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二次加飾技術 

2022 年 05 月 19 日更新 

MTO 技術研究所 
はじめに 

 プラスチック成形品の高級・上質・本物感を向上させる手段として、「加飾」への関心が

ますます高くなっている。この中で、成形品に後から加飾する「二次加飾」は、多品種少量

生産に適した方法として、注目度が高い。 

 二次加飾技術の種類（分類）を表１に示す。表の９）は１）～３）の印刷、塗装、真空製

膜したフィルム等を、成形品にオーバーレイして間接的に印刷、塗装、真空製膜するもので

ある。 

           表 1 二次加飾技術の分類 

   
 

以下、各技術の概要と最近の動向を示す。 

 

１．フィルムアウトモールド加飾（Out Mold Decoration、ＯＭＤ） 

 ＯＭＤは、フィルム加飾（フィルム貼合転写加飾）として、別資料１）にまとめているの

で、ここでは、概要のみを示す。 

１－１ オーバーレイ成形（Over-Lay Method または、Out-Mold Decoration、ＯＭＤ） 

 オーバーレイ成形そのものは古くからあった方法で、木質系基材と裏打ちファブリック

での自動車のドアトリムの成形方法として、一時使用されたことがあるが、基材がプラスチ

ックの場合、基材の成形品に多数の真空孔をあける必要がある等の手間のかかる方法であ

ったことから、射出プレス（ＳＰＭ）表皮材貼合成形２）が開発されて以降市場からは姿を

消していた。 

その後、布施真空㈱が真空孔を必要としない新しいオーバーレイ成形であるＴＯＭ工法

(Three-dimension Over-lay Method）３）を開発して、本格的に普及した。ＴＯＭの成形工

程を図１、特徴を図２、最近の検討、採用例を図３に示す。特長はＯＭＤ共通の特徴でもあ

る。特に、図の１、２、３、４、７は、ＩＭ－Ｄでは、非常に困難である。５、６の特徴も

相まって、国内のみならず海外でも注目され、採用が拡大している。また、水シール、異材

質の基材への同時オーバーレイなどの展開も進んでいる。ここ数年で、自動車内装部品の採

用が飛躍的に増えていると言われている。多くの利点、幅広い展開の可能性があり、ますま

す普及していくものと期待される。 

布施真空㈱は、近年、ＴＯＭに続いて、nｅo－ＴＯＭ、新 nｅo－ＴＯＭを開発して、自

動車のドアパネル、ルーフパネル、他のパネル（フード等）の自動車外板への塗装代替加飾
４）に注力している。 

 

 

分類 備考
１）印刷 ①直接印刷、②フィルムを介して印刷＊
２）塗装 ①直接塗装、②フィルムを介して塗装＊、

③インモールド塗装・コーテイング
３）真空製膜 ①直接真空製膜、②フィルムを介して製膜＊
４）めっき ①電気めっき、②無電解めっき
５）静電気植毛
６）レーザー ①塗膜部分剥離、②部分変色
７）染色
８）ケミカルコーティング
９）フィルム（箔） ①オーバーレイ成形、③ホットスタンプ、
　　貼合・転写二次加工 ④水圧転写
１０）ソフト表皮材貼合 ①木目込み、②オーバーレイ成形
　　二次加工
注１）＊は９）の中に含まれる
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図１ ＴＯＭの工程図 

 

  
図２ ＴＯＭ（ＯＭＤ共通）の特徴 
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      図３ ＴＯＭの新しい検討、採用例 

 

 その他、ＯＭＤでは、㈱浅野研究所がＴＦＨ４）、ナビタス㈱がＮＡＴＳ５）の名称で同様

な成形方法を展開している。台湾などでは、簡易な装置が多く、製作されている。 

 なお、ＮＡＴＳは、2020/09/10に布施真空㈱に譲渡された。 

ＴＦＨは熱板接触加熱を採用しており、加熱中のフィルムの変形がなく、文字等の位置合

わせに優れていると言われている。また、従来の課題であった熱板接触によるダメージ、深

絞りに難点は、装置、ヒーターの改良で改良されている（図４の上左）。また、同図の右に

示す方法を開発し、ＴＰＥ／ＰＰＦ（サーモプラスチックエラストマー／ポリプロピレン発

泡シート）など発砲シートの貼合成形を可能にした。ポイントは、シートの加熱を、大気圧

中で行い、ＰＰＦの異常発泡を押さえたことである。ＴＰＥ／ＰＰＦ貼合成形は、従来、 

ＳＰＭ表皮材貼合成形等でしか実用化されていなかったが、本技術であらたな展開ができ

ることを期待している。 

ＮＡＴＳは、図５に示すように、特殊ヒーターを使用し、断面方向に均等加熱しやすく、

かつ、賦形終了後も蒸気による加圧・加熱を適用し、接着性、賦形性を向上させている。 

ＮＡＴＳは意匠面のみを製品に残す転写成形に特に適している。 

 

