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 近年、モノづくりの世界は“低コスト価格競争”から“高価値競争”への移行が進み、人
の感性に訴えかける製品開発が求められている。２次品質（官能品質、質感）を向上させ
る手段として「加飾」への関心は、ますます高くなってきている。 

現在、ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））、IPPC（気
候変動に関する政府間パネル）、パリ協定などの世界共通目標ならびに CASE

（「Connected（コネクテッド）」、「Autonomous（自動運転）」、「Shared & 

Services（シェアリングとサービス）」、「Electric（電動化）」の頭文字をつなげたも
の）、Maas（Mobility as a Service の略）などの自動車産業の世界共通目標があり、今後
の加飾は、これらに対応したものになっていく必要があると考えられる。 

本稿では、これらの国際的な目標を概説したあと、自動車関係を中心にこれからの加飾に
ついて解説する。 
 
１．今後の加飾に関連する国際社会の目標、自動車メーカー（産業）の目標概説 
（１） 国際社会の目標 

１）ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）） 

「SDGs とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の 

略称であり、2015年 9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決め

られた、国際社会共通の目標で。２０３０年までに達成すべき１７の目標が設定されて

いる。これらの中で、１３の「気候変動に具体的な対策を」など、今後の加飾を考える

場合の基本となることが示されています。 

２）「IPPC」（気候変動に関する政府間パネル）関係 

 ①パリ協定 
パリ協定は、2015年 12月にフランス・パリで開催されたＣＯＰ２１（国連気候変動

枠組条約第 21 回締約国会議）で、世界約 200 ケ国が合意して成立したもので、1997 年

に定まった「京都議定書」の後を継ぎ、国際社会全体で温暖化対策を進めていくための

礎となる条約で、世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して、2℃より充分低く抑

え、1.5℃に抑える努力を追求することを目的としている。 

 ②「第 6次評価報告書」 

2021/8/8 に発表されたもので、図１に示すように、下記のことが報告されている。 

・５つのシナリオを評価し、今後２０年以内に、産業革命前からの気温上昇が、最も

厳しいシナリオでも、１．５℃に達する可能性がある。 



・温暖化の原因は、人類が排出した温室効果ガスであることに疑う余地がない。 

 

 

図１ IPPC の大６次評価報告書(2021/8/9） 

 

③「RE100」 

事業で使うすべての電力を再生可能なエネルギーで賄うことをめざす企業の国際ネッ

トワーク）。国内の４６社も参加している（2020/12）。 

 

（２） 自動社メーカー（産業）の目標 

１）「ＣＡＳＥ」の実現 

 [CASE」とは、「Connected（コネクテッド）」、「Autonomous（自動運転）」、「Shared & 

Services（シェアリングとサービス）」、「Electric（電動化）」の頭文字をつなげたもの

で、2016 年のパリモーターショーにおいて、ダイムラーAG・CEO でメルセデス・ベンツの

会長を務めるディエター・チェッチェ氏が発表した中長期戦略の中で用いたのが始まり。

最近では、各自動車メーカーが使用している。 

 

２）「Ｍａａｓ」の実現 

 クルマがどんどんと「CASE」を進化させた先にあるもの。それが「Maas」。 

 「Maas」とは「Mobility as a Service」の略で、直訳すると「モビリティはサービと

同じ」。意味合いは “移動”すること自体をサービスとしてとらえるという考え。クル

マだけではなく、自転車のような個人的な乗り物から、電車やバスといった公共交通も

含まれているのが特徴。 

 



３）ライフサイクル全体での環境負荷 

  2020/3/23 の論文（ｵﾗﾝﾀﾞのﾗﾄﾞﾊﾞｳﾄﾞ大）で、下記の通り、報告されている。 

 ・世界の 95%で、EV 車は、ガソリン車より、ライフサイクル環境負荷が低い 

 ・発電方法の違いにより差、ｽｴｰﾃﾞﾝでは、70％、英国で 30%少ない。一方、その例外と

して、ポーランドのような石炭火力発電に依存する国があげられている。 

 ・2050 年に 2 台に１台がＥＶになり、世界で 2050 年までに世界の炭素排出量を年間最

大 0.8 ギガトン（現在のロシアの年間排出量と同等程度）削減できる可能性がある 

 

