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フィルム加飾（フィルム貼合、転写加飾）技術 
２０２２／０５／１１更新 

MTO 技術研究所 
 

 「フィルム飾技術」は、印刷、塗装、真空蒸着、着色などで加飾したフィルム（ま

たはシート）＊を用いて、フィルムを成形品表面に貼合させる、あるいは意匠面を成

形品に転写させる加飾技術であり、現在最も活発な動きのある加飾技術である。 

＊通常 250μ未満をフィルム、250μ以上をシートと分類。加飾ではいずれも使用さ

れ、本資料では、区分せずに使用し、主として、「フィルム」と表現する。 

 家電、ＯＡ機器、携帯電話などに使用されているプラスチックの筐体の表面加飾に

は、従来、二次加飾の印刷、塗装、蒸着、メッキ等が用いられてきた。しかし、製品

形状が複雑化し、機能付加が求められ、さらに環境負荷の問題、コスト面などから、

「フィルム加飾技術」が多く用いられるようになった。フィルム加飾技術は、ロット

のある程度以上まとまったケースでは、二次加飾よりは、コストダウンになっている

と思われるが、プラスチックの加飾技術の中における位置付けは一般的には図１のよ

うに考えられ、品質も高いが、コストも高い方法で、NSD（Non Skin Decoration）

がさらに進歩すると、この方法との競合もあることを考慮しておく必要がある。 

 

図１ （品質／コスト）から見た主要加飾技術の位置付け 
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 フィルム貼合、転写成形の優位性、課題は下記の通り整理できる。 

優位性は、 

① 意匠表現性にすぐれている。絵柄、文字、色、メタリック、艶消し、テクスチュ

アで意匠表現ができる。 

② 表面、一般、電気・電波・光機能、水シール、クッション性、芳香等の各種機能

が付加が行いやすい。 

③ フィルムの段階で、印刷、蒸着、塗装等の作業が終わっており、環境にやさしい

状態で成形作業が行える。 

課題は、 

① コストパフォーマンス。コストに見合ったあるいはそれ以上の価値の付加が必要。 

② 形状、意匠面での制約。H/D（深さ/幅）、アール、アンダーカットで制約がある。 

また、フィルム貼合、転写成形の検討ポイントは、 

１）加飾フィルム 

①基本フィルムの材質、グレードの選択、②加飾フィルムの構成の構想の検討、③

意匠層、意匠の表現の検討、④接着層、粘着層の選択、⑤機能付加の検討 

２）成形方法 

①インモールド（予備賦形あり、なし）かアウトモールドか、②フィルムを製品に

残す貼合か意匠層だけを製品に残す転写か、③成形段階あるいは成形後の機能付加

をどこまで行うか、④ＯＭＤの場合、何個取りとするか。 

３）その他 

①環境対応を考慮する、②コストパフォーマンス ”コスト追求”から”品質レベ

ル向上”へ、③少量多品種対応についても考慮 

  

１ フィルム加飾に用いられる略語 

最初に、フィルム加飾に用いられる略語を表１に示す。これらの略語は、必ずしも

統一されていないが、台湾、中国の関係者ともすり合わせ、認識統一を図っており、

かなり定着してきたが、古くからフィルム加飾を実施している方などの一部で従来の

名称にこだわっている方がおられる。 

 

２ フィルム加飾に使用される成形方法 

 フィルム加飾（フィルム貼合、転写加飾）の成形方法を図２に示す。インモールド

加飾（In-Mold Decoration、IM-D）とアウトモールド加飾（Out-Mold Decoration、

OMD）に分類される。 



 3 

 

表１ フィルム加飾に用いられる略語 

 

 

図２ フィルム貼合・転写加飾方法の分類 
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 インモールド加飾はさらにフィルムを成形品に残すインモールド貼合（In-Mold 

Forming、IMF）と意匠面のみを成形品に転写するインモールド転写（In-Mold Release、

IMR）に分類される。本来、これらの名称は表皮材がフィルムに限定されないインモ

ールド成形による加飾全般を示す言葉であるが、フィルムの場合に使用されている事

が多いので、そのまま使用する。特に、フィルムに限定する場合は頭に“フィルム（Ｆ）”

を つ け る （ 例 え ば F-IM-D ）。 ま た 、 ”IMD” 、 ”IML” は 本 来  ”In-Mold 

Decoration”、”In-Mold Lamination”または“In-Mold Labeling”の一般用語の略

語であるが、ＮＩＳＳＨＡ㈱が商標登録をしているので、使用に当たっては注意を要

する。（使用する場合は、IM-D、IM-L と表現して、混乱を避けることが好ましい） 

 IM-D で、「インモールド」と「インサート成形」の用語も古くから使用されている。

これは大日本印刷㈱が自社の技術に付けた名称が一般化したものであって、誤解を招

きやすい言葉であり、筆者は使用していない。IM-D，特に IMF で、形状が深い場合

等は、予備賦形したフィルムを使用することが多い。これを区分したい場合は、予備

賦形インモールド貼合（Pre-Form IMF、P-IMF）を使用する。 

フィルムを延伸させることなく、変形のみで、インモールド貼合する技術は、区分

して、インモールドラベリング（In-Mold Labelling、IM-L）と言われる。 

あとから貼合、転写するアウトモールド成形として最も代表的な方法は、オーバー

レイ成形（Over-Lay Method）で、オーバーレイ貼合またはアウトモールド貼合（OMF）

とオーバーレイ転写またはアウトモールド転写（OMR）に分類される。その他に、ホ

ットスタンピング（Hot Stamping）、水圧転写（Water Pressure Printing）、熱転写

（Heat Printing）、ラベル貼合(Labeling)等がある。 

なお、OMD は、本来は、成形した後に、加飾を行う方法全てを示す言葉であるが、

一般的には、上記フィルムを使用する IM-D に対応し、フィルムを使用する OMD、

特に、オーバーレイ成形を示す言葉として使用されている。本書では、原則、IM-D、

IMF、IMR と対比して、OMD、OMF、OMR に統一して使用するが、必要に応じて、

他の略語も使用する。 

 

