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１．塗装レス（塗装代替）加飾について 

ウェット方式の加飾は、塗装やめっきなど液体（溶剤）を使用するもので、優れた加飾な

らびに機能付加加飾であるが、主に溶剤を使用することから VOC（揮発性有機化合物、

Volatile Organic Compounds の略）発生の問題や、CO2 発生の問題がある。 

図１に、世界各国の燃費規制値（走行時の CO2 排出規制）、図２に、乗用車のライフサイ

クル CO2 排出量を示す。 

図２に示すように、自動車において、全世界で、走行時の CO2 排出規制が年々厳しくな

ってきており１）、同時に、自動車製造工程でも CO2 の排出削減が求められる。自動車製造

工程の CO2 排出の 20％を占めるボディ塗装での CO2 排出ならびに VOC 発生の削減も重要

で、自動車のボディパネルの製造において、塗装レスのニーズが高くなり、プラスチック加

飾の検討が行われ、採用例も増えてきている。 

 

     図１ 世界各国の燃費規制値（走行時の CO2 排出規制） 



 

図２ 乗用車のライフサイクル CO2 排出量 

 

 VOC、CO2 削減は世界的な目標で、加飾においても、ウェット方式加飾（塗装）からドラ

イ方式加飾への移行にも大きな関心が持たれている。 

ウェット方式である塗装やめっきから代替できる加飾として、図３に示すように、乾式方

法の NSD（Non Skin Decoration）とフィルム貼合、転写加飾、インクジェット成膜、ならび

にインモールド塗装等が考えられる。塗装に替わって使用される加飾を、塗装レス加飾、塗

装代替加飾、ペイントフリー加飾と言う。本資料では、主として塗装レス加飾を使用する。 

また、真空蒸着は、乾式めっきとも呼ばれ、湿式めっき（通常のめっき）に替わる加飾と

して使用されている。本資料では、真空蒸着には触れない。 

 

 
図３ 塗装レス（塗装代替）加飾のニーズ 



塗装レス成形方法の概要を表１に、塗装レス成形方法の比較（塗装レス自動車外装部品の

成形をメインとした比較）を表２、図４，５に示す。また、 

表１ 塗装レス（塗装代替）成形方法の概要 

 

表２ 塗装レス（塗装代替）の成形工法の比較（自動車外装部品 

 
 

 

 

 



 

図４ 塗装代替自動車外装部品の成形工法の比較ー２ 

 

 

図５ 塗装代替自動車外装部品の成形工法の比較ー３ 

 

 NSD（Non Skin Decoration）、特に、モールドインカラーは、意匠表現性には限界がある

が、低コストで、VOC 発生の問題や、CO2 発生の環境問題、作業性を解決できる方法で、機

能も付加しやすい方法として注目されている。フィルム貼合、転写加飾は、コストがかかる

方法であるが、意匠表現性に優れ、機能付加にも優れた方法として注目されている。 

 また、インモールド塗装は、塗装の一種であるが、有機溶剤等を使用せず、金型内に反応



性塗料を注入する方法で、通常の塗装と同等の外観が得られ、小物部品を中心に、環境問題

を解決する部品の製造に適用できる方法として注目される。 

多様な意匠表現が必要な場合は、２－１～６のフィルム加飾系が優れており、形状対応性

では、１－１、次いで２－３が優れている。３も一般形状対応性は良好であるが、成形品サ

イズで限界があると思われる。 

現状でのコストでは、金属の塗装は設備償却が終えていることが多く、優位と考えられる。

２－３、２－４などは、設備の新設が必須で、まともな設備償却が必要となり、現状では、

コスト的に厳しいと考えられる。全設備償却を含めたコスト試算では、１－１が優位と考え

られる。 

 