   
図４ ＴＦＨの工程図（浅野研究所） 
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図５ ＮＡＴＳの工程図と小型マシン（布施真空） 

 

注目すべきは、従来、ＩＭ－Ｄで大きなシェアを持っていた企業も、今後の展開を見据え

て、オーバーレイ成形を自社技術に取りこんできたことであり、ＯＭＤのさらなる発展が期

待される。 

オーバーレイ成形における製品設計の基本、デザイン制約、不良現象等は、ほぼ、インモ 

―ルド成形の場合と同様であるが、インモールドと比較して、意匠面側の型がなく、成形温

度、圧力が低いこと、および成形は竪型締めで行われる事に伴い、下記の点で異なる。 

１）フィルムの凹凸（テクスチュア）、光沢等の維持性は良好で、ほぼ元の状態を保持で

きる。 

２）端末巻き込みは、特別な冶具を使用せずに行える。 

３）基材は、プラスチックに限定されず、金属、ガラス、セラミックス、木質材料、石膏

ボード等も使用できる。 

４）フィルムと基材の接着、粘着、融着には工夫がいる。一般的には、インモールドとは

異なる接着層、粘着層、融着層を用いたオーバーレイ専用の加飾フィルムを使用する。 

 （詳細は、別紙１）参照） 

 

１－２ 水圧転写（Water Pressure Printing、WPP） 

 代表的な方法として、図６に示す大日本印刷㈱のカールフィット６）がある。㈱タイカの

キュービックプリンティング等も同様な方法である。 

水圧転写は、木目調などのきれいな外観の成形品が得られ、日本・韓国などアジアでのソフ

ト感を必要としない自動内装部品には水圧転写が広く採用されてきたが、需要は頭打ちの

傾向にある。一方で立体感を付与し、意匠性を高めた水圧転写、塗装レス水圧転写の製品化

が進んでいる。図７に㈱タイカのＳ-ＣＵＢＩＣ、Ｅ－ＣＵＢＩＣ，Ｈ－ＣＵＢＩＣ例７）を

示す。 
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図６ 大日本印刷の水圧転写成形 

 

 
図７ タイカの水圧転写成形 

 

１－３ ホットスタンピング（Hot Stamping） 

 図８に示すように、成形品上に箔を刻印するホットスタンプがある。通常は平面への刻印

であるが、型を使用して３次元形状への刻印も可能である。さらに、㈱イルミネーションは、

「ホットスタンプ成形」を開発し、適用範囲を広げている８）。 

また、ローランドＤＧ㈱が、熱転写における熱の代わりに半導体レーザーを用いる半導体レ

ーザー転写技術９）を開発している。（図９） 
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       図８ ホットスタンピング 

 

 
図９ ホットスタンピングー２ 

 

  
 図１０ ローランドＤＧの半導体レーザー箔転写 
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１－４ ＯＭＤの用いられる加飾フィルム 

 ＯＭＤに用いられる加飾フィルムの種類、構成、装飾付与などは、ＩＭ－Ｄ用途同様で

ある。ただ、ＯＭＤはＩＭ－Ｄと比較して、成形時の圧力、温度が低いので、基材との接

着層は、ＩＭ－Ｄとは異なるものが必要である。 

加飾用基本フィルムは、ＰＭＭＡ、易成形性ＰＥＴ、ＰＣ、ソフトアクリル、ＰＭＭＡ

／ＰＣ／ＰＭＭＡ積層、ＡＢＳ、ＰＵフィルム（シート）等が用いられ、さらに、最近 

ＰＰ系のフィルムが出光ユニテック㈱１０）などから上出された。主要な基本フィルムの性

能比較は表２のとおりで、目的、使用する方法によって使い分けがされている。意匠面の

みを成形品に残す転写成形のキャリアフィルムとしては易成形ＰＥＴ、水圧転写にはポバ

ールが使用される。その他の樹脂および易成形ＰＥＴはフィルムを製品に残す貼合成形に

使用される。また、自動車外板用のフィルム（シート）は、自動車外装仕様を満たす特殊

なものが使用されている。（詳細は、別紙１）参照） 

 加飾基本フィルムに各種の意匠表現したのが加飾フィルムである。加飾フィルムの基本

構成とバリエーションを図１１、意匠表現例を図１２に示す。 

 

