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１．基本加飾と機能付加加飾 

 加飾技術は、単に見栄え、外観、質感を向上させる技術から、各種機能を付加した「機

能付加加飾」へと発展している。図１に基本加飾と機能付加加飾の概要を示す。 

  

         図１ 加飾の本来の目的と機能付加 

 

２．機能付加加飾の実例 

表１に、筆者が把握している代表的な例を参考に一覧表で示した。表面加工、表面層付

与、添加剤等配合などで、機能を付加したフィルムおよび技術、成形品、ならびにフィル

ムを使用しない他の機能付加成形が発表されている。 

以下、目的別に主要な実例を示す。なお、加飾の本来の目的である視覚的機能の新しい

展開は、フィルム加飾の資料１）で示している。触覚的機能は、拡大解釈した基本加飾（高

質感加飾）に含める場合もあるが、本書では、機能付加加飾で扱う。 

 

 

 

       

  



       表１ 代表的な機能付加加飾の例―１ 

 

 

２．１ 耐擦傷性 

加飾成形品において、傷つきを防ぐことは極めて重要である。表２に耐擦傷性改良技術

をまとめて示す。 

表２ 耐擦傷性改良技術 

 



図２はアイカ工業㈱2）の高硬度／高伸長ハードコートフィルムである。 

通常の高硬度のフィルムは、伸びがほとんどないので、3 次元成形する場合、通常は、未

キュアあるいはセミキュア状態の表面層を有したフィルムを用いて成形した後、加熱また

は UV 照射でキュア（硬化）処理を行う。アフターキュアを省略するため、各社が表面硬度

と成形性（伸び）を両立させる検討を行っている。最近の例として、アイカ工業㈱が、図

２のように、鉛筆高度 H／伸び 250％〔原反＋250%、3.5 倍延伸〕品を開発し、深絞り品で

アフターキュアなしを実現している。さらに、伸び率を保ちながら耐摩耗性と耐候性を向

上させた S グレードを開発した。従来品と比較して、約 5 倍の耐摩耗性と約 3 倍の耐候性

を有し、バンパー、ドアミラー、ドアなどの外装部品にも使用できるハードコートフィル

ムとして期待される。さらに、テクスチュアグレードも開発し、TOM 等の OMD で、成形

後もテクスチュアが保たれる。さらに、図３、４に示す、外装加飾フィルム、バイオマス

加飾フィルムも開発している。 

 

 
図２ 機能付加加飾例ー１ー１（アフターキュア不要ハードコートフィルム  

 

 

 

 

 

 

 



 
図３ 機能付加加飾例ー１ー２（外装加飾フィルム） 

 

 
図４ 機能付加加飾例ー１ー３（バイオマスハードコートフィルム） 

 

次に、図５に東レ㈱の自己治癒フィルム３）を示した。外力が加わると、簡単に傷がつく

が、数秒後に弾性回復して傷が見えなくなり、実質的に耐擦傷性を実現している。 



   
図５ 機能付加加飾例―２（耐擦傷性） 

 

２．２ 高触感（好触感） 

加飾において、高い触感を付加したものが求められることも多い。図６に、NISSHA㈱４）

の高触感（ソフトフィール）フィルム、高触感＋光透過フィルムおよび成形品を示す。 

  

図６ 機能付加加飾例―３（高触感等） 

 

図６はデンカ㈱５）のシート表面に凹凸形状を付与した起毛シート、図７は、中沼アート

スクリーン㈱のガラリット印刷との組み合わせで、ソフト表面で、光、電気を通し、情報

を表示する応用例である。 

 

 

 



 

図７ 機能付加加飾例ー３ー２（高触感等） 

 

 
図８ 機能付加加飾例ー３ー３（高触感等） 

 

また、図９は、日産自動車㈱６）のソフトフィールシボと、㈱浅野研究所７）の TPO/PPF シ

ートの OMD 成形品である。ソフトフィールシボとは、指で撫でたときに、指紋の奥が刺激

される程度にシボ凹凸の大きさが調整され、ハードにもかかわらず、指でなぞるとソフト

に感じられるシボである。 

 TPO/PPF は、通常の射出成形では、クッション感の保持が困難で、ソフト加飾技術（別

資料）８）で示すように、住友化学㈱の SPM 表皮材貼合成形で実用化されているが、㈱浅野

研究所が、同社の TFH を改良した OMD 装置および技術を開発、試作しており、今後の実

用化が期待される。 



 
        図９ 機能付加加飾例―４（高触感） 

 