２－１ フィルムインモールド加飾（In-Mold Decoration、IM-D） 

２－１－１ インモールド転写（In-Mold Release、IMR） 

 代表的な方法として、ＮＩＳＳＨＡ㈱１）の Nissha IMD－Type-TR を図３の下に示

す。 

 成形工程は、①ロール巻きしたフィルムを一成形分金型間に送る、②ヒーターでフ

ィルムを加熱して、キャビティに真空吸引、③型を閉めて、背後から樹脂を射出成形、



 5 

④冷却後、型を開いて、意匠面が転写された成形品を取出す。キャリアフィルムはロ

ールに巻き取る。 

 本方法は、携帯電話、パソコンの筐体など形状が比較的単純な部品を大量生産する

方法として使用される。  

 ＮＩＳＳＨＡ㈱では、転写箔（加飾フィルム）、箔送り装置、金型、成形技術を含む

ターンキーシステムのビジネスモデルを構築し、高い世界シェアを持っていたが、最

近ではシェアを落としていると言われている。 

 ＵＳＡの Serigraph も Turn Key IML System３）を発表し、他のメーカーでも同様

な動きをしている。フィルム加飾の本格的な展開を行うには、これに近いシステムが

必須である。少なくともこれらに対する知見が必要である。 

 

（NISSHA 資料から） 

図３ インモールド転写、貼合成形方法 

 

 ２―１－２ インモールド貼合（In-Mold Forming、IMF） 

   IMF 法としては、上記 IMR と同様に連続フィルムを供給（インサート）して、金

型内で予備賦形して成形し、フィルムを部品に貼り合わせる方法（NISSHA㈱の Nissha 

IMD-Type-S、大日本印刷㈱２）のインモールド）と、外部で予備賦形した予備賦形品

を金型にインサートして、成形する方法（ＮＩＳＳＨＡ㈱の Nissha IMD-Type-P、大

日本印刷㈱のインサート成形）がある。 
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 形状が簡単で、ロットの大きいものには前者が用いられることもあるが、絞りが深

いもの等では後者が必須となる。後者の方法として、Nissha IMD-Type-P を図３の上

に示す。この場合の工程は、①フィ ルムを熱成形で予備賦形してトリミング、②予備

賦形品を射出成形金型にインサート、③金型を閉じて、溶融樹脂を射出、④冷却後製

品を取り出す。予備賦形方法として、一般の熱成形（真空・圧空成形）の他に、超高

圧熱成形を使用するケースがあり、忠実に賦形され、位置合わせ精度が高く、シャー

プな形状が出せる特徴があって、利用されるケースが増えている。 

 

IMF は上記の通り、通常の射出成形（高圧成形）で行われているが、その他に下記

の低圧（適圧）成形も利用されている。（図４参照） 

１） 住友化学㈱の射出プレス（ＳＰＭ)フィルム貼合成形１－４）、５）：これは別資料

（ソフト表皮材貼合）で述べるように、軟質表皮材貼合成形を中心とする方法であ

るが、フィルムの成形にも利用できる。フィルムを金型にセットして、金型をわず

かに開いた状態で樹脂供給・型締めを行なった後、必要なら、型をごくわずかに開

いて、フィルムを樹脂の温度で昇温させ、再度金型を閉じて成形する。形状が複雑

な場合は、「In-line Pre-forming Process」（詳細説明、図は省略）を用いる。 

２）U&M プラスチックソリューション㈱のダイプレストＲモード６）：電動射出成

形機を用いて、１）と同様な方法で成形。（通常は型を閉じて樹脂供給）。フィルム

の温度を高温に保てるので、金型のシボなどの転写性を向上させることができる。 

３）Sumitomo SHI７）の Injection Compression： 金型をわずかに開いた状態で樹脂

供給・型締めを行って成形。（成形後、金型をごくわずかに開く事は記載されてい

ない） 

４）Engel が基材にＰＣ／ＡＢＳ樹脂、フィルムにＰＣフィルムを使用して、パラ 

 レル射出圧縮成形（射出と圧縮が同時に行われる射出圧縮＝ＳＰＭメインプロ 

セス）によって厚さ１．３５ｍｍの加飾ノートパソコンカバーを開発した。さら

に、１ｍｍを目標に検討中８）と言われている。開発の背景としては、現在の製品

は２ｍｍ前後であり、さらに薄肉化するのにＡｌ、Ｍｇ、ＣＦＲＴＰも検討され

ているが、材料コストが高く、ノートＰＣの低価格化が進む中で、主要材料に成

りえないとの判断がされている。（数年前の状況で、直近の状況は不明） 

上記いずれの方法も、①金型表面の転写性向上、②フィルムへのストレス低減、 

ボーダー域でのしわなどの低減、③Textured surface の凹凸感を保持するのに有利、 

④薄肉・大型成形に適するなどの特徴がある。これらの方法は今後展開が進むと考 

えられる自動車外板の成形等でも、オーバーレイ成形とともに威力を発揮できると 
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考えられる。 

 

 
図４ その他の射出系インモールド貼合成形 

 