 世界各国のＥＶ化の目標は、下記の通りで、日本の取り組みは非常に遅い。 

 ・中国：2035 年にＥＶ／ＨＶを 50/50 としてガソリン車はゼロ。 

・英国、フランス：2035、2040 までにガソリン車の新規販売禁止。 

・日本：2030 までに、ＥＶ，ＨＶを 50～70％に。 

 

（３）トヨタ自動車の目標 

  現在、自動車業界は「ＣＡＳＥ」を背景に、100 年に一度の大変革の時代。 

この変革をチャンスと捉え、自動車をつくる会社からモビリティカンパニーへとモデル

チェンジ。モノづくりで培った強みを活かし、ＣＡＳＥへの対応によるさらなる技術革

新でクルマの可能性を拡げ、すべての人の移動を自由にするサービスを提供。例えば自

動運転に代表される先進技術の開発は交通事故死傷者ゼロの実現に向けた課題解決策。 

このような取り組みを通じて、より大きく進化した価値を社会に提供し、事業を通じて

ＳＤＧs の達成に貢献。そして、これからも積極的に社会貢献活動を推進。 

TOYOTA Environmental Challenge2050 

 ・新車ＣＯ２ ゼロチャレンジ 

・工場ＣＯ２ ゼロチャレンジ 

 2035 年までに世界の自社工場のＣＯ２排出量を実質ゼロに。工場においてまずは、

ＣＯ２排出量の多い塗装と鋳造の工程の脱炭素化に重点。（2021/6/末発表） 

・ライフサイクル ＣＯ２ゼロチャレンジ 

  

２． 今後の加飾（技術） 

 今後の加飾は、上記の国際目標、自動車メーカー（産業）の目標に沿ったものになる。 

 表１にその概要を示した。 

 以下、下記の順に説明する。 

（１） 機能性付加加飾 

（２） 環境対応 ＧＨＧ削減、ＣＯ２削減、ＶＯＣ削減関係 

１） 塗装・めっき代替（塗装・めっきレス）加飾 

２） 植物由来来材料使用の加飾 



３） 植物由来繊維複合材料の自動車部品の加飾 

４） 軽量化と加飾 

（３） その他の加飾 

１） ３Ｄプリンター加飾 

２） 曲面加飾印刷 

３） バイオミメティクスの応用 

４） その他の検討 

（４） 自動車内装の加飾 

（５） 塗装代替以外の自動車外装の加飾 

 

（１）機能性付加加飾  

  加飾の本来の目的は、見栄え、外観の向上、すなわち、視覚的品質の向上であるが、

近年は、単に視覚的品質の向上にとどまらず、図２に示すように、各種機能を付与した

機能付加加飾に進展している。図３～５に、代表的な機能付加例を示す。機能付加加飾

の詳細は、別資料１）を参照ください。 

 

           表１ 今後の加飾技術  

 



    

            図２ 機能付加加飾概要 

 

  

図３ 機能性付加加飾例ー１ 

  



   

    図４ 機能付加加飾例ー２（アフターキュア不要のハードコートフィルム ） 

 

 

            図５ 機能性付加加飾例ー３ 

 

（２） 環境対応 ＧＨＧ（温室効果ガス）削減、ＣＯ２削減、ＶＯＣ（揮発性有機化合

物）削減関連 

  本関連では、下記の加飾があげられる。 

  ・湿式加飾からフィルム加飾、ＮＳＤなどの乾式（塗装レス）加飾への代替え 



・軽量化（燃費向上）につながる加飾素材、技術を用いた加飾 

・バイオＰＣなど植物由来の樹脂を利用した加飾 

・ＣＮＦ、人口クモの糸繊維など植物由来繊維複合材料を利用した加飾 

・断熱、遮熱、放熱などを付与した加飾 

 