        表２ 基本フィルムの物性比較 

   
 

  
図１１ 加飾フィルムの基本構成とバリエーション 
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      図１２ 加飾フィルムの意匠表現例 

  

２．印刷 

 印刷は、非常に広範囲に使用されている加飾、情報伝達技術である。 

 もともと直接印刷が主であったが、フィルムを使用する間接印刷への移行が進んだ。しか

し、直接印刷法の進化、少量多品種生産対応性等の観点から、直接印刷に戻るケースが出て

きている。 

２．１ プラスチック曲面形状品への加飾印刷 

 プラスチックは、賦形性に優れ、曲面形状品として使用されることが多い。従って、プラ

スチックへの印刷は曲面形状品に印刷できることが重要である。 

 プラスチックへの印刷は、もともとは、プラスチックに直接印刷するのが主であったが、１９８０，１９

９０年代の自動車の大量産時代に、形状対応、量産対応のために、一端、フィルムなどに印刷し、

印刷フィルムを用いて間接的に、プラスチック曲面形状品に印刷する技術が開発され、間接印刷

に大きくシフトしてきた。一方で、近年の直接印刷法の進化、少量多品種生産対応性等の観点か

ら、直接印刷に戻るケースも出てきている。全般的には、一定範囲までの曲面形状品では直接印

刷が用いられ、一定範囲を超える曲面形状品では、間接印刷が使用されることが多い。 

 プラスチックへの直接印刷方法としては、紙への印刷と同様に、下の図１４に示すグラビ

ア印刷、凸版印刷、フレキソ印刷、平板印刷、シルク印刷が用いられる。 

 平面以外の面（曲面）への直接印刷法として、パッド印刷、㈱秀峰の（３次元）曲面印刷、

インクジェット印刷、その他の方法がある。図１３に凹凸面への印刷の適用性による分類を

示す。 

 
図１３ 曲面加飾印刷 
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２．２ 基本的な印刷（有版印刷）および応用印刷 

２．２．１ 各種有版印刷 

 基本的な印刷方法としては、図１４にように、グラビア印刷、凸版印刷、フレキソ印刷、

平板印刷、シルク印刷がある。 

 

 
図１４ 基本的な印刷（有版）方法 

 

２．２．１．１ オフセット印刷（平版印刷） 
 ＰＳ版の表面には感光材が塗布してあり、紫外線やレーザー光などで感光させて現像す

ると、画線部は親油性、非画線部は親水性の２つの異なる性質を持つようになる。 
版にインキを塗布する前に水（湿し水）を塗布することで、親水性の性質を持つ非画線部

に水が残るので、その状態で油性インキを塗布すると非画線部はインキがはじかれ、親油性

を持つ画線部にのみインキが塗布される。最近、東レ㈱１１）は浸し水の代わりにシリコンを

使って水をはじく水なし印刷を開発し、採用が増えている。印刷工程上の廃液を減らせるた

め、環境面で注目されている。平板印刷は、印刷全体の７３．４％を占める（H18年）。 

 

２．２．１．２ グラビア印刷（凹版印刷） 

 掘り下げた凹部分にインキを刷り込み、凸部分についたインキを拭き取った上で、被印刷

物に強く押し当てて転写する手法。凹版の原理を利用した印刷方法ではグラビア印刷が代

表的で、写真などの微妙な色の再現には優れているが、大がかりな設備で版コストも高いた

め、少量生産には不向きで、大量生産には向く。 
 

２．２．１．３ フレキソ印刷（凸版印刷） 
 インキのつく部分を残し、他を掘り下げて原版を作成する。この原版の凸部分にインキを

付着させて被印刷物に転写する手法。 
凸版の原理を利用した印刷方式は活字を使った「活版印刷」が歴史も古く代表的であるが、

現在はほとんど使われていない。 
 

２．２．１．４ スクリーン印刷（孔版印刷） 

 インキを透過する絹などの幕（＝スクリーン）にインキを通さない素材で白地部分を作

り、残った穴からインキを出して被印刷物に転写する方法。孔版印刷は、「シルク印刷」

「スクリーン印刷」とも呼ばれ、特殊なインキが使えるため、ガラスや金属、布など紙以

外の媒体の印刷でよく使われる。 

特殊な応用例として、図１５に示すＮＥＣ㈱が開発した漆器の質感を再現したバイオプ

ラスチック「漆ブラック」（非食植物資源を、使用したセルロース樹脂に添加成分を加え
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ることによって製造）の表面に、蒔絵を再現する「蒔絵調印刷」１２）がある。スクリーン

