　－例えばエタンジオール－１、２；ビス（１－ヒドロキシエチル）－エーテル；２、３
－プロパンジオール；１、４－ブタンジオール；１、６－ヘキサンジオール；２、２’－
ジメチルプロパンジオール；トリメチル－１、６－ヘキサンジオールの異性体混合物、又
はイソホロン－ジオール（５－ヒドロキシ－１－ヒドロキシメチル－１、３、３－トリメ
チルシクロヘキサン）などの低分子量の連鎖延長剤、及び、
　－１分子当たり２から６個のＮＣＯ基、好ましくは３から４個のＮＣＯ基を有するオリ
ゴマー脂肪族及び／又は脂環式ポリイソシアネートからなっている。
【００３７】
　更に、
　－１分子当たり３から５個のＯＨ基、好ましくは１分子当たり３個のＯＨ基、好ましく
は一級ＯＨ基を有するオリゴエーテルポリオール、
　－例えばエタンジオール－１、２；ビス（１－ヒドロキシエチル）－エーテル；２、３
－プロパンジオール；１、４－ブタンジオール；１、６－ヘキサンジオール；２、２’－
ジメチル２、３－プロパンジオール；トリメチル－１、６－ヘキサンジオールの異性体混
合物、又はイソホロン－ジオール（５－ヒドロキシ－１－ヒドロキシメチル－１、３、３
－トリメチルシクロヘキサン）などの低分子量の連鎖延長剤、及び、
　－１分子当たり２から６個のＮＣＯ基を有するオリゴマー脂肪族及び／又は脂環式ポリ
イソシアネートから成るガラス状又は透明性の高い着色した反応混合物をフラッディング
することが可能である。
【００３８】
　更なる可能性は、
　－１分子当たり３から５個のＮＨＲ’基を有するオリゴエーテルポリアミン（Ｒ’は好
ましくは水素元素を示す）が特に最適であるオリゴマーポリアミン、又は、
　例えばエチレンジアミン、プロピレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチ
レンジアミン、トリメチル－ヘキサンジアミン－１、６の異性体混合物；イソホロン－ジ
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アミン（５－アミノ－１－アミノメチル－１、３、３－トリメチルシクロヘキサン）など
の低分子量のアミン系連鎖延長剤、及び
　１分子当たり２から６個のＮＣＯ基を有するオリゴマー脂肪族及び／又は脂環式ポリイ
ソシアネートから成るガラス状又は透明性が高い着色反応混合物をフラッディングするこ
とである。
【００３９】
　本発明によるエンボス加工表面を有する成形又は装飾部品は更に、多段階で生成された
３層構造で製造可能である。そのために、基体は公知の耐熱性樹脂で射出成形され、次の
工程で、効果塗料の薄片状の効果顔料、例えば金属顔料及び／又は光沢のある顔料が樹脂
表面の構造に特に適するため、照明角度の変化で効果顔料のフリップフロップ効果が構造
の奥行きを特に際立たせるように、効果塗料が塗布される。
【００４０】
　テクスチャ構造の可視表面が効果塗料で被覆された基体は、次の工程で透明のポリマー
被覆層で被覆され、一方では光沢のある表面を生成し、この表面が他方では屈折特性によ
って基体の表面構造を更に強化し、ひいては改善された三次元効果、または奥行き効果を
生じるようにされる。被覆層は、ＣＡ、ＭＡＢＳ、ＰＣ、特にＰＭＭＡなどの透明性が高
く、傷付きにくい熱可塑性樹脂から成る、射出成形で生成される効果顔料層の変形形態と
同様に射出成形又は射出圧縮成形によって生成可能である。
【００４１】
　代替として、透明被覆層をＲＩＭ技術を用いてオリゴマーポリアミンの反応生成物から
製造することができる。１分子当たり３から５個のＮＨＲ’基（Ｒ’は好ましくは水素原
子を示す）を有するオリゴエーテルポリアミンが最適であり、又は、
　－例えばエチレンジアミン、プロピレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメ
チレンジアミン、トリメチル－ヘキサンジアミン－１、６の異性体混合物；イソホロン－
ジアミン（５－アミノ－１－アミノメチル－１、３、３－トリメチルシクロヘキサン）な
どの低分子量のアミン系、好ましくは脂肪族又は脂環式連鎖延長剤、及び、
　好ましくは離型剤及び触媒を使用せずに、表面の光沢度が高い金型内に１分子当たり２
から６個のＮＣＯ基を有するオリゴマー脂肪族及び／又は脂環式ポリイソシアネートから
生成可能である。
【００４２】
　透明ポリマー被覆層で基体を被覆する工程は、ＲＩＭ技術を用いて、１分子当たり３か