（２）―１）塗装・めっき代替（塗装・めっきレス）加飾 

  塗装・めっきは優れた加飾、機能付加技術であるが、ＣＯ２、ＶＯＣ発生の問題、作

業性の問題があり、塗装レス加飾への代替のニーズが高い。図６に、自動車外板を主対

象とした塗装代替（塗装レス）加飾の概要を示す。塗装代替加飾として、モールドイン

カラー、フィルム加飾、型内塗装（塗装の 1種ではあるが、溶剤、溶媒を使用せず、型

内で塗装する技術で、塗装代替技術として扱う）があり、（湿式）めっき代替加飾とし

ては、真空成膜（乾式めっき）がある。 

  図７に塗装代替自動車外板の検討状況を示し、図８～１０に、自動車塗装代替（塗装

レス）外板の加飾工法およびその比較を示す。これらの中で、モールドルドインカラ

ー、オーバーレイ成形（ＴＯＭ）、型内塗装が有望であると推定しているが、他の工法

も可能性がある。 

塗装レス（塗装代替）の詳細は、別資料２）に示す。 

      

  

図６ 塗装レス（塗装代替）ニーズと対応技術 

 



 

図７ 塗装代替自動車外板の検討状況 

 

 

図８ 塗装代替自動車外板の工法比較―１ 

 

 

 

 



 

図９ 塗装代替自動車外装部品の成形工法の比較ー２ 

 

 

図１０ 塗装代替自動車外装部品の成形工法の比較ー３ 

 

  図１１、１２にフィルム加飾による自動車外装採用例、フィルムラッピング例、図 

１３に、ＴＯＭ、neoＴＯＭによる外装検討例、図１４に、自動車外装用フィルムを示

す。 

 

  塗装代替の検討にあたって、単に、従来の塗装品の代替だけ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。共和レザーでは。フィルム加飾で、塗装ではできない主要な意匠例

として、図１５を示している。 

 

 

図１１ フィルム加飾による自動車外装採用例 

 

 

図１２ フィルムラッピング例 



 

        図１３ TOM、neoTOM による外装検討例 

 

 

図１４ 自動車外装用フィルム 



 

図１５ 塗装ではできない主要な意匠例（共和レザーの資料参照） 

 

  図１６に、モールドインカラー採用例、図１７に、インモールド塗装塗装（ＩＭＰ）

による外装採用例を示す。 

 

 

図１６ モールドインカラーによる自動車外装採用例 

 

 



 

図１７ インモールド塗装による自動車外装検討、採用例（欧米） 

 

  なお、図１８に示すように、現在の乗用車の大部分は、モノコックシャーシーの車

で、溶接工程で樹脂部品の使用が困難で、外装のフタ物樹脂パーツ化が可能なラダーフレ

ーム構造の車が普及すれば、ボディの樹脂化、塗装レスが大きく進展すると言われてい

る。ただし、この場合は、樹脂基材との密着性が重要になる。 

 

 

    図１８ ボディ樹脂化、塗装レスの流れ 

 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。 

 