２ 自動車外板（ボディパネル）への塗装レス加飾技術の展開状況 

図１に示したように、自動車において、全世界で、走行時の CO2 排出規制が年々厳しく

なってきており、同時に、自動車製造工程でも CO2 の排出削減が求められる。自動車製造

工程の CO2 排出の 20％を占めるボディ塗装での CO2 排出ならびに VOC 発生の削減も重要

で、自動車のボディパネルの製造において、塗装レスのニーズが高くなり、プラスチック加

飾の検討が行われ、採用例も増えてきている。 

塗装レス（塗装代替）の検討を行うにあたっての留意点は、下記の通りである。 

（１）単に、従来の塗装品を代替するとの意識では大幅な普及は難しい。 

材料、意匠、機能付与などの特徴を盛り込んだ塗装では困難な新たな外装を目指すこと

が重要である。 

（２）考えられる付加検討項目は、 

・環境性能、作業性改善（VOC 削減等）・・・代替の基本 

・高度な装飾付与（絵柄、グラデーション、テクスチュア） 

・電気性能付与（電波、ミリ波、赤外線透過、EMI シールド等） 

・光性能付与（LED 照明、透過） 

・空力性能付与（空気抵抗低減） 

・セルフクリーニング 

・断熱（遮熱） 

・ソーラー機能  など 

（３）その他 

１）塗装部品との併用の場合 

艶、色合せを行うか、ツートーン、スリートーンにする。 

２）着せ替え（若者を中心にカスタマイズのニーズ） 

若者は、2 年は同じものに辛抱できるが、5～6 年は困難とも言われている 

⇒簡単に取換え可能な構造⇒オンデマンド対応を行いやすいインクジェットの活用。 

以下、方法別に検討状況を示す。 



 

３ 加飾フィルム貼合自動車外板 

図６は、欧米でのフィルム加飾のボディパネルへの採用例である。欧米においては、ペイ

ントレスフィルムの IMF による外板パネルが、2000 年代前半に登場しており、図７に示す

ように多くのメーカーが、自動車の外装仕様を満たすペイントレスフィルム２）を開発し、

供給している。 

国内では、布施真空㈱が活発な検討を行っている。図８下は、ホンダのフロントグリルで、

日本で最初のフィルム加飾外装量産品（ただし、塗装フィルムを使用）である。図５上左は、

3 次元表面加飾技術展 2015 での出展品３）で、Smart の部品を取り外し、それに TOM 成形で

フィルム加飾したうえで、元の位置に戻したものであり、大きな反響があった。さらに、3

次元表面加飾技術展 2017 で、Neo TOM を用いて試作したルーフパネルを展示４）（図４右）

し、再び大きな反響があった。図９は、3 次元表面加飾技術展 2018 で展示された内外装部

品５）で、さらに、加飾フィルム貼合自動車外板実現の可能性を示した（これらの試作品で

は、フィルムは、一般の加飾フィルムを使用）。 

 
図６ フィルム加飾による自動車外装採用例（欧米） 

 



 

図７ 欧米の自動車外板用フィルム 

 

図８ フィルム加飾による外装検討・採用例（日本）－１ 

 



 
図９ フィルム加飾による外装検討・採用例（日本）－２ 

 

実車では、図１０に示すようにダイハツのキャスト、ミライースの２トーンのルーフパネ

ル６）に、共和レザー㈱が開発したフィルム、工法７）を用いた加飾フィルム貼合（フィルム

ラッピング）が採用され、コペン、トコットにも展開された。基材とフィルムは、水張りで

行われており、エア、水抜きをしながら、接着される。 

また、トヨタのポルテ、スペイド特別仕様車の２トーンルーフパネルにも、類似のフィル

ム、工法で、加飾フィルム貼合（フィルムラッピング）が採用された 8）。 

 さらに、キャストのルーフには、図１１に示すように、セルフクリーニング機能が付加さ

れており、共和レザーは塗装でできないが、フィルム加飾では可能な主要な意匠例を図１２

に、インクジェット利用によるバリエーション豊かな意匠表現を図１３に示している。 

図１４９，１０）、１５１１、１２）は、日本における自動車外板用フィルムの状況である。これ

らは展示会でも出展されているが、その他の多くは、未公開となっており、欧米でのオープ

ン性とは大きく異なる。筆者は、公開して普及を促進した方がよいと思う。 

 



 

図１０ フィルム加飾による外装検討・採用例（日本）－３ 

 

 
図１１ セルフクリーニング性能 



 

図１２ 塗装ではできない主要な意匠例 

 

 
図１３ インクジェット利用によるバリエーション豊かな意匠表現 



 
図１４ 日本の自動車外板用フィルム－１ 

 

 

図１５ 日本の自動車外板用フィルム－２ 

 