２．３ 光、電磁波透過機能 

図１０～１４に、光・電磁波透過フィルム、成形品を示す。 

図１０は、NISSHA㈱４）のハーフミラーフィルムによる光透過成形品および光透過ファブ

リック成形品で、後者はタッチセンサー機能も内蔵している。図１１は尾池イメージング

㈱９）のエコモールド（薄膜加工技術による金属蒸着フィルム）と、ウェーブロック・アド

バンスト・テクノロジー㈱１０）の 6 層のメタリック調加飾シートで、これらは不連続（海島

構造）金属層を有し、電磁波透過性と成形伸び性が良好である。太平洋工業㈱１１）は前述の

シートを自動車のスマートエントリーに使用している。 

図１２は、大日本印刷㈱１２）の IMF 成形品、布施真空の NATS（OMD）（ナビタスニイ

ズ㈱１３）から技術譲渡）とバックライトのハイブリッド試作品、布施真空㈱の TOM（OMD）

１４）による光透過成形品である。 

図１３は、東レ㈱の超多層ナノフィルムの構造色フィルム１５）で、金属や着色剤を使用せ 

ずにメタリック外観と光・電磁波透過性を有し、車載用衝突防止システム部品等として実

用化されている。だだし、成形伸びで構造が変化し、変色しやすい課題もある。 

 図１４は、トヨタ合成㈱１６）の自動車の前方障害物検知システムの例である。 

 



  

図１０ 機能付加加飾例―５（光透過） 

   

 
         図１１ 機能付加加飾例―６（光・電磁波透過） 

 



   
        図１２ 機能付加加飾例―７（光・電磁波透過） 

 

   
      図１３ 機能付加加飾例―８（光・電磁波透過） 

 



  

図１４ 機能付加加飾例―９（光・電磁波透過） 

 

２．４ その他の光、電気制御機能付加 

 図１５は、三菱ケミカル㈱１７）の反射防止フィルム、大塚テクノ㈱１８）の低反射シボで、

プラスチック製品を圧倒的に黒くする成形の新技術、図１６は、AGC１９）の SPD 方式の調

光フィルム（液晶シャッター）で、ベンツ SL、トヨタハリアー等のルーフに採用されてい

る。液晶シャッターとしては、他に、日本板硝子の PDLC 方式があり、レクサス LM の室

内パーテーションに使用されている。 

  

  

図１５ 機能付加加飾例－１０ （反射防止、低反射） 

 



  
図１６ 機能付加加飾例－１１（調光フィルム、部品） 

 

２．５ センサー等 

 本項目２．５～２．７は、機能付加加飾とするのは、若干無理があり、「加飾機能部品」

とするのが、適切だと思う。しかし、本資料では、加飾を広く扱っており、これらについ

ても、ここで紹介する。 

図１７は、NISSHA の各種フォースセンサー２０）、図１８は、帝国インキ㈱２１）のセンサ

ー用インキ、図１９は、透明導電フィルム、部品２２）で、図２０は、キョーセラ㈱のＬＥD

／センサー配線フィルム両面または片面インサート成形した技術。部品２３）である。 

  
図１７ 機能付加加飾例－１２（各種フォースセンサー） 



  

図１８ 機能付加加飾例－１３（センサー対応インキ） 

  

 
    図１９ 機能付加加飾例－１４（透明導電フィルム、部品） 

 

 
 

図２０ 機能付加加飾例－１５（プリント回路・電子部品） 



２．６ ディスプレー（装飾タッチパネルなど） 

図２１は、NISSHA㈱２４）および㈱丸三金属２５）の装飾性タッチパネル、図２２は、大日

本印刷㈱のデザインと表示機能を融合した次世代加飾パネル２６）、図２３はアキレス㈱の皮

革調立体タッチパネル２７）である。その他、TOYO INK グループはインモールドエレクトロ

ニクス配線２８）を開発している（図省略）。 

 

  

図２１ 機能付加加飾例－１６（装飾タッチパネル） 

 

   