応用方法として、図５の上左、中に示す２種表皮材貼合成形９），１０）がある。本方

法は、ＩＭ－Ｄで可能な方法で、ＯＭＤでは通常不可能である。図の上右および、下

は、ソフト表皮材を用いたＳＰＭ成形品例４），５）、ＳＰＭ派生技術成形品例１１）で、

多種貼合である。通常のフィルム貼合成形では困難であるが、不可能ではない。 

 特殊な方法として、図６に示すカタニ産業１２）のライトモールドがある。この方法

は、型を非意匠面側のみ形状を掘り込み、意匠面側は空洞で、共通金型として利用し、

樹脂は成形品の周辺のみに充填して賦形するもので、短納期、軽量化、コストダウン

の効果があり、エンボスやチジミ印刷にも影響が少ない。適用される製品は限定され

るが、興味のある方法である。 

 また、図７は、ＮＭ－Ｔｅｃｈ Ｋｏｒｅａの高周波シート成形１３）で、金型は射出

成形より格段に安く、短納期、低コストで成形ができ、韓国では広く使用されている

と言われている。同様な方法は、日本では㈱華陽テクノ・プラザ１４）が行っている。 
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図５ ２種フィルム貼合、部分貼合成形 

 

 
図６ カタニ産業㈱のライトモールド 
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図７ NM Tech Korea の高周波成形 

 

２－１－３ インモールド成形における製品設計の基本、デザイン制約 

インモールド成形における製品設計については、Sabic１５）が詳細な資料を公開して

いた（現在は Web Site から削除）。図８は、本資料を参考に、筆者の独自知見を加え

て、筆者が作成した製品設計の基本である。 

通常、 

１）製品高さ（ｈ）／製品幅（ｗ）は１．０以下、 

２）コーナーのアールは０．４以上、 

３）若干のアンダーカットは可能であるが、型構造が複雑になるので、避ける、 

４）急激な肉厚変化は避ける。肉厚変化が必要な時は図の右のように変化させる。 

 

  また、フィルムインモールド成形におけるデザインの制約を図９に示した。 

１）形状：深さ、テーパー、アール、肉厚変化、アンダーカットは図８参照 

２）表面性能：インモールド貼合では、フィルムの凹凸（テクスチュア）の維持 

が困難。ただし、図１０に示すように、ＮＩＳＳＨＡ㈱１６）、大日本印刷㈱１７）、

アドミカ㈱１８）がテクスチュアの残るフィルム、方法を開発している。五洋紙工㈱

１９）も開発している。アドミカの技術は公表されておらず、方法の詳細不明。 

なお、インモールド転写ではフィルム構成の工夫で汎用的に使用されている。 

３）端末巻き込み：困難（型構造工夫で多少は可能であり、筆者も行ったこと 

があるが、型構造が複雑になり、大幅なコストアップになる） 
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図８ フィルムインモールド加飾における部品設計の基本 

 

 
図９ フィルムインモールド加飾におけるデザインの制約 
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図１０ ＩＭＦでテクスチュアを残すあるいは表現する方法 

 

２－１－４ インモールド成形に用いられる金型、装置 

 ＩＭＦ（インモールド貼合）の成形用金型、周辺装置を、図１１、１２、１３に 

示す。印刷面が溶融樹脂と反対側にある表印刷の場合は、通常の射出成形と同様な

ゲート設計でほぼ問題がないが、印刷面が溶融樹脂側にある裏印刷、両面印刷の場

合は、図１１に示すように、ゲートの種類、配置に十分な考慮が必要である。フィ

ルムの固定は、図１２のような方法が用いられる。 

 また、フィルムの型外での予備賦形は、従来は、真空成形、圧空成形で行われるこ 

とが多かったが、最近は、各種特徴がある超高圧成形２０）が用いられることが多 

くなっている（図１３）。 

ＩＭＲ（インモールド転写）の成形のゲートの選択、配置などは、ＩＭＦの場合 

と同様である。ＩＭＲの場合は、ロール巻きしたフィルムを１成形分金型に送り、離

型後別のロールに巻き取る方法で行われるので、通常の射出成形金型に、①フィルム

の送り装置とカッター、固定機構、②フィルムの金型への吸引機構、③製品取り出し

装置等が必要である。図１４は、ＮＩＳＳＨＡのターンキーシステム１）を示す図で、

箔、送り装置、金型、成形技術をセットにして、成形メーカーに供給し、成形メーカ

ーは直ちに生産を開始できる。現在は、箔メーカーが、関連装置、技術をまとめて供

給することが少なくなったと思われるが、箔メーカーも成形メーカーも事業展開にあ

たって、このようなトータル力が必要であることには変わりがない。 
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図１１ インモールド射出成形金型 

 

 

図１２ インモールド射出成形金型ー２ 



 13 

  
図１３ インモールド射出成形におけるフィルムの予備成形 

 

 
図１４ ＮＩＳＳＨＡ  ＩＭＤの ターンキーシステム 

 

２－１－５ インモールド成形における不良現象と対策 

 多くの不良現象があるが、共通の不良としては、次の項目があげられる（図１５）。 

１）フィルム特性と成形品形状のミスマッチの場合、しわ、破れ、柄伸びなどの 

 不良が発生する。（形状の適正化と適切なフィルムの選択が必要） 

２）接着層と樹脂との相溶性不足の場合、はがれ、ブリスター等が発生する。 

（成形品樹脂と接着性、融着性のある接着層、バッキング層が必要）、 
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３）成形環境が好ましくいない場合、ゴミ付着、汚れ、ゴミなどによるくぼみ、 

エアなどの巻き込みによるブリスターなどが発生する。  

また、図１６、１７に外部予備賦形なしＩＭ－Ｄ（ＩＭＲおよびＩＭＦ）の不良

現象、予備賦形ありのＩＭＦ（ＰＩＭＦ）の不良現象を示す。 

 
図１５ フィルム貼合、転写成形における不良現象－１ 

（成形方法共通の不良） 

 

 
図１６ フィルム貼合、転写成形における不良現象－２ 

（型内予備賦形ＩＭ－Ｄでの不良 
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図１７ フィルム貼合、転写成形における不良現象－３ 

（型外予備賦形ＩＭＦでの不良） 

 