（２）―２）植物由来材料使用の加飾 

  日本における植物由来材料の自動車部品への採用検討は、図１９に示すように、2009

年に、トヨタ自動車が内装表面積の４０％に植物由来材料を使用したＳＡＩを発売した

頃から始まった。この頃には、日本のほとんどの自動車メーカーが検討、採用を始め 

た。トヨタ自動車はその後、ＳＡＩのモデルチェンジごとに、採用部品を拡大してき

た。ただ、ＳＡＩは、現行モデルで生産が終了し、カムリに統合されると言われてお

り、その後の展開はどうなるのか注目される。 

  近年は、図２０に示すように、三菱ケミカル㈱、帝人化成㈱がバイオＰＣを開発し、

これらを使用した部品が採用されている。特に、三菱ケミカル㈱のデュラビオは、 

・耐衝撃性・耐熱性・耐候性など：従来のＰＣより優れている。 

 ・発色性、透明度が高い（光線透過率９２％）⇒顔料配合だけで、つややかな光沢のあ

る表面が得られる。 

 ・表面が堅くて丈夫⇒擦り傷が付きにくく、塗装工程不要。 

の特徴があり、モールドインカラーで、自動車内装、続いて、自動車外装に使用され 

いる。 

 

図１９ 植物由来材料の自動車部品への採用、検討例ー１ 



 

図２０ 植物由来材料の自動車部品への採用、検討例ー２ 

 

（２）―３）植物由来繊維複合材料の自動車部品への検討例 

  図２１にＣＮＦ（セルロースファイバー）複合材料使用の検討例、図２２．２３にそ 

の他のセルロースファイバー複合材料の検討例を示す。 

  

     図２１ 植物由来繊維複合材料の自動車部品への検討例ー１ 

（ＮＣＶ（Nano Cellulose Vehicle）プロジェクト） 



 

  

図２２ 植物由来繊維複合材料の自動車部品への検討例ー２ 

（セルロース繊維複合材料） 

 

  

図２３ 植物由来繊維複合材料の自動車部品への検討例ー３ 

（セルロース繊維複合材料複合材料） 

 

  図２４、２５は、セルロース複合材料の欧州における実車への適用例である。 

図２６は、人工クモの糸繊維の性能と検討例である。優れた破断靭性を有する繊維で

今後自動車用途への適用も期待される。また、ランクセス社(独)が、ポリ乳酸と亜麻



織物の組み合わせた連続繊維強化熱可塑性複合材料（Tepex）開発している（図省

略））。 

  

図２４ 植物由来繊維複合材料の自動車部品への検討例ー４ 

      （欧州における実車への適用例） 

 

 

図２５ 植物由来繊維複合材料の自動車部品等への検討例ー５ 

（メルセデス、ポルシェの検討、採用例） 



  

     図２６ 人口クモの糸繊維の自動車部品への検討例 

（２）―４）軽量化と加飾 

  図２７に軽量化と加飾の検討例を示す。図に示すように、自動車部品は、材料と軽量

化成形技術の組み合わせで、軽量化が推進されてきた。１００kg の軽量化によって、燃

費はおよそ７－９％向上し、ＣＯ２排出量は７－９％削減できると言われている。軽量

化は、ＣＯ２削減で、重要なアイテムである。図２４内に記載しているような軽量化技

術があるが、一般的に軽量化実施で、外観は悪くなることが多く、加飾は重要組み合わ

せ技術である。 

  図２８に、加飾された軽量高剛性部品の成形技術、成形品例を示す。面積の大きな部

品（特に、水平部品）で、軽量高剛性部品のニーズが高い。 

  図２９に、高中空体を得る主要な技術を示す。 

 



  

         図２７ 軽量化と加飾の検討例 

 

  

図２８ 軽量高剛性部品成形技術 

 



  

図２９ 高中空体成形技術 

 

（３）その他の加飾 

（３）―１）３Ｄプリンター加飾 

  各種の３Ｄプリントが開発され、一部は自動車部品などにも採用されており、３Ｄプ

リントによる加飾部品（３Ｄプリント加飾）も検討が進められている。 

  表２は、現在の３Ｄプリント加飾技術一覧表である。造形と加飾の同時加工も試みら

れているが、外観が不足で、現時点では、二次加工が必要である。特に、３Ｄプリント

品を仕上げ（研磨など）して、ＴＯＭや水圧転写で加飾する方法が使用されている。 

  図３０は、３D プリント加飾例、図３１は、自動車部品として実用化されている３Ｄプ

リント品。 

 図３２は、「光造形技術ＣＬＩＰテクノロジ」で、従来技術より、速度が速く、面も

改良された３Ｄプリント品が得られる。これをさらにレベルアップして、造形と加飾を

１工程で行うことができる技術の開発が待たれる。 

  