４ フィルムラッピング自動車外板 

ラッピングフィルムを用いて、自分の車に好みの加飾（カスタマイズ）が行われている。 

表３にカーラッピングフィルムメーカー、図１６にカーラッピングの採用例１３）、１４）を示

す。 

これは、フィルム加飾の 1 種ではあるが、一般的にはカスタマイズ用として、短期間で貼

り替えするのが中心で、欧州や中国では広く行われ、日本でも行われている。貼り付けは手

作業で行われている。素材は PVC が多く、中には耐候性が 10 年というのも紹介されている



が、一般的にはもっと短期のものが多いと思われる。 

筆者は、以前は、これは、IM-D や TOM などの機械化されたフィルム加飾と区分して捉

えていたが、図７に示したように、キャストのルーフ等の成形に使用されている共和レザー

㈱の方法と同様であり、区分する必要はないと考えるようになった。 

 

表３ カーラッピングフィルム（外板用） 

 
 

 

図１６ フィルムラッピング例 

 

 

 



５ モールドインカラー自動車外板 

図１４に示すように、欧米では、モールドインカラー品および原着シートを熱成形した部

品も古くから実用化１５）～１８）されている。 

日本でも、高耐久／高外観原着材料が開発され、自動車内装に続いてマツダ㈱が外装に採

用した。コスト面での魅力が大きい。 

図１７に示すように、三菱ケミカル㈱が開発したバイオ PC（デュラビオ）着色材料を用

いたモールドインカラーの外装部品がマツダ㈱のロードスターRF の後方窓枠、CX-5 のフ

ロントグリルに採用され１９）、マツダ㈱では、塗装外板との性能比較評価を行い、遜色がな

いことを発表２０）している。 

 
図１７ モールドインカラーによる塗装代替自動車外板採用例－１（欧米） 

      

 
図１８ モールドインカラーによる塗装代替自動車外板採用例－１（日本） 



 

６ インモールド塗装（型内塗装）自動車外板部品 

K2016 で Krauss Maffei がインモールド塗装（Color Form）を展示し、大きな反響があっ

た。これを契機に、下火になっていた日本の IMP も注目度が向上した。 

図１９に示すように、Krauss Maffei がインモールド塗装（型内塗装）による部品を K2016

で展示し、日本でも展示された２１）。図のように、射出後金型を少し開いて（キャビ型を交

換して）、反応型塗料を注入して成形する。既に内装、外装部品として実用化され、展示会

翌年の 2017 年に中国に 1 システム、韓国に 3 システム導入されている。日本では、2019 年

にやっとテストマシンが設置された（岐阜多田精機㈱、650 トーン、ミュ-セル発泡、2 色成

形も可能）。韓国、中国と比較して、消極的に見える。 

その後、さらに検討が進み、図２０に示すように、IMF との組み合わせ、同じ部品で、色、

光沢の変化、自己修復塗料の適用等が開発されている。 

日本でも、U&M プラスチックソリューションズ㈱（旧宇部興産機械㈱）／大日本塗料㈱

が以前から検討を行っていた２２）（図２１）が、コスト等の課題のため、実用化には至らな

かった。しかし、上記 Krauss Maffei の展示の後、問合せが増えて、再び注目されている。 

 

 
図１９ インモールド塗装による塗装代替自動車外板検討、採用例（欧米）―１ 

 

 



 
図２０ インモールド塗装による塗装代替自動車外板検討、採用例（欧米）―２ 

 

 

図２１ インモールド塗装による塗装代替自動車外板検討、採用例（日本） 

 

 また、KURZ 等が図２２に示す IMD DECOPUR (Inmold Decoration and PUR coating in a 

single injection Molding）を発表している２３)。これは、プラスチック表面に IMD⇒同一

工程で、全面に PU（自己修復）を流し込んで、透明、高光沢、耐久性表面を形成するもの

で、Krauss Maffei と同様な方法と思われる。 



 
図２２ IMD DECOPUR（Inmold Decoration and PUR coating in a single injection molding） 

 