２－２ インモールドラベリング 

フィルムを延伸させることなく、変形させるだけで、インモールド貼合する方法

をインモールドラベリング（In-Mold Labeling、IM-L）と言っている。フィルムの加

熱も不要で、簡単に容器などの加飾ができることからブロー成形、射出成形等の容器

加飾２１）、２２）として広く利用されている。ブロー成形、射出成形における成形工程図を

図１８に示す。下中のカップ
７）

は、ラベルの外側にリブが立っている。これは、成形

時に、溶融樹脂がラベル側に彫り込んだ溝の部分で箔を突き破ってリブを形成したも

のである（筆者は、ファブリック貼合で実施し、「突き破り成形」と呼んでいる） 
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図１８ インモールドラベリング（IM ｰ L）工程図 

 

２－３ フィルムアウトモールド加飾（Out Mold Decoration、ＯＭＤ） 

２－３－１ オーバーレイ成形（Over-Lay Method または、Out-Mold Decoration） 

 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（通気性あり）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

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）２３）を開発して、本格的に普及した。ＴＯＭ工法の工程図を図１９、装置例

を図２０に示す。成形工程は、 

１）射出成形などで成形した成形品をテーブル上の冶具にセット（図左上）、 

２）上下チャンバーを閉じて上下チャンバー内を真空状態にしてフィルムを加熱 

（図左上）、 

３）一定の温度に達するとテーブルを上に移動して、上チャンバーを大気圧に戻 

すか、加圧空気を入れて、フィルムを成形品上にオーバーレイして一体化す 

る（図左下～右上）、 

４）下チャンバーを大気圧に戻し、上チャンバーを真空吸引して離型（図右下） 
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図１９ TOM 工法の工程図（布施真空） 

 

 

図２０ TOM の成形装置例 

 

図２１に IM-D と OMD の一般的な比較を示し、図２２にＴＯＭ工法の特長を具

体的に示す。特に、１、２、３、４は、IM-D では、非常に困難である。６、７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、ガラスの飛散防止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。まだ、
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改良すべき課題もあるが、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。 

 

       図２１ フィルム IMーD と OMD の比較 

 

図２２ TOM 工法の特徴 

布施真空㈱では、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、他のパネル（フード等）の外装への塗装代替加飾に注力し

ている。ｎｅｏ－ＴＯＭによるルーフの成形工程図を図２３に示す。ルーフの成形工

程は、 

１）外段取り後、車体を成形チャンバーに挿入（①、②）、 

２）表皮材を供給、クランプ（③、④）、 

３）チャンバー内を真空にして、加熱（⑤）、 

４）上下枠（表皮材）降下（⑥）、 
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５）成形（⑦、⑧）、 

６）トリミング（⑨）である。 

成形のポイントは、上下枠（表皮材）降下（⑥）で、“Ａ”と“Ｂ”の間に“Ｃ”

で示す第３のゾーンを形成することである。このＣゾーンは、成形開始時（⑦））に、

Ａ，Ｂゾーンに空気を入れたときに真空状態が保たれ、Ａゾーンの空気圧で、表皮材

がルーフに貼合される。このとき、ＢゾーンはＡゾーンと同一圧力に保たれているの

で、ルーフそのものは変形せず、表皮材がルーフに貼合される。 

パネルの場合は、１）はパネルをチャンバー内に挿入で、後はルーフの場合と同様

である。 

 

図２３  Ｎｅｏ－ＴＯＭの工程図－１（ルーフの成形） 

 

 その他、OMD で、㈱浅野研究所がＴＦＨ２４）、ナビタスニーズ㈱がＮＡＴＳ２５）

の名称で同様な成形方法を発表し（その後ＮＡＴＳは布施真空に業務移転）、その他数

社が、類似の方法を発表している。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２４の上左）。また、同図の右に示す方法を開発し、ＴＰＥ／



 20 

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、ＰＰ

Ｆの異常発泡を押さえたことである。ＴＰＥ／ＰＰＦ貼合成形は、従来、後述のＳＰ

Ｍ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２５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。 

 

 

図２４ ＴＦＨの工程図（浅野研究所） 

 



 21 

 

図２５ ＮＡＴＳの工程図と小型マシン 

 

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。 

 

２－３－１－１ 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 

 製品設計の基本、デザインの制約、不良現象等は、ほぼ、インモールドの場合と同

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。（多くのメーカーがＯＭＤ用の接着材料をかいはつしている） 

 

２－３－１－２ オーバーレイ成形に用いられる装置 

 オーバーレイ成形に用いられる装置は、それぞれのシステムの専用装置になって 

いる。布施真空㈱のＴＯＭは、上、下チャンバーとその中間にフィルムをセットする 
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クランパー、下チャンバー内には、基材をセットする受け治具があり、それを上下 

するための、機構に繋がっている。上チャンバー内には、フィルムの加熱ヒーター 

があり、上、下チャンバーは独立して真空タンク、圧力タンクに接続されている。 

フィルムは、枚葉で手動供給か、ロール巻から自動供給される。 

 ㈱浅野研究所のＴＦＨ、ナビタスニーズのＮＡＴＳも、基本構成は同一であるが、 

ＴＦＨでは、熱板ヒーター（＋赤外線ヒーター）を使用し、ＮＡＴＳでは加熱、加 

圧空気の供給装置があるなどの違いがある。 

 

２－３－１－３ オーバーレイ成形における不良現象 

図２６に示す。成形環境が好ましくいない場合、ゴミ付着などはＩＭ－Ｄより起こ

りやすい。 

 