  

  



 表２ 現状の３Ｄプリ加飾ント加飾技術 （D plus F Lab 様資料から引用）

 

 

 

図３０ ３Dプリント加飾例―１  



  

       図３１ ３Ｄプリンターによる自動車部品例 

 

 

       図３２は、「光造形技術 CLIP テクノロジ」 

 

 

 

 



（３） －２）曲面加飾印刷 

  図３３、３４に曲面加飾印刷を示す。プラスチックへの印刷の大部分は曲面加飾印刷 

 である。直接曲面印刷として、パッド印刷、高精度局面印刷、インクジェット印刷があ

る。 

インクジェット印刷は、版が不要な印刷でオンデマンド印刷として、広く利用されて

おり、図に示すように、スクリーン印刷やパッド印刷と比較して、形状適用範囲が広い

が、直接インクジェットが可能な範囲は、図のように限定される。 

インクジェットで対応できる範囲を広げる試みが行われている。図３５の上左、上右

は、二次元およびマイルドな三次元局面を直接印刷できる方法である。下左は、本格的

な三次元局面を直接印刷することを目指して検討されている方法である。現時点では、

本格的な三次元局面の印刷は、図の下右に示すように、まず３００％以上の伸びのある

インキで印刷したフィルム、シートを用いてフィルムインモールド成形、ＴＯＭなどの

ＯＭＤ成形、水圧転写で成形する方法で行われている。 

直接３次元局面印刷ができる技術の開発が待たれる。 

 

 
図３３ 曲面加飾印刷 

 

 

 

 

 

 



 

図３４ 曲面加飾印刷例 

 

 

図３５ 曲面インクジェット印刷 

 

（３）―３）バイオミメティクス応用加飾 

  バイオミメティクス（英語: Biomimetics）とは、「生物の構造や機能、生産プロセス

を観察、分析し、そこから着想を得て新しい技術の開発や物造りに活かす科学技術」の

意で、表３に示すような応用が行われている。今後、さらに、応用展開が拡がると考え



られる。代表的な応用例を、図３６に示す。 

 

表３ バイオミメティクスとその応用―１ 

 

 

 

図３６ バイオミメティクス応用加飾 



（３）―４）その他の検討例 

  図３６に示すように、ダイムラーとＢＡＳＦは先駆的な電気自動車を開発し、有機染

料をベースとした透明な太陽電池がサンドイッチルーフに埋め込まれている。また、新

赤外反射膜をフロントガラス等に採用し、車内の温度上昇を防止している。 

 

 
図３７ ダイムラーと BASF が開発した先駆的な電気自動車  

 

（４） 自動車内装部品への応用 

自動車の内装には、多くの加飾部品が採用されている。現在の代表的な採用例を含め 

今後の採用例を示す。 

 図３８，３９は、フィルム加飾内装部品例、図４０は、ＮＳＤ（Non Skin 

Decoration）内装部品例、図４１は、ソフト加飾内装部品例、図４２は、ＦＲＴＰ加飾

内装例、図４３は、光を使った加飾内装例を示す。さらに、図４４、４５は、次世代デ

ィスレー、図４６は、ファブリック加飾内装部品例、図４７は、その他の内装加飾部品

例を示す。 



 

図３８ フィルム加飾内装部品例ー１ 

 

 

図３９ フィルム加飾内装部品例ー２ 

（アフターキュア不要のハードコートフィルム ） 

 

 

 

 

 

 



 

図４０ NSD（NonSkin Decoration）内装部品例 

 

 