印刷によって高精細な蒔絵を再現しており、これに合わせて表面の傷付きにくさ、耐傷性

（耐摩耗性）の向上を図っている。 

 

 
図１５ バイオプラスチック「漆ブラック」の表面に、蒔絵印刷 

 

２．２．１．５ スクリーンオフセット印刷（SATSYSTEM） 

 ミノグループ１３）が開発した方法で、スクリーン印刷の特徴である厚膜、大面積、ベタ

印刷の特徴を生かしながら、欠点である微細印刷を可能にする印刷である（図１６）。 

 

 
図１６ ミノグループのスクリーンオフセット印刷（SATSYSTEM） 

  

２．２．２ パッド印刷（タンポ印刷） 

パッド印刷の工程と装置、印刷例は、図１７１４）に示すとおりで、凹版を使用して版上

のインキをシリコンパッドに一次転写し、被印刷物に二次転写を行なうオフセット印刷の
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一種である。弾力のあるシリコンパッドで印刷するため、平面ばかりでなく多少の曲面や

凹凸面にも印刷が可能である。 
 

 
図１５ パッド印刷 

 

２．２．３ 三次元曲面印刷 

 ㈱秀峰１５）は、従来の印刷の１／１０のドットサイズで印刷ができ、かつ、特殊なパッ

ドも使用して、１）３Ｄ形状や曲面への印刷が可能、２）正確な模様の位置決め印刷がで

き、つなぎ目が見えない、３）柔らかなグラデーションが可能、４）デザイン版下準備、

セット冶具などは委託スピードに対応できる（通常１日、版なし印刷も検討中）、５）大

型部品への印刷対応が可能、６）３μの印刷配線も可能である。成形品例を図１８～２０

に示す。 

 
図１８ ３次元曲面印刷 １－１ 
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図１９ ３次元曲面印刷 １－２ 

 

  
図２０ ３次元曲面印刷 １－３ 
 

鷹羽産業㈱１６）が、液状樹脂を凹版型ロールの外周面に転写し（グラビア印刷）、余分な

樹脂溶液を除去した状態で、少なくとも外周部が柔軟性と樹脂剥離性を持つブランケット

ロールの外周面に転写して、半ば乾燥状態の樹脂膜を樹脂成形品に転写させ、その後、樹

脂膜を剥がすことで３次元曲面印刷が可能となる。パイプを押出成形しながら、円周に印

刷すること、３μの印刷配線もできる。成形品例を図１９に示す。 
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     図２１ ３次元曲面印刷－２（鷹羽産業） 

 

２．２．４  特殊な印刷 

 ダイヤ工芸㈱１７）は、シルク印刷で最小印刷幅 0.1mm、デザインピッチ 0.1mm の微細印刷

（ミラクル印刷）の技術を持ち、図２２に示すように、各種の特殊な印刷を行っている。

0.1～14mmの厚さの印刷が可能な PSP印刷や、３次元多面体連続印刷など特殊印刷も開発

されている。 

 また、帝国インキ１８）は、図２３に示すように、バックライトで、文字等を表示するス

テル印刷を開発している。 

  

  
       図２２ 特殊印刷（ダイヤ工芸） 
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図２３ ステル印刷（帝国インキ） 

 

２．３ オンデマンド印刷（無版印刷） 

 オンデマンド印刷には、インクジェット印刷とデジタルオフセット印刷があり、その他

特殊なものも開発されている。 

 

２．３．１ ＵＶインクジェット印刷 

 インクジェット印刷は、小さなノズルから液体インキの微滴を吹き出し、被印刷物に小

さな点で画像を印刷する。 

ＵＶインクジェット印刷は、ＵＶ（紫外線）光を照射すると重合反応して瞬時に硬化して

定着するＵＶ硬化インクを使用した非接触ダイレクト印刷で、印刷直後に紫外線を照射し、

素材に対して瞬時にインクを硬化・定着させるため、プラスチックなど多種多様な素材へ印

刷することができる。また、揮発性有機化合物を含まないので、環境にも優しい。世界のイ

ンクジェット需要は、２０１８年で、約７００億ドル（７兆６５００億円）、２０２３年で、

１０００億ドル（１１兆円）と言われている。インクジェット印刷の最大の用途は広告分野

とみられるが、ラベルと軟包装分野、書籍、一般商業印刷分野が急成長し、３Ｄ印刷、自動

車及び輸送機器分野、テキスタイル印刷への拡大が行われている。 
シルク印刷と比較したＵＶインクジェット印刷の特徴は、表３のとおりで、特に、版が不

要でオンデマンド印刷が可能なことが大きな特徴である。図２４に示すように、プラスチッ

クにＵＶインクジェット印刷で直接印刷できる形状範囲が広がった。ミマキエンジニアリ

ング㈱、セーレン㈱、ローランドディ.ジィー.㈱、桜井㈱など多くの企業がプラスチック用

インクジェット印刷機を販売している。 

 