７ 塗装レス自動車外板の現状と将来展望 

 ６で示してきたように、モールドインカラー品、フィルム加飾品の実用化がある程度進ん

でいるが、フレームとボディを 1 つの構造として作り上げているモノコックシャーシ（現在

の乗用車はほとんどこの構造）の場合は、溶接工程で樹脂部品の使用が困難であることなど

からあまり進んでいない。 

 モールドインカラー品、フィルム加飾品（含むフィルムラッピング品）の実用化が本格的

に進むのは、ラダーフレーム構造の車が、さらに増えることが必須と言われている。現在の

乗用車の大部分を占めるモノコックシャーシの車では、図７に示した共和レザー㈱の方法

等が、少なくとも当面主流となって進むことが予想される。 

 ラダーフレーム構造の車が普及した場合のボディ樹脂化、塗装レスの流れを図２０２４）、２

５）に示した。 

 また、Neo TOM は非常に優れた方法であるが、設備投資などの点から、一部で、将来的

にも実用化が困難ではないかとも言われている。筆者は優れた特徴があり、期待している。 

 

 日本における自動車ボディパネルの今後の展開について、諸説があるが、総合すると下記

のとおりと推定される。 

・塗装は、設備償却が進み、競争力があり、品質の信頼性も高い、エアレス塗装の開発によ

ると着効率の向上（従来型の 60％～70％程度から、95％以上に改善）など塗装技術、工程

等の改善等があり、鋼板への塗装はなくならない。 



・塗装レスボディパネルとして、フィルム加飾（含むフィルムラッピング）、モールドイン

カラー、型内塗装が検討されており、いずれも実現の可能性がある。 

・ただ、本格的に採用が進むのは、２０３０年以降になると予想される。 

       
図２３ ボディ樹脂化、塗装レスの流れ 

 

図２４に示すように、日本の自動車メーカーで、2017 年頃以前の数年位は、「フィルム加

飾による塗装代替」検討が精力的に行われていたが、2017 年頃に開発の主方向が、「フィル

ム加飾による外板の塗装代替」から、「CASE、SDGs」にシフトし、自動車生産台数の減少も

あって、加飾フィルムの市場規模が若干減少したが、一方で、衝突回避システム等の普及も

あり、2020 年には回復し、拡大すると予想されている（矢野経済の調査資料２６））。また、

各社で塗装設備が整っており、かつ、償却が済んでいることが多く、新たに設備投資して、

塗装代替加飾に切り替えると、現状では、コストが上がってしまう等の事情もあり、代替え

の進行速度は速くないが、環境問題から、いずれは切り替えが必要で、決断が必要である。 

 

図２４ 加飾フィルムの世界需要 



８ その他の自動車外装 
  以下に、塗装レス外板以外の外装の検討、開発状況を参考に示す。 
 図２５～２７に、その他の自動車ボディパネルを示す。 

CNF（セルロースナノファイバー）を用いたコンセプトカー、各種新素材を用いたコンセ

プトカー、植物から作る本物のエコカー、ソフトなパネルの車、着せ替えなどが開発されて

いる。 
また、車載用ＣＦＲＰ（ＣＦＲＴＳ、ＣＦＲＴＰ）の需要は図２８に示すように 

２０２５年には、８５，２００トンに達すると予想されている 
  

  
図２５ その他の自動車ボディパネルー１ 

  

  
        図２６ その他の自動車ボディパネルー２ 



 

  
図２７ その他の自動車ボディパネルー３ 

 

  
図２８ 車載用 CFRP の需要予想 

 
 図２９，３０に今後の外装イメージを示す。社外向け表示、歩行者保護、障害物検知セン

サー、LED サイネージなどが搭載されている。その他、図３１３２に示すように、ミリ波

レーダー透過システム、遮熱塗料、オール PP バンパーなども検討されている。 



   

図２９ 今後の自動車の外装イメージー１ 

      
図３０ 今後の自動車の外装イメージー２ 

 



  
図３１ その他の自動車外装への検討、採用例ー１ 

 

  
図３２ その他の自動車外装への採用例ー２ 

 
【参考文献】 

1) 世界の自動車燃費規制の進展と電動化の展望 
https://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/fy2017/lm20180315.pdf 

2) Where the Action Is: Decorating with Formable Films  

https://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/fy2017/lm20180315.pdf


http://www.ptonline.com/articles/where-the-action-is-decorating-with-
formable-films  
3)布施真空㈱ コンバーティングテクノロジー総合技術展 2015 

4) 布施真空㈱ コンバーティングテクノロジー総合技術展 2017 

5) 布施真空㈱ コンバーティングテクノロジー総合技術展 2018 

6)ダイハツ https://www.goo-net.com/magazine/104929.html 
7)共和レザー㈱  2019/9/11 加飾技術講演会の資料（許可を得て掲載） 