２－３－２ 水圧転写（Water Pressure Printing、WPP） 

 代表的な方法として大日本印刷㈱のカールフィット２）があり、図２７に示すように

工程は、 

１）水溶性のフィルムを水面に浮かべる 

２）成形品をフィルムの上から押し下げていく 

３）水面から成形品を取り出し、乾燥後、ＵＶ照射して、表面を硬化させる。 

㈱タイカのキュービックプリンティング２６）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フィルム

の製品化が進んでいる（㈱タイカのＥ－ＣＵＢＩＣ，Ｈ－ＣＵＢＩＣなど）。さらに今 

後の展開では、トップコート塗装レスの開発が求められる。 
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図２６ フィルム貼合、転写成形における不良現象－４（OMＤでの不良） 

 
図２７ 大日本印刷の水圧転写成形 

 

２―３－３ ホットスタンピング（Hot Stamping） 

 図２８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２７）。通常は

平面への刻印であるが、図の中に示したように型を使用して３次元形状への刻印も可

能である。さらに、村田金箔㈱２８）が、シリコン発熱パッドを用いた３次元曲面ホッ

トスタンプ法を開発、また、イルミネーション㈱２９）が図に示す様に筒状製品の裏面

まで巻き込み可能な方法を開発した。また、イルミネーション㈱は、図２９に示すよ

うに、ホットスタンプ成形（ホットスタンプ技術と真空成形技術を組合わせた成形技

術）等を開発して、ホットスタンプの適用範囲を拡大している。さらに、図３０に示
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すように、貼合一体成形ではなく、パターン箔を成形品の裏、または表に張合せる方

法で製品開発を行っている。また、ローランドＤＧ㈱３０）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を開発している。（図３１） 

 
図２８ ホットスタンピング 

 

 

図２９ イルミネーションの新しいホットスタンプ技術 
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図３０ パターン箔貼合せ成形 

 

 

図３１ ローランドＤＧの半導体レーザー箔転写 

 

２－４ 成形方法の比較 

 表２にＰ－ＩＭＦ（予備賦形ＩＭＦ）、ＩＭＦ、ＩＭＲ、ＯＭＦ、ＯＭＲおよび水

圧転写（ＷＰＰ）の詳細な比較を示す。 

ＩＭ―Ｄの特徴は、１）位置合わせ、賦形性が良好、２）密着性が良好、３）耐久

性、機能付加で有利、４）形状が単純な１ケ取りの場合、コスト面で有利（既存射出
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成形機が利用可能、成形サイクルが短い）。ただし、深絞りでは予備賦形が必須で、こ

の費用を見込んでおく必要がある。一方、ＯＭＤは、１）逆テーパー、端末巻き込み

可能、２）表面凹凸模様（テクスチュア）を残せる、３）多種基材を１枚のフィルム

で被覆できる、４）基材はプラスチックに限定されない、５）少量多品種に適する、

６）大型成形に適する、７）小型部品は多数個取り可能、多数個取りでコスト有利、

８）各種の応用展開が可能等、ＩＭ―Ｄと比較して数々の利点があり、需要を大きく

伸ばしている。2012：0.8% ⇒ 2015～17：6%前後⇒ 2020（17.8%)とよそうされている。 

一般的に、連続フィルムを用いて、型内で予備賦形するＩＭＲやＩＭＦは比較的単

純な形状の大量生産に適し、他は多品種少中量生産に適する。 

また、型外で予備賦形するＩＭＦ（Ｐ－ＩＭＦ）は部分加飾や２種フィルム加飾等

のバリエーションが可能である。 

コストは、形状の単純な小物部品の１ケ取りでは、予備賦形なしのＩＭ―Ｄが有利

であるが、ＯＭＤでは多数個取りができ、取り数に応じて、製品１ケあたりのコスト

は大幅に下がり有利になる（ＩＭ－Ｄでの多数個取りの加飾成形は、筆者も実施した

ことがあるがかなり困難）。また、複雑形状の場合や大物成形の場合は、ＩＭ－Ｄは予

備賦形が必須なので、むしろＯＭＤの方が有利になることも予想される。 

表２ ３次元フィルム貼合、転写加飾の一般的比較 
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３ 加飾フィルム 

加飾フィルムならびにフィルム転写・貼合技術は大日本印刷㈱２）、ＮＩＳＳＨＡ㈱

１）が先駆者で数十年前から事業化していたが、近年この分野への参入メーカーが著し

く増え、ベースフィルム、構成、意匠表現の異なるものが多く供給されている。 

 

３－１ 加飾用基本フィルム 

表３に示すように、加飾フィルム用の“基本フィルム”としては、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系のフィルムが上出された。主

要な基本フィルムの性能比較は表４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おり、ＭＴＯ技術研究所の別資料、「塗装

レス加飾（塗装代替加飾）」３１）に示す。 

 

表３ 代表的な加飾用基本フィルム 
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表４ 基本フィルムの物性比較 

 
  

 主要な基本フィルムの例を下記に示す。 

図３２に示す出光ユニテック㈱３２）のＰＰフィルムは印刷性、光線透過率も他の透

明樹脂材料と同程度に改良されており、これまで難しかったＰＰ基材への貼合用フィ

ルムとして、部品全体の軽量化、易リサイクル性が期待される。日本ポリプロピレン

㈱３３）は、図３３に示したように、加飾フィルム用高透明ＰＰ樹脂、高接着性ＰＰホ

ットメルト用樹脂を開発し、販売している。（原則樹脂としての販売）。東レ㈱３４）の

ＰＰ系フィルムは主として、ＩＭＲ用を対象にしている。 

ＰＥＴフィルムは、東レ㈱、東洋紡㈱から供給されており、特に東レ㈱３４）は図３

４に示すように、各種バリエーションのフィルムを提供している。図３５に超多層フ

ィルムの構造色フィルムである東レ㈱３４）のピカサス、東洋紡フィルムソリューショ

ン㈱３５）のＭＬＦを示す。 

 