２．３．１．１ 直接インクジェット印刷 

図２５に、ミマキエンジニアリング㈱、ローランドディ.ジィ、セーレンの直接印例 

を示し、図２６に、自動車分野への展開例を示した。 

 ハイデルベルグ社１９）が自動車業界の展示会でデジタル印刷を使ったカスタマイズ手法

を提案し、ミマキエンジニアリング㈱が、インクジェットフィルムをラッピングしたコン

セプトカー２０）を展示した。図２７に、ニチハ㈱２１）、セーレン㈱２２）の外壁関係への展

開例を示した。セーレン㈱は、特殊インキを用いると屋外で１０年の使用に耐え、さら

に、表面コートすると２０年耐えると説明している。 

 また、ミマキエンジニアリング㈱は、これまでＵＶ硬化では不可だった、インクジェ 

ット用メタリックインキ２３）を開発し、カラーマネジメントシステム２４）を開発した。 

（図２８、２９） 
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     表３ LED-ＵＶ硬化インクジェット印刷の特徴 

  
 

  
図２４ ダイレクトインクジェット印刷の形状適用範囲 

 

   
図２５ 各社のインクジェット直接印刷例 
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図２６ インクジェットの自動車用途検討、採用例 

 

 
図２７ インクジェット外壁検討例 

 

  
図２８ インクジェット用メタリックインク（ミマキエンジニアリング） 
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図２９ カラーマネジメント（ミマキエンジニアリング） 

 

さらに、タクボエンジニアリング㈱／東芝機械㈱２５）は、図３０に示すように、射出成

形機の近くに、インクジェット印刷機、低真空スパッタリング装置、ＵＶトップコーティ

ング装置などを設置したシステムを開発し、多関節ロボットやヘッド位置調整で曲面対応

を行っている。成形機の近くで、製膜するために、①成形タクトに合わせた成膜が可能、

②成形後、製膜までの工程である梱包、保管、搬送等の排除、汚染源の減少で、製品歩留

りを大幅に改善（90％→98％）、③低真空（1Pa）スパッタリングのため、少ない設備投

資で成膜、④トータル電気消費量を従来処理の 1/20程度に削減。⑤小型成膜室でも大型

成膜室と同様に多層膜、重合等の複雑な処理が可能などいろいろな利点がある。 

また、富士フィルム㈱が、図３１に示すように、写真技術で培った 12 のコアテクノロ

ジーの組み合せにより、新たなインクジェットによるめっき調印刷、構造色印刷を生み出

した２６）。 

 

 
図３０ インライン加飾システム 
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    図３１ インクジェットでめっき調印刷、構造色印刷  

 

２．３．１．２ 曲面形状への直接印刷 

直接印刷で、曲面形状、２次元形状品にインクジェットしたいとのニーズが高く、図 

３２に示すように、山形大学２６）で、ソフトブランケットや多関節ロボットを用いた方法

が開発され、タクボエンジニアリング㈱／東芝機械㈱でもロボットを使ったシステムを開

発し、パナソニックプロダクツエンジニアリング㈱２７）、ミマキエンジニアリング㈱／長

野工業高等専門学校２８）でもシステムを開発している（図３３）。 

  
図３２ 曲面、２次元形状への直接インクジェット印刷－１ 
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図３３ 曲面、２次元形状への直接インクジェット印刷－２ 

 

 

２．３．１．３ ３次元形状への間接印刷 

 本格的な３次元形状の成形品の場合には、図３４に示すように、延伸性能の高いイ 

ンクでインクジェット印刷したフィルム、シートを用いて、ＩＭ－Ｄ、ＴＯＭ等の 

ＯＭＤ、水圧転写、圧空成形、折り曲げ成形する方法が広がっている。 

 