ら５個のＯＨ基、好ましくは１分子当たり３個のＯＨ基、好ましくは一級ＯＨ基を有する
オリゴエステルポリオール、例えばエタンジオール－１、２；２、３プロパンジオール；
１、４ブタンジオール；１、６ヘキサンジオール；２、２’－ジメチルプロパンジオール
；トリメチル－１、６ヘキサンジオールの異性体混合物などの低分子量の連鎖延長剤、及
び１分子当たり２から６個のＮＣＯ基を有するオリゴマー脂肪族及び／又は脂環式ポリイ
ソシアネートから成る反応生成物から、好ましくは光沢度が高い表面を有する金型内の所
謂内側の、又は内部の離型剤を使用して実施可能である。
【００４３】
　１分子当たり３から５個のＯＨ基、好ましくは１分子当たり３個のＯＨ基、好ましくは
一級ＯＨ基を有するオリゴエステルポリオール、例えばエタンジオール－１、２；２、３
プロパンジオール；１、４ブタンジオール；１、６ヘキサンジオール；２、２’－ジメチ
ルプロパンジオール；トリメチル－１、６ヘキサンジオールの異性体混合物などの低分子
量の連鎖延長剤、及び１分子当たり２から６個のＮＣＯ基を有するオリゴマー脂肪族及び
／又は脂環式ポリイソシアネートから成る反応生成物から成る被覆層は、これもＲＩＭ技
術を用いて、好ましくは光沢度が高い表面を有する金型内のいわゆる内側の離型剤を使用
して作製可能である。
【００４４】
　以下に、例えばイソシアネート系樹脂を実質的に「無圧」の反応性２成分フラッディン
グプロセスに用いて、エンボス加工表面を有する装飾部品のスモークガラスのような外観
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を達成する方法及び層構造を記載する。
【００４５】
　その際、スモークガラスのような外観を達成するため、不透明な白色、明色、又はパー
ルカラーの基体は、
　－１分子当たり３から５個のＯＨ基、好ましくは１分子当たり３個のＯＨ基、好ましく
は一級ＯＨ基を有するオリゴエステルポリオール、低分子量の連鎖延長剤、及び／又は１
分子当たり２から６個のＮＣＯ基を有するオリゴマー脂肪族及び／又は脂環式ポリイソシ
アネートから成る、又は、
　－１分子当たり３から５個のＯＨ基、好ましくは１分子当たり３個のＯＨ基、好ましく
は一級ＯＨ基を有するオリゴエステルポリオール、低分子量の連鎖延長剤、及び／又は１
分子当たり２から６個のＮＣＯ基を有するオリゴマー脂肪族及び／又は脂環式ポリイソシ
アネートから成る、又は、
　－オリゴマーポリアミン、好ましくは１分子当たり３から５個のＮＨＲ’基（Ｒ’は好
ましくは水素原子を示す）を有するオリゴエーテルポリアミン、低分子量のアミン系連鎖
延長剤、及び１分子当たり２から６個のＮＣＯ基を有するオリゴマー脂肪族及び／又は脂
環式ポリイソシアネートから成る透明なブラックグレー調の反応混合物で
　フラッディングされる。
【００４６】
　装飾部品あるいは装飾成形品の従来の製造方法には、多段階プロセスで担持層／基体の
射出成形、又は装飾フォイル又は銘木べニアのバックスプレーが含まれ、その後に場合に
よっては裁断が続き、その後、反応塗料系のスプレー塗装、乾燥、研磨（複数回又はオー
バースプレー、もしくはフラッディング）、又は適宜の金型内で溶剤を含まない２成分ポ
リウレタン系のフラッディングが続く（クリアコートモールディング、従来の多段階ＰＵ
Ｒプロセス）。フラッディングの際には、フラッディング金型の可視側の金型表面に離型
剤を塗布し、フラッシュオフし、場合によってはこの金型半部内の離型剤の薄膜を研磨し
た後、基体をフラッディング金型の下側に挿入し、溶剤が含まれない２成分ポリウレタン
系がフラッディングされる。金型内の被覆層が硬化し、エンボス表面層が生じた後、装飾
成形品を離型し、塗料の表面にある離型剤層を例えば研磨によって除去することができる
。続いて、装飾成形品の裁断、及び場合によってはフレーム付きの最終組み立てを行うこ
とができる。
【００４７】
　本発明による方法では、図示のように、多段階及び一段階プロセスの変形形態の両方で
、先ず装飾成形品のサーフェシングに接する奥行きのある三次元のエンボス面に、透明又
は半透明の樹脂が射出成形され、図中の右の分岐を辿る一段階プロセスで薄片状の反射性
効果顔料、及び場合によっては更なる透明カラー顔料がテクスチャ構造の表面の少なくと
も１つの層に射出成形される。
【００４８】
　図中の左の分岐を辿る少なくとも２段階を含む多段階プロセスでは、第２の工程で、場
合によっては射出成形の際に効果顔料が省かれ、基体には光不透過性樹脂が使用されるが