 図３２ 出光ユニテックの高透明 PP シート 
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図３３ 日本ポリプロの加飾フィルム用 PP 

 

 

 

 

 

 
図３４ 東レの各種改良ＰＥＴフィルム 
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図３５ 超多層構造色フィルム 

 

図３６は帝人㈱３６）のバイオＰＣで、インジウム真空蒸着層を付与したフィルムは

スマートエントリに使用されている。 

アクリルフィルムは、旭化成㈱、㈱カネカ、三菱ケミカル㈱、住化アクリル販売㈱

３７）、クラレ㈱、カネカ㈱が、耐加熱白化、耐応力白化などのフィルム、およびＰＭ

ＭＡ／ＡＢＳ複合フィルムを揃えて供給している。自動車内装部品などのＩＭＦ用フ

ィルムとして使用されている。また、(有)シーアールディ３８）がソフトアクリルフィ

ルムを開発し、ピアノブラック、光透過タイプピアノブラック、メタリックなどが自

動車内装部品に使用されている。 

図３７に住化アクリル販売３２）のＰＭＭＡフィルムを示す。 

 

図３６ 帝人のバイオ PC フィルム 
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図３７ 住化アクリル販売のアクリルフィルムテクノロイ” 

 

 ３－２ 加飾フィルム 

上記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。 

 

３－２－１ 加飾フィルムの意匠表現 

意匠表現は、表５、図３８、３９、４０に示すように、スタート時から使用されて

いるグラビア印刷、スクリーン印刷を基本として、これに着色、蒸着等を組合せた意

匠表現の他に表面加工、艶消し、塗装、薄肉多層構造、ロールシボ転写３９）、特殊金

属蒸着、マイカや SiO2、Al2O3 に金属酸化物をコートした添加物配合４０）等が用いられ

ている。また、貼合成形（ＩＭＦ、ＯＭＦ）用と転写成形（ＩＭＲ、ＯＭＲ）用で、

フィルム構成、厚さが異なる。さらに、加飾フィルムは各種バリエーション、各種機

能の組込みが可能で、表面加工、表面層付与、添加剤配合などで、表面視覚、表面触

覚、表面保護、臭覚、聴覚、電気・電磁波・光性能などが付加されたフィルムが供給

されている。 

これらの機能を付加した機能付加加飾フィルムは、ＭＴＯ技術研究所の別資料、「機能

付加加飾」４１）で紹介しており、ここでは省略する。 
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表５ 代表的な加飾フィルム 

 

 

図３８ 加飾フィルムの基本構成とバリエーション 

 
図３９ 加飾フィルムの意匠表現例―１ 
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図４０ 加飾フィルムの意匠表現例ー２ （高輝性インキによる意匠表現） 

 

３－２－２ 注目される加飾フィルム 

表６は、筆者が把握している注目される加飾フィルム、成形品の主要な例である。

機能付加加飾フィルム、成形品は、上記の通りで、別資料４１）で紹介しており、ここ

では省略するが、筆者が把握している主要な例のみを、表７に示す。 

表６ 注目される加飾シート（フィルム）例 

（筆者が把握している主要な例） 
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表７ 注目される機能付加加飾例 

（筆者が把握している主要な例） 

  

 

注目される加飾フィルム、成形品の例を図４１～図４６に示した。 

図４１は、ＮＩＳＳＨＡ㈱１）の Material Insert Technology として利用されてい

る技術およびフィルムである。Art ＆ Tech の技術を発展させたもので、裏面に光透

過層や電極を設けたり、表面に Silky tach 層を設けて発展させている。図４２の上

左は、ゼロワンプロダクツ㈱４２）の天然木シート（木材に、ウレタン系やアクリル系

などの樹脂を高温・高圧で含浸させたもの）で、自動車内装用本杢等として注目され

ている。同図上右は、麗江㈱４３）の抄紙法ＰＥＴフィルム、同図下右は、カタニ産業

㈱３－１－８）の和紙調フィルム、同図下左は、龍田化学㈱の木目調等の高級シート３―１

―２９）で、テクスチュア性等で優れている。図４３上は、千代田インテグレ㈱３９）、

村田金箔㈱４４）のホログラムで、後者は、伸びの大きい場所でもホログラムが残るよ

うに工夫され、印刷との組み合わせも行われている。同図下は、ミノグループ４５）の

ＳＡＴ ＳＹＳＴＥＭによる印刷フィルムで、角度により意匠が変化したり、必要なと

きに情報や、機能を浮かび上がせることができる。 
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図４１ 注目される加飾フィルム、成形品－１  

 
図４２ 注目される加飾フィルム、成形品－２（高装飾）  
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図４３ 注目される加飾フィルム、成形品－３ （高装飾）  

 

 図４４の上部は、カタニ産業１２）の各種フィルム、同図下左は、ローヤル工業４７）

のダブルグラデーション、同図上右は共和レザー㈱４８）の色の濃淡で意匠表現したフ

ィルム、同図下右は、ＴＯＹＯ ＣＨＥＭ４９）の光調整層を有し、立体的で深みのある

加飾が可能な加飾フィルム、同図下中央は、㈱いわき５０）の薄肉蒸着構造色フィルム

である。 

 

図４４ 注目される加飾フィルム、成形品－４  （高装飾） 
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図４５は綜研化学㈱５１）の構造色フィルム、図４６は、フジコー㈱５２）の高伸長（９

００％）のＰＵ転写フィルムおよび成形品、および㈱エムエスエーのエバブロシート

５３）で、特殊黄色インキで印刷し、それに薄膜のアルミ蒸着を行い、黄色が必要な部

分のみマスキングし、他はアルカリで洗い流したフィルムであって、多種多様な表現

ができる。図４７は、バイオミティクスの応用で、上は、三菱ケミカル㈱５４）の反射

防止フィルム、同図下は、グラパックジャパン㈱５５）のマイクロアレイレンズフィル

ムである。 

 