２．３．２ デジタルオフセット印刷（ヒューレッパッカード）２９） 

この方法は、液体インクを採用した画期的なデジタル印刷機で、従来の「オンデマンド方

式」と「オフセット方式」の長所を兼ね備えている。感光体にインクをのせ、被印刷体に印刷

する方式のため、製版なしでインクジェットより薄くてきれいな印刷が可能で、千代田グラビ

ア３０）等が、加飾フィルムの印刷で使用している。図３５に装置と、本方法で印刷フィルムを

用いて、ＩＭ－Ｄ成形した成形品を示す。 

  
    図３４ ３次元形状品への間接インクジェット印刷 
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図３５ デジタル印刷機と印刷例 

 
２．４ その他の印刷 

カシオ㈱３１）が、図３６に示すように、液状炭化水素を封じ込めたマイクロカプセルを含

むバンプ層に電磁波を照射することで、カーボン分子の発熱でカプセルが膨張し、バンプを

形成して、２．５Ｄプリントを実現する２．５Ｄ ＰＲＩＮＴ ＳＹＳＴＥＭを開発している。 

 
図３４ ２．５D プリントシシテム 

３． めっき 

プラスチックにメタリック感を付与したいとのニーズがあり、プラスチックめっきが開

発され、使用されている。めっきには図３７３２）に示すように電気メッキと無電解めっきの

２つがある。使用されるプラスチックは主としてＡＢＳ系の樹脂である。ＡＢＳ樹脂へのめ

っき工程を図３８に示す。 
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図３７ めっき方法 

 

 
  図３８ ＡＢＳ樹脂のめっき工程 

 

ただし、近年、ＡＢＳ樹脂以外へのめっき技術も開発されており、例えば、アキレス㈱３

３）が「ナノ分散ポリピロール （PPy）液」を用いた無電解めっき法を開発し、ＰＥＴ、ＰＶ

Ｃ、ポリオレフィン等でもめっきが可能となっている（図３９）。 

各社のめっき事例を図４０～４４に示す。 
塚田理研工業㈱３４）は、通常めっき以外に、２種の部分めっき、めっき＋イオンプレーティ

ング、めっき＋塗装、印刷など各種の対応を行っている。めっき＋イオンプレーティングは

メッキ上にチタン系材料をイオンプレーティングして、高度のメタリック品が得られる。条

件の調整（厚さ等）で、ゴールド、ブルーなど各種の色を出せる。本技術で得られるゴール

ドメタリック品は、通常の金メッキと比較して、硬さ、耐食性、耐摩耗性、耐候性等が非常

に優れている。（図４０、４１） 
㈱真工社３５）も、めっき＋各種２次加工を行い、対応範囲を広げている。 
大洋工作所３６）は、部分めっき、耐指紋コーテイング、シボ成形品へのめっきで、シボが

潰れないめっきなど行っており、部分めっきはＡＢＳとＰＣの２色成形品をマスキングな

しでめっきしたものであり、通常のめっきでは、ＡＢＳ樹脂が選択的にめっきされる事を利

用したものである。（以上図４２） 
東洋理工㈱３７）は、叩いた時に金属音がする金属音めっきを開発し、その他、鉛フリー・
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六価クロムフリーのめっきなどを行っている。これは、トリアジンチオールによる分子接着

技術を樹脂の装飾めっきに応用（ＴＥＳ応用技術）したもので、ＡＢＳ、ＰＣ、ＰＰＳ、Ｐ

ＶＣ、ＦＲＰ等様々な素材に対して不具合なく均一にめっき処理可能である（図４３）。 
 図４４に示すように、イオックス３９）は塗るだけで密着性が良く、無電解めっきができる

プライマー、フィルムを開発している。 
めっきは優れたメタリック加飾、機能付与技術であり、広く使用されているが、廃液処理

など環境問題があり、真空蒸着、めっき調フィルム貼り、メタリック着色材などめっき代替

の各種技術のニーズも高くなっている。 
 

  
       図３９ 新しい無電解めっき（アキレス） 

 

  
図４０ 各種めっき事例－１（塚田理研） 
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        図４１ 各種めっき事例－２（塚田理研） 

 

  
図４２ 各種めっき事例－３（真工社、大洋工作所） 

 

  
図４３ 各種めっき事例－４（東洋理工） 
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  図４４ めっき用プライマー、めっき用フィルム（イオックス） 

 

