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曲面への加飾印刷 

2021/07/28 

ＭＴＯ技術研究所 

 
 本資料は、色材協会誌 Vol94 No7（2021 7月）に投稿した資料を見直し、編集、追加し、

図をカラー化（協会誌はモノクロ）したものです。 

 

１．はじめに 

 印刷は、非常に広範囲に使用されている情報伝達および加飾手段であり、媒体は、紙を

はじめ、プラスチック、セラミックスなど多岐にわたる。本稿では、“曲面への加飾印刷”、特

に、“プラスチック曲面形状品への加飾印刷”について解説する。 

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、１９

８０，１９９０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。 

 方法としては、プラスチックの成形と同時に成形品にフィルムを貼合するあるいは、意匠

面のみを転写するインモールド成形（ＩＭ－Ｄ）、および、プラスチック成形品に後から印刷

フィルムを貼合、転写するアウトモールド成形（ＯＭＤ）がある。  

 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。 

 

２．直接印刷によるプラスチック曲面形状品への加飾印刷 

 プラスチックへの印刷方法としては、紙への印刷と同様に、図１に示すように、グラビア印

刷、凸版印刷、フレキソ印刷、平板印刷、シルク印刷が用いられる。また、スクリーン印刷の

特徴を生かしながら、欠点である微細印刷を可能にするスクリーンオフセット印刷

（SATSYSTEM）がミノグループ１）で開発され使用されている。（図省略） 

 平面以外の面（曲面）への印刷法として、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２に凹凸面への印刷の適用性による分類を示す。 

 
 

図２ 曲面加飾印刷 
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図１ 印刷基本方法 

  

２．１ 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３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２）。 

  

図３ パッド印刷 

 

２．２ 三次元曲面印刷、特殊印刷 
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 ㈱秀峰３）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、①３Ｄ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大型部品への印刷対応が可能、⑤

３μの印刷配線も可能である（三次元）曲面印刷を開発した。成形品例等を図４に示す。 

鷹羽産業㈱４）は、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曲面印刷が可能となる技術を開発した。パイプを押出成形しながら、

円周に印刷することも可能である。図５に、鷹羽産業㈱の印刷例を示す。 

 ダイヤ工芸㈱５）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

（ミラクルビジョン印刷）の技術を持ち、多面体・連続曲面印刷など特殊印刷も開発している。

図６に、ダイヤ工芸㈱の印刷例を示す。 

 帝国インキ㈱６）は各種インキ、ならびに印刷物の成形を行っている。図７は、IR透過イン

キと墨抜きパターンの組合せで光を透過して、文字を浮かびだすステル印刷である。 

 

          図４ 秀峰の３次元曲面印刷 
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図５ 鷹羽産業の３次元曲面印刷 

 

 

 図６ ダイヤ工芸の多面体・連続曲面印刷 

 

  

        図７ 帝国インキのステル印刷 

 

２．３ 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に印刷

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、プラスチック等各分野

への拡大が進んでいる。 

シルク印刷と比較したＵＶインクジェット印刷の最大の特徴は、版が不要でオンデマンド
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印刷が可能なことである。 

また、図８、９に示すように、インクジェットダイレクト印刷は、一定範囲の立壁部、凹部の

印刷も可能で、シルク印刷や、パッド印刷よりも印刷できる形状範囲が広い。 

図１０に、ミマキエンジニアリング㈱、ローランドディ,ジー㈱、日本文化精工㈱のインクジ 

ェット曲面直接印刷例を示した。 

 

図８ ダイレクトインクジェット印刷の形状適用範囲ー１ 

（スクリーン印刷、パッド印刷との比較） 

 

 

図９ ダイレクトインクジェット印刷の形状適用範囲ー２（適用パターン例） 
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図１０ インクジェット直接曲面印刷例 

 図１１に自動車用途の検討採用例を示す。ハイデルベルグ社７）は、デジタル印刷機を

使って、カスタマイズ手法を提案している。また、ミマキエンジエアリング㈱８）は、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を試作している。 

さらに、図１０にインクジェットによる建材外壁検討例を示す。 

  

     図１１ インクジェットの自動車用途の検討、採用例 
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      図１２ インクジェットによる建材外壁検討例 

 

タクボエンジニアリング㈱／東芝機械㈱９）は、図１３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、曲面部はワークを旋回して、境目の目立たない印刷を行っている。

本システムでは、成形機の近くで、製膜するので、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。 

 直接印刷で、図１０の例より、複雑な曲面形状、凹凸の大きい 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１４に示すように、山形大学１０）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ている。 

パナソニックプロダクツエンジニアリング㈱１１）でもシステムを開発し、家電部品などに適用

している。（図１５） 

さらに、ミマキエンジニアリング㈱／長野工業高等専門学校１２）では、図１６に示す自由曲

面直接インクジェットを開発している。 

本件の開発が進めば、本格的な３次元形状の成形品も直接印刷できることが期待される

が、現時点では、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、

フィルム貼合、転写成形、水圧転写、圧空成形、折り曲げ成形する間接印刷方法が用い

られる。（後述、図２５） 
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図１３ タクボエンジニアリング／東芝機械のインライン加飾システム 