8)トヨタ ポルテ/スペイド、安全装備を充実 サポカーS ワイドの特別仕様車も設

定 https://response.jp/article/2019/07/03/324063.html 

9) 大日本印刷㈱ オ-トモティブワールド 2018 

10) デンカ㈱ https://www.denka.co.jp/product/detail_00236/  

11) クラレ㈱ 人と車のテクノロジー2018 

12) ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー㈱ コンバーティングテクノロ

ジー総合技術展 2018 

13) 関西ペイント㈱ http://www.kansai.co.jp/rd/token/pdf/156/06.pdf 

 および 塗料の研究 No156 Oct.2014 

14）３M ジャパン http://www.mmm.co.jp/cg/lineup/scotchprint/wrapfilm_1080/ 

15)（Smart （各種情報）https://www.carsensor.net/catalog/smart/smart_forfour/F001/ 

16) Senoplas 

http://www.senopl43ast.com/en/applications/automotive-vehicle-

technology/automotive-industry 

17) epsotech https://epsotech.com/en/company.html 

18) Styrolution 

http://www.plastics.gl/automotive/styrenic-polymers-in-automotive-interior-and-exterior/  

19) 朝日新聞 2016/12/15 

20) 一原洋平、マツダ技報、No33、P78（2016） 

http://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/innovation/technology/gihou/2016
/files/2016_no014.pdf 
21) Krauss Maffei オーモティブワールド 2019  

22) 大日本塗料 https://www.dnt.co.jp/technology/technique/pdf/giho2-26.pdf 
23) KURZ 
 https://www.plastic-decoration.com/en/overlay/imd-pur-designs-orientated-

towards-the-future/ 
24)  https://www.bmwmarkham.com/2012/06/06/the-bmw-z1-turns-25/ 
25)  https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1140652.html 
26) 矢野経済研究所 調査資料 

http://www.ptonline.com/articles/where-the-action-is-decorating-with-formable-films
http://www.ptonline.com/articles/where-the-action-is-decorating-with-formable-films
https://www.goo-net.com/magazine/104929.html
https://response.jp/article/2019/07/03/324063.html
https://www.denka.co.jp/product/detail_00236/
http://www.kansai.co.jp/rd/token/pdf/156/06.pdf
http://www.mmm.co.jp/cg/lineup/scotchprint/wrapfilm_1080/
https://www.carsensor.net/catalog/smart/smart_forfour/F001/
http://www.senopl43ast.com/en/applications/automotive-vehicle-technology/automotive-industry
http://www.senopl43ast.com/en/applications/automotive-vehicle-technology/automotive-industry
http://www.plastics.gl/automotive/styrenic-polymers-in-automotive-interior-and-exterior/
http://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/innovation/technology/gihou/2016/files/2016_no014.pdf
http://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/innovation/technology/gihou/2016/files/2016_no014.pdf
https://www.dnt.co.jp/technology/technique/pdf/giho2-26.pdf
https://www.plastic-decoration.com/en/overlay/imd-pur-designs-orientated-towards-the-future/
https://www.plastic-decoration.com/en/overlay/imd-pur-designs-orientated-towards-the-future/
https://www.bmwmarkham.com/2012/06/06/the-bmw-z1-turns-25/
https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1140652.html

	図２９，３０に今後の外装イメージを示す。社外向け表示、歩行者保護、障害物検知センサー、LEDサイネージなどが搭載されている。その他、図３１３２に示すように、ミリ波レーダー透過システム、遮熱塗料、オールPPバンパーなども検討されている。
	図２９　今後の自動車の外装イメージー１
	図３０　今後の自動車の外装イメージー２
	図３１　その他の自動車外装への検討、採用例ー１
	図３２　その他の自動車外装への採用例ー２
	13) 関西ペイント㈱ http://www.kansai.co.jp/rd/token/pdf/156/06.pdf
	および 塗料の研究 No156 Oct.2014
	14）３Mジャパンhttp://www.mmm.co.jp/cg/lineup/scotchprint/wrapfilm_1080/
	15)（Smart （各種情報）https://www.carsensor.net/catalog/smart/smart_forfour/F001/
	16) Senoplas