４． 真空製膜 

真空製膜には、真空蒸着、イオンプレーティング、スパッタリング法があり、いずれも

金属粒子などを活性化させて、成形品またはフィルム表面に付着させる。図４５４０）に真

空製膜方法を示す。 

 「蒸着法」は、真空中で膜にしたい材料を蒸発（あるいは昇華)させ、その蒸気が基板（膜

をつけたい対象物や箇所）に到達して堆積することで膜を形成する方法で、蒸発材料や基板

に、電気的に印加させることもなく、気化した材料がそのまま基板に到達するため、基板の

ダメージが少なく純度の高い膜が形成できる。 
「イオンプレーティング法」は、蒸着法とほぼ同じ原理であるが、異なるところは、蒸

発粒子をプラズマ中に通過させることで、プラスの電荷を帯びさせ、基盤にマイナスの電

荷を印加して蒸発粒子を引き付けて堆積させ膜を作成する。蒸着法に比べより密着性の強

い膜を作ることが出来る。 
「スパッタリング法」は、プラズマ等により高いエネルギーをもった粒子を材料（ター

ゲット）に衝突させて、その衝撃で材料成分をたたき出し、その粒子で基板上に膜を堆積

させることで膜を形成する。材料そのものをたたき出しているので、合金の成分がほとん

どそのまま基板上に堆積することが出来る。「イオンアシスト法」は、蒸発粒子をイオン

銃から発射されたイオン中を通過させる方法で、真空蒸着よりも密度が高く膜質、密着性

がよく、精度が高い。 
島津製作所㈱は、ハイパワーを用いることで低い真空度でも処理時間が短く、残留ガス

の影響を受け難く良質な成膜が可能また低い真空度のため、スパッタ粒子が複数の角度か

ら入射するため良好な被覆性が得られ技術、装置を開発している４１）。 
本手法は 

図４６４２）に示すように、真空蒸着層の厚さによって、ＥＭＩシールド、加飾金属膜、

金属調でありながら非導電性でかつハーフミラー調の不連続膜、構造色を発現する光学多

層膜、薄膜などが付与され、加飾ならびに機能性付与加飾として広く利用されている。 

 

真空製膜も印刷と同様に、直接成形品に付着させる直接法と、一旦フィルムに転写後、そ

のフィルムを用いて、貼合、転写する方法がある。 

 フィルムを用いて転写する場合は着色、印刷等との組合せで使用されることが多く、よ

り広い意匠表現が可能である。尾池工業㈱４3）は、図４７に示すように、メッキ代替真空

蒸着フィルム（エコモールド）を開発して、自動車部品等に採用されている。 
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また、は図４８に示すように炭素繊維へのスパッタリング着色（積水化学㈱４４））で、

およびハイパワー、低真空のスパッタリング（島津製作所㈱４1））を示す。スパッタリン

グでは、金属膜の厚さで色を変更できる。 

 

  
           図４５ 真空製膜方法 

 

  
        図４６ 真空製膜の適用例 
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  図４７ 高輝度メッキ調フィルム、成形品（尾池工業） 

 

  
図４８ スパッタリングの例 

 

５． 塗装 

プラスチック塗装の目的と主な方法と工程を図４９に、塗装の種類を図５０示した。 

塗装は、１）表面の保護、２）美観の付与、３）機能の付与を目的として行われ、漆は表

面保護と美観付与ですぐれた塗料の１種である。塗装方法には、スプレー、ディッピング、

フローコートがあり、通常、下塗り、中塗り、上塗りの３工程で行われる４５）。ＶＯＣ問題

対応として、水性塗料４６）が用いられており、その性能は当初より大幅に改良されていると

言われているが、まだ課題があり、自動車外板などへの本格的利用は進んでいないと言われ

ている。フィルム加飾、モールドインカラー等の塗装代替技術との総合比較が待たれる。 

その他、傷付き対策として、自己治癒性塗料（スクラッチリペア塗料）が開発され、さら

にソフトフィール塗料も開発されている。また、塗装で意匠表現をしたフィルムの貼合、転

写成形も使用されている。 
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 図４９ プラスチック塗装の目的、方法、工程 

 

 
図５０ プラスチック塗装の種類 

 

 図５１に進歩した塗装例を示す。図の上は、ネクサス㈱４７）および㈱技研４８）の超光沢

メッキ調塗装である。下は、塗装フィルム（日本ペイントオートモーティブコーテイング

㈱）を用いて、ＴＯＭ成形で生産したフロントグリル製品である。日本化工塗料４９）で

も、プラスチックフィルム塗装に好適な塗料を上市している（図５２）。 

 塗装は通常モノトーンであるが、関西ペイントは、図５３左に示すように、１つのガン

で同時塗装ができる新しい塗装による加飾システム５０）を開発し、日本ペイント㈱５１）

は、和紙調の塗装を実現している（図５３右）。 
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図５１ 進歩したプラスチック塗装例 

 

  
       図５２ 各種コーテイング材 

 