図４５ 注目される加飾フィルム、成形品－６（構造色） 

 

 

 図４６ 注目される加飾フィルム、成形品－７（高伸長）  
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図４７ 注目される加飾フィルム、成形品－４５  （バイオミティクス応用） 

 

 図４８は、カシオ㈱５6）の２．５Ｄ ＰＲＩＮＴ ＳＹＳＴＥＭである。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プリントを実現して

いる。図４９上左は、住友化学㈱５７）の手作りのような自然の風合いを実現したオレ

フィンフィルム、同図上右は、イオックス㈱／ローヤル工業㈱のめっきプライマー転

写フィルムを用いためっき成形品４７）である。下は凸版印刷㈱の基材の裏面からの特

殊加工で立体感を表現した疑似エンボス加工シート５８）である。 

さらに、ソニー㈱３－１－４８）がフルカラーでの描画と消去が繰り返し行えるフィル

ムと、それを高速で実現するレーザー照射技術を開発している。（図省略） 

 

 

図４８ 注目される加飾フィルム、成形品ー９（２．５D 表現） 

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201905/19-043/index.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201905/19-043/index.html
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図４９ 注目される加飾フィルム－１０（その他） 

 

 さらに、図５０に示すように、バイオマス加飾フィルムの開発も進んでいる。 

 

図５０ バイオ加飾フィルム 

 

３－２－４ 転写成形（ＩＭＲ、ＯＭＲ）について 

以前は、携帯電話等の筐体などに転写成形（ＩＭＲ）が中心的に使用されていたが、

その後は、自動車用途等に貼合成形（ＩＭＦ、ＯＭＦ）が中心的に使用されている。 
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しかし、最近、転写成形の特徴が認識され、図５１、５２に示すように転写成形の

検討、採用が増えている。 

 

 

図５１ インモールド転写成形（IMR）例 

 

 

図５２ アウトモールド転写成形（OMR）例 
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３－２－３ フィルム以外の注目される表皮材 

 以下、フィルム以外の表皮材を用いた成形品を若干紹介する。 

 図５３は、三井化学㈱の TPO 超高流動樹脂の射出成形によるスラッシュ表皮代替表

皮材５９）を用いたインパネを示す。樹脂の流動性などの改良で、加飾シートが射出成

形で可能となった。図５４は、三井化学㈱のディスレー表示ＴＰＯ表皮材６０）、図５５

は、帝人㈱の光透過革調表皮６１）、豊田紡織㈱の光ファイバーを織り込んだ光るファブ

リック６２）である。 

図５６は、メタルシートのＩＭＤ品である。金属調成形品として、金属調加飾フィ

ルムのＩＭーＤ品が多く用いられているが、欧米では、本成形品は、”Cool Touch”

効果が低いと評価され、メタル（主にアルミ）シートのＩＭＤ（バックモールディン

グ）品がより好まれる。厚さ 0.3～0.8mm メタルシートと GF 入り材料を用いた射出圧

縮成形で、変形を低レベルに抑えている。（180mm の円盤でねじれが 0.2～0.4mm 位） 

 

図５３  射出表皮（スラッシュ表皮代替） 

 

 

図５４ ディスプレー表示 TPO 表皮材 
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 図５５ 加飾ファブリック 

 

  
図５６ 欧米におけるメタルシートを用いたＩＭーＤ採用例 

 

４ フィルム貼合、転写加飾採用例、需要 

 フィルム貼合、転写加飾は、前にも述べた通り、現在もっとも活発な動きのある 

加飾技術であり、表８に示すように、通信機器、家電、各種機器、自動車内 

装、化粧用品、家庭用品、建材部品などの広い分野で採用されている。フィルム加飾 

の技術分野ごとの採用事例を若干示す。 

 表９に各国、地域における採用状況を示す。 



 43 

前述の通り、日本では、ＩＭＲ(In-Mold Release）が中心だったが、近年 

自動等のＩＭＦが中心になっている。しかし、ＩＭＲの利点が認識され増加傾向にあ

る。ついでＩＭ－Ｌ（In-Mold Labeling) 、水圧転写(WPP)も多く使用されている。近

年、ＯＭＤ（Out-Mold Decoration）の伸びが大きく、布施真空、浅野研究所、ナビタ

スの他、ＩＭ－Ｄ (In-Mold Decoration)メーカーでも検討をするところが増え 

ている。 

 台湾、韓国、中国も日本と同様であるが、中でも台湾は、日本メーカーに代って 

ＩＭＤの世界シェアが拡大している。さらに、ＯＭＤフィルム、装置の開発も極 

めて活発である。韓国、中国でもＯＭＤの採用が始まっている。欧米では、ＩＭＤ、 

特にＩＭＦが中心で、自動車の外板への採用実績もある。ＯＭＤの採用が始まって 

おり、金属シートの貼合も行われている。 

ＴＯＭ等のオーバーレイ成形は、日本で生まれて成長し、日本からアジア、さら 

に欧米へと順調に拡大している。 

表８ フィルム加飾の主要用途、状況 
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表９ 各国、地域でのフィルム加飾の状況 

国or地域 状況
日本 ・IM-D(In Mold Decoration）がメイン。IM-Dの中では、携帯電話の筐体等へのIMRが

　中心だったが、近年は、自動車等のIMFが中心。しかし、IMRの特徴が認識され、増加
　の傾向が見られる。次いで、IM-L,水圧転写も多く用いられている。
・近年、OMD（Out Mold Decoration）の伸びが大きく、がどんどん増えている。
　布施真空、浅野研究所、ナビタスの他、ミカドテクノス、サンリュウ（IDT)、リアライズ、
　NISSHAでも検討。世界で最も進んでいる。