図４１ ソフト加飾内装部品例 

（視覚＋触覚的心地良さを求めるニーズは高い） 

 

 



 

 

図４２ ＦＲＴＰ加飾内装部品例 

 

 

図４３ 光を使った加飾内装部品例 

（間接照明効果） 

 

 

 



 

 

図４４ 次世代加飾デイスプレー １ 

 

 

図４５ 次世代加飾デイスプレー ２ 

 

 

 

 



 

 

図４６ ファブリック加飾内装部品例 

 

 

図４７ その他の内装加飾部品例 

 

 

 

 

 

 



 

  次に、自動車内装のインパネ、その周辺部の代表的な例を、図４８～５０に示す。 

 

 

図４８ 最近の自動車内装例ー１（トヨタ ZRR80/85G/ノア等） 

 

 

 図４９ 最近の自動車内装例ー２ 

 



 

図５０ 最近の自動車内装例ー３ 

 

  図５１，５２に、限定車の内装を示す。江戸切子ガラスや象嵌細工や西陣入りで和紙

に施す箔が使用されている。なお、図４９の外装は、アメトリンを応用した構造色であ

る。 

 

図５１ 最近の自動車内装例ー４ 



 

図５２ 最近の自動車内装例ー５ 

 

  図５３に今後の自動車の内装イメージを示す。調光ガラスや大面積シームレス曲面表

示やマルチファンクションコントロールなどが装備されている。 

 

 

図５３ 今後の自動車内装イメージ 

 



図５４に、ＡＤＡＳレベル５（完全自動運転）を想定した次世代モビリティキャビ

ン（パナソニック）を示す。移動空間でも、自宅リビングの快適性を追求している。 

（４つのスタイルを提案） 

 

図５４ 次世代モビリティキャビン（パナソニック） 

ADAS レベル５（完全自動運転）を想定 

 

（５） 塗装代替以外自動車外装部品への応用 

  図５５に、ＣＦＲＰの自動車外装例、図５６に、車載用 CFRP の需要予想を示す。 

・自動車での CFRP の本格採用は 2017 年頃から開始。 

・2020 年頃まではモノコックでのＣＦＲＰ採用はＢＭＷ『ｉ３』『ｉ８』や高級車での

採用が中心。 

 ・2020 年以後は、鉄からの置き換えによるＣＦＲＰ化から、車体設計全体での材料設計 

  の見直しとハイブリッド材料（金属＋ＣＦＲＰ）を使用した自動車の登場が見込まれ

る。 

 ・開発が進んでいく中、高価格帯の車種だけでなく、より低価格帯の車種でのＣＦＲＰ  

 採用が期待される。 

・生産数量の大きな車種に採用される上で、ＣＦＲＴＰ成形品の採用も見込まれる。 

 



 

図５５ ＣＦＲＰの自動車外装例 

 

  

図５６ 車載用 CFRP の需要予想 

 

 

 

 

 

 

 

 



図５７～図５９に、その他の自動車外装への採用例を示す。 

 

 

図５７ その他の自動車外装への採用例―１ 

 

 

図５８ その他の自動車外装への採用例―２ 

 

 

 



   

図５９ その他の自動車外装への採用例―３ 

 

図６０に、今後の自動車外装イメージ、図６１ フロントモジュールコンセプト

を示す。ＬＥＤライティンググリルや、ボディ一体ＬＥＤテールランプ、ＬＥＤサ

イネージなどが採用され、フロント部には、センサー透過グリル、サイドカメラ、

車外向け表示が搭載され、エアバック外板も示されている。 

 

図６０に、今後の自動車外装イメージ 



 

 

図６１ フロントモジュールコンセプト 

 

  図６２に、ソフトボディパネル、着替えパネル、図６３に、その他の各種ボディパネ

ルを示した。 

 

図６２ ソフトボディパネル、着替えパネル 

 



 

図６３ その他の各種ボディパネル 
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