  
           図５３ 新しい塗装例 

 

三義漆器店５２）は、図５４に示すように、植物由来のプラスチック（でんぷんや搾った

サトウキビ汁、乳酸菌を原材料とする生分解性プラスチック）に会津塗で加飾した「紫翠
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盃を製品化した。成形（金型はペッカー精工）後、植物由来の漆で保護、加飾する。 

  
     図５４ 植物由来プラに会津塗 

 

 さらに、特殊な塗装として、図５５に示す銀鏡塗装がある。これは、Agイオン水溶液に

還元性薬液を作用させ、Agイオンを Agに還元させて、Ag薄膜を形成させる銀鏡反応を利

用する方法である。 

 

 
        図５５ 銀鏡塗装 

 

６ 静電植毛およびファイバーコート５３） 

 静電植毛はプラスチックなどの被植毛体表面を脱脂、プライマー処理等を行った後、接

着剤を塗布し、これに強い電界をかけてパイルを植付け、ビロード調の製品を得る技術で

ある。楽器ケースの内張り、自動車部品などに使用されている。 

 ファイバーコートは、パイルを吹き付けて植え付ける。成形品例を図５６に示す。 
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図５６ 静電植毛およびファイバーコート成形品例 

 

７ レーザー加飾（レーザーマーキング）５４) 

図５７に示すように、塗膜を部分剥離して下地の基材を部分的に見えるようにしたり、

特殊配合樹脂を使用して発色させる等で、レーザーも、加飾として利用されており、今後

も利用が拡大すると予想される。ワークステーション㈱５５)、第一樹脂工業㈱５６）も部分剥

離を適用した製品を供給している。Laser Marking Technologies５７）等海外メーカーでも

利用されている。図５８に、三琇プレジッション５８）の塗装／レーザーマーキング例を示

す。図５９は、自動車部品への適用例で、ドライデコと呼ばれている。図６０に千代田イ

ンテグレ５９）の、水圧転写層の部分剥離によるカーボン柄等の作成例を示す。 

さらに、図６１に示すように、第一樹脂工業５６はＬＤＳ工法（Laser Direct 

Structuring）を開発しており、金属粒子等を混合した樹脂を射出成形後レーザー照射し

て、金属粒子を導体化し、無電解メッキして、回路形成等を行っている。 

 

  
   図５７ レーザー加飾（レーザーマーキング） 
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 図５８ 塗装／レーザーマーキング例（三琇プレジッション） 

 

 

 

  
   図５９ 塗装／レーザー加工（ドライデコ） 

 

  
図６０ 水圧転写／レーザー加工（千代田インテグレ） 
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    図６１ LDS 工法による配線形成（第一樹脂工業） 

 

８．成形品の染色６０）、６１) 

色のバリエーションの多い少量多品種品の場合、図６２に示すように、ナチュラル色で

成形し、成形後染色して製品化される。ＰＰ、ＰＭＭＡ、ＰＡ、ＰＰＳ等ほとんどのプラ

スチックが美しく染色される。 

 

  
    図６２ プラスチック成形品への染色 

 

９．艶消し加飾 

プラスチックの商品には、光沢が好まれる商品と艶消しが好まれる商品がある。自動車の

外板や家電製品、化粧品、サニタリ用品等は一般的には光沢が好まれ、自動車の内装、内装

建材などは一般的に艶消しが好まれる。ノートパソコンや携帯電話の筐体等ではケースバ

イケースで、どちらも使用される。 

光沢のある商品は、高級感がある半面、落ち着かない、疲れると感じられ、逆に艶消し商

品は落ち着く、汚れが目立たないとの特徴がある半面、汚れを拭いにくいとの問題もある。 

艶消しの詳細は、別資料６２）を参照。 

プラスチック商品の表面の凹凸度合いを調整して、艶消しする方法としては、プラスチッ

クのモルホロジー、配合、添加剤などによる改質による方法、成形に使用する金型にシボを

施し、適切な成形加工条件で成形する方法の一次加飾以外に、艶消し処方をした塗料、イン
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キ、フィルム等で後加工する方法、ブラスト処理する方法６３）、真空蒸着＋艶消しめっき 
６４）等がある。代表的な例を図６３に示す。（ただし、左上は一次加飾）  

 

 
図６３ 艶消し加飾例 

 
１０．木目込み 

 自動車部品で、成形品の一部に、ファブリックなどを貼り付ける方法として、図６４に示

す木目込みがある。写真右下は、成形同時木目込みである。 

 

 
         図６４ 木目込み 
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