韓国 ・IM-D、水圧転写がメイン。
・家電関係で先行して、OMDの採用が始まっている。
・現代自動車：現在、IMD/PMD=70-80/20-30%⇒、IMD/PMD=20-30/70-80%計画。
　（実現の有無不明）

台湾 ・IMDがメイン。水圧転写も用いられている。IM-Dの世界シェアが拡大している。
・OMD用フィルム、装置も開発され、採用が進んでいる。アジアでは最も進んでいる。

中国 ・IMDがメイン。
・OMD採用が始まっている。
・フィルムラッピングの展示が増えている。  

 

４―１ インモールド貼合、転写採用例 

図５７、５８に日本での採用例、図５９に欧米での採用例を示す。 

 日本では、携帯電話、ノートパソコンが中心になって、採用が拡大したが、最近 

は自動車内装の用途が急拡大している。その他、化粧品容器、壁材、カバンなどに 

使用されている。 

 

図５７ ＩＭ－Ｄ成形品例－１ 
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図５８ インモールド成形品例－２ 

 

 欧州での採用も、全般的には日本の状況と同様であると考えられるが、①自動車 

外装用の Dry Paint Film（Formable Film）使用の自動車部品の採用が進んでいる。 

②成形方法としては、ＧＡＩ（ガスアシスト射出成形）やミューセル発泡成形など 

他技術との組合せの発表が多く見られる。③他の加飾技術との組み合わせも見られ 

る点で違いが見られる。塗装代替（塗装レス）自動車外装の検討は欧州でかなり以 

前から行われており、図５９に示すように一部実用化されているが、その後の拡大 

は不明である。オーバーレイ成形では困難な２種以上フィルムの貼合、部分貼合、タ 

ッチセンサーの組み込み等が可能なので、これらを生かした展開も期待される。 

インモールドラベリングの成形品採用例は、図１８を参照ください。食品容器など 

の加飾が中心である。 

 

図５９ インモールド成形品例－２（欧米） 
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４－２ アウトモールド（オーバーレイ成形）採用例 

 図６０、６１に布施真空㈱のＴＯＭ工法による自動車部品、自動車以外の部品採用

例を示す。当初、室内部品等から採用が始まったが、現在は、家電、建材、自動車内

外装部品へと拡大し、特に自動車内装部品への採用が急拡大している。自動車外板の

検討状況は、ＭＴＯ技術研究所の他の資料３１）を参照ください。 

図６２、６３に㈱浅野製作所のＴＦＨ、ナビタス㈱のＮＡＴＳ（現在、布施真空に

権利移転）の成形品例を示す。いずれもＴＯＭと同様な部品への適用行われている。

３工法とも成形の基本原理は同じであるが、それぞれに特徴がある。 

ＴＦＨは、熱板接触加熱を採用しており、新ＴＦＨでは、冶具の上への移動も取り入

れ、文字などの位置決め精度、繰り返し精度が良好なこと、発泡シートの成形も可能

な特徴を生かした展開が期待される。ＮＡＴＳは、特殊ヒーター使用、賦形後、さら

に加熱蒸気で加熱、加圧し、形状精度が高く、基材とフィルムの密着性も良好で、 

ＯＭＲ（アウトモールド転写）に適しており、その特徴を生かした展開が期待される。 

 

 
図６０ TOM 工法による自動車部品例 
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図６１ 自動車以外の TOM 成形品例 

 

図６２ 浅野研究所のＴＦＨの成形品例 
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図６３ ナビタスニーズ ＮＡＴＳ成形品例 

 

水圧転写の採用例は、図２７を参照ください。日本、アジアで自動車の内装部品等

にある程度使用されたが、最近は減っている。ただ、水圧転写メーカーで、テクスチ

ュア感付与、後処理レスなどの開発を進めており、新しい展開も期待される。 

ホットスタンプの製品例は、図２８，２９を参照ください。基本は、平面への転写

であるが、技術が進歩して曲面への転写も可能になっており、自動車内装部品への展

開も進んでいる。 

 

４―３ 加飾フィルムの需要 

最近の資料がないので、やや古い状況を示す。 

ＩＭ―Ｄ，ＯＭＤ用加飾フィルムは、２０１２年で 1,000 億円、41,000 千ｍ２超の

需要があり、ＩＭＲが数量（面積）ベースで５２％、ＩＭＦとＩＭ－Ｌ（インモール

ドラベリング）で２７％、水圧転写４％、ＴＯＭ等１％以下と言われている。２０１

７年は２０１２年比、数量ベースで１２３％（50,000 千ｍ２超）、金額ベースで１３７％

（1,400 億円超）の伸びが見込まれている。個々のフィルム単価は下落していくが、

単価の高いＩＭＦ，ＩＭ－Ｌ，ＴＯＭ等ＯＭＤが増えるので、価格ベースでも需要が

拡大していくと予想されている。数量ベースの構成比でＩＭＲは３９％、水圧転写は

３％と比率を落とし、ＩＭＦ，ＩＭ―Ｌは２７％で同等である一方で、ＴＯＭ等のＯ

ＭＤは大きく増え、６％（2.900 千ｍ２）を占めると言われている。（統計には、建材、

自動車のウインドウフィルムも含まれている） 

さらに、別の調査資料によると、ＯＭＤは２０１５年に６．２％、２０２０年には

１７．８％に拡大すると予想されている。 
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２０１０年頃まで、携帯電話、ノートパソコンで市場が急成長したＩＭＲは、市場

が成熟し、自動車用途への需要にシフトしている。自動車向けのＩＭＦは今後も順調

に市場が拡大していくと予想される。ＴＯＭ等は２０１１年頃から自動車向けの採用

が始まり、対象基材がプラスチックに限定されないこともあり、自動車内外装、モバ

イル機器、家電、建材へとさらに用途が拡大していくと予想されている。 
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