 

  

図１４ ２次元形状品への直接インクジェット印刷 
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図１５ 曲面への直接インクジェット印刷例 （パナソニックプロダクツエンジニアリング） 

 

 

図１６ ミマキエンジニアリング／長野工業高等専門学校の自由曲面インクジェット 

 

２．４ デジタルオフセット印刷（ヒューレッパッカード）１３） 

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１４）

等が、加飾フィルムの印刷で使用している。（後述の間接印刷の図２６で示す） 

 

２．５ その他の印刷 

カシオ㈱１５）が、図１７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。 
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    図１７ カシオの２．５D PRINT SYSTEM  

 

３．フィルム加飾１６）による曲面形状品への間接加飾印刷 

 上述の通り、ある程度の曲面への直接印刷は可能であるが、本格的な３次局面への印刷

は、まず、フィルム（シート）に印刷を行って、そのフィルムをプラスチックの成形と同時に成

形品に貼合あるいは転写するインモールド加飾（ＩＭ－Ｄ）か、３次元形状成形品に後から

フィルムを貼合、転写するアウトモールド加飾（ＯＭＤで間接印刷を行う。（本稿では、「フィ

ルム加飾」の詳細は省略する） 

３．１ 加飾用フィルム 

フィルム加飾に用いる基本フィルムの素材としては、ＰＭＭＡ、ＰＣ、易成形ＰＥＴ、高透明 

ＰＰフィルムなどが使用され、これらの基本フィルムに各種意匠表現したものが「加飾フィル 

ム」である。 

意匠表現は、古くからグラビア印刷などの印刷が用いられているが、最近では、これに、 

蒸着や着色、構造色等を組合せたもの、および、薄肉多層構造、さらにロールシボ転写に 

よる意匠表現等を組み合わせて使用される。意匠面はフィルムの表面、裏面、両面のものが 

あり、さらに表面にエンボスなど各種加工を施したものが使用されている。 

 したがって、間接印刷の場合は、単に印刷（間接印刷）ではなく、蒸着、着色、構造色等

による装飾、機能を付与した「機能付加加飾印刷」になる。転写成形と貼合成形で、フィル

ムの構成ならびに厚さが異なる。代表的な加飾フィルム構成例、意匠表現例を図１８、１９

に示す。 
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       図１８ 加飾フィルムの基本構成とバリエーション 

 

  

            図１９ 加飾フィルムの意匠表現例 

 

３．２ フィルム加飾（間接加飾印刷）成形方法 

 フィルム加飾（間接印刷）成形は、図２０に示す 4 つに分類される。インモールド加飾（ＩＭ

－Ｄ）が中心であるが、近年、ＩＭ－Ｄと比較して多くの特徴があるアウトモールド加飾（ＯＭ

Ｄ）の採用が著しく増えている。 
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図２０ フィルム貼合・転写加飾方法の分類 

 

３．３ 曲面形状品への間接加飾印刷例 

 各社から各種の工夫された加飾フィルムが供給されている。 

図２１～２３に最近の各種展示会等で展示された「印刷を含むフィルム加飾例（間接印刷

例）」を示す。 

図２１は、NISSHA㈱１７）のハーフ蒸着層（金属薄膜層）の上下に印刷層を設け、バックラ

イトのＯＮ，ＯＦＦで図柄を変化させるものである。図２２は、村田金箔㈱１８）のホログラムと印

刷を組み合わせたホロシート成形品、および各種印刷フィルムを用いた間接印刷である。

自動車内装には、印刷を基調とした木目調、繊維織物柄、ピアノブラック、メタリック調など

が使用されている。図２３は、大日本印刷㈱１９）のこれらを組み合わせた次世代加飾パネル

のコンセプトである。図２４は、布施真空㈱２０）のＴＯＭ成形品でＯＭＤでのみ可能な間接印

刷例を示す。 

 図２５に、インクジェット印刷フィルムラッピングのコンセプトカー８）およびその他の間接イ

ンクジェット印刷の例、図２６は、デジタル印刷フィルム／ＩＭ－Ｄ成形品１４）例である。 
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図２１ 間接印刷例－１ 

  

図２２ 間接印刷の例－２ 

 

   

図２３ 間接印刷例－３ 



 14 

  

       図２４ 布施真空 TOMによる間接印刷例  

 

  

図２５ 間接インクジェット印刷例 

 

  

図２６ 間接デジタル印刷例 
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５．おわりに 

 印刷は、情報伝達および加飾手段であり、プラスチックへの加飾としても広く使用されて

いる。現時点では、本格的な３次元曲面への加飾印刷は、一端フィルムなどに印刷したも

のを用いて行う間接印刷が使用されているが、適用できる形状範囲がより広い直接加飾印

刷技術の開発が待たれる。また、間接加飾印刷の装飾（加飾）は、単に印刷だけではなく、

真空蒸着、着色、後加工など他の手段との組み合わせによるより付加価値の高いものに発

展していくことが期待される。 
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