、それは薄片状の効果顔料を含む基体の熱可塑性材料に着色された効果塗料の塗布が行わ
れ、基体の表面構造が明らかに突出するためである。効果塗料層が乾燥した後、多段階プ
ロセスの基体は別の金型、すなわちフラッディング金型に挿入される。フラッディング金
型内では、先ず基体が比較的的厚く、溶剤を含まない２成分ポリウレア系でフラッディン
グされ、又は例えばＰＭＭＡ、非晶質ＴＰＵ、又は微結晶ＰＡでオーバースプレーされ、
又は好ましくは射出圧縮成形によって、透明性の高い被覆層で被覆される。
【００４９】
　被覆層の硬化後に、特殊な色調のエンボス加工された表面構造が得られる。装飾成形品
を金型から取り出すことができる。場合によって実施されるスプルーの除去などの後処理
を行い、場合によっては装飾成形品を例えばフレームと共に最終的に組み立てることがで
きる。
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【００５０】
　図中の右分岐を辿る一段階プロセスでは、基体の射出成形が完了した後、射出成形金型
が開けられ、サーフェシングに接する奥行きのあるエンボス面に、薄片状の反射性効果顔
料、及び場合によっては更に別の透明カラー顔料を組み込んだ透明又は半透明の樹脂が射
出成形され、基体がインジェクタ側の金型半部に残る。スライドテーブル、回転テーブル
、又はインサートなどを使用して、インジェクタ側の金型半部は基体と共に、テクスチャ
構造の可視面に被覆層を作製するための空洞を設け、光沢度が高い表面、及び場合によっ
ては艶消しされ、又はテクスチャ構造の領域を備える金型の第２のノズル側半部に配置さ
れる。金型半部を閉じた後、基体は比較的厚い、溶剤を含まない２成分ポリウレア系、又
は内部離型剤を含み、溶剤を含まない２成分ポリウレタン系でフラッディングされること
で、金型内で塗料が硬化した後、表面構造の特殊な色調を有する装飾成形品のエンボス加
工された表面が得られる。装飾成形品の離型の後、多段階プロセスと同様に装飾成形品が
後処理され、例えばスプルーが除去され、最終組み立てへと移送可能である。
【００５１】
　内部離型剤を有する２成分ポリウレタン系をフラッディングするための方法の変形形態
では、離型の後、場合によっては塗装面上の離型剤を更なる後処理として研磨などによっ
て除去する必要がある。
【００５２】
　先行技術では、一段階プロセスの実施で記載した反応とコーティングとを組み合わせた
方法、例えばミュンヘンにあるクラウス－マッファイ社のＳｋｉｎＦｏｒｍ（登録商標）
、レバークーゼンにあるバイヤー社のＤｉｒｅｃｔＳｋｉｎｎｉｎｇが公知である。その
際、部品の射出成形とコーティングは、射出成形された担持部品を閉鎖側金型に残し、フ
ラッディング後にＰＵＲ混合ヘッドが配置される第２の空洞内でコーティングすることに
よって、金型内の皮革のような外観を有する樹脂部品を作製するために行われる。「閉鎖
された金型内で塗装する」ための更なる方法及び金型には、クラウス－マッファイ社のＣ
ｏｌｏｒＦｏｒｍ、又はバイヤー社のＤｉｒｅｃｔｃｏａｔｉｎｇがある。ドイツ、フリ
ードリッヒスドルフにあるリュール社のｐｕｒｏｓｋｉｎ（登録商標）として知られる方
法も１つのプロセスで射出成形技術と反応技術とを組み合わせる。更に、高速射出成形法
であり、樹脂溶解液の圧縮性がエネルギ蓄積のために利用されるオーストリア、シュベル
トベルクにあるエンゲル社でｘ－ｍｅｌｔとも呼ばれる方法は、スライドテーブル技術を
使用して熱可塑性担持部品に透明ポリウレタンをフラッディングするｃｌｅａｒｍｅｌｔ
法と共に公知である。
【００５３】
　しかし、これまでは公知の反応及びコーティング法ではコーティングを製造するために
ＰＵＲ系（ポリオール及びポリイソシアネート）だけが使用されている。
【００５４】
　この場合は反応性が低いため、比較的大量の触媒が必要であり、これは経時変化挙動に
悪影響を及ぼす。ＯＨ基は水に類する反応性を有するため、離型剤がなくても金型表面で
の尿素固化が生じる。
【００５５】
　本発明による実施形態で使用されるポリウレア（ＰＵ）系（ポリイソシアネート及びポ
リアミン）は、反応性が高いので触媒を使用せず、したがってより良い経時変化挙動を示
す。更に、反応性が高いため、離型剤を絶えず取り換える必要がない。
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