図２２ 機能付加加飾例－１７（次世代加飾パネル） 

 



   

図２３ 機能付加加飾例－１８（皮革調立体タッチパネル） 

 

 その他ディスプレーでは、コンチネンタルが、図２４～２６２９）に示すパララックス・バ

リア方式、「回折光フィールドバックライト（DLB）」方式ディスプレー、および、人工

皮革パネルに手を近づけると、ボタンが出現・点灯して操作が可能なモルフィングコント

ロールパネルを開発している。 

  
図２４ 機能付加加飾例－１９（3D ディスプレー） 



  

図２５ 機能付加加飾例－２０ 

（回折光フィールドバックライト（DLB）」方式ディスプレー） 

   

 図２６ 機能付加加飾例－２１（モルフィングコントロールパネル） 

 

２．７ 撥水、防水、指紋付着防止等の性能付加 

 図２７は、綜研化学㈱３０）の超撥水フィルム、デンカ㈱５）の撥水、指紋付着防止品、デ

ジタルシボによる指紋付着防止品である。 

 図２８は、リクシル㈱３１）のカタツムリの殻をヒントにした防汚外壁タイル、図２９は、

布施真空㈱３２）の TOM 成形で、フィルムを成形品裏面の一部まで被覆して、防水したもの

である。本技術で、従来エポキシ樹脂で封止していた基盤が、大幅に簡略化できる。他の

用途開発も継続している。図３０は、TOM 成形で、ガラスにフィルムを貼って飛散防止し

たものである。図２９，３０の処理は、OMD でのみ可能で、IM-D では不可能である。 

（加飾品ではないが、機能付加した応用例であり、本資料でも紹介する） 

 



  
図２７ 機能付加加飾例－２２（撥水、指紋付着防止） 

 

  

図２８ 機能付加加飾例－２３（セルフクリーニング） 



   
図２９ 機能付加加飾例－２４（防水・防湿） 

 

 
  図３０ 機能付加加飾例－２５（飛散防止技術） 

 

２．８ 構造色発色、色変化機能付加 

図３１は、曲げ、温度などの刺激によって色が変化する例３３）、３４）を示す。図３２は、

微細シボ金型による構造色３５）、３６）、図３３は、超多層フィルムによる構造色３７）で、いず

れも、見る角度によって色が変わる。図３４は、マイクロアレイレンズ３８）、モルフォ蝶を

ヒントにした発色する新光学繊維３９）である。さらに、図３５は、透明樹脂の中に鱗片状の



顔料を浮遊させ、顔料が同一方向に配列させた太陽電池向け加飾フィルム４０）である。 

 

  
図３１ 機能付加加飾例－２６（外種刺激による色の変化） 

 

  
図３２ 機能付加加飾例－２７（微細シボ金型による構造色） 

 



  
図３３ 機能付加加飾例―２８（多層フィルムによる構造色） 

 

  
図３４ 機能付加加飾例―２９（角度によってパターン、色彩変化） 
 



  
図３５ 機能付加加飾例―３０（角度によって色彩変化） 
 

２．９ 香、消臭、抗菌、抗ウイルス等の機能付加 

 図３６は、クラレリビング㈱４１）の香り、消臭、抗菌などのマスターバッチ、関西ペイン

ト㈱４２）の樹脂に添加剤の練り込み、富士フィルム㈱４３）のマイクロカプセルとして配合に

より、香り、消臭、抗ウイルスなどの機能を付加したものおよび Print-On４４）の芳香印刷で

ある。図３７は、その他の抗ウイルス機能付与例４５）、４６）である。 

  

図３６ 機能性付与加飾例－３１ （香り、消臭、抗菌、抗ウイルス） 

 



  
      図３７ 機能性付与加飾例－３２ （抗ウイルス） 

  

２．１０ 金属音めっき 

 図３８は、東洋理工㈱４７）の金属音めっき例である。樹脂へのめっきは見かけ上、金属へ

のめっきと変わらないレベルにあるが、成形品を叩くと明らかにその差がわかる。本成形

品は、樹脂を工夫することで、叩いても金属へのめっき品と変わらない音を出す。 

  
      図３８ 機能付加加飾例－３３（金属音めっき） 

 

２．１１ その他の機能付加 

図３９１４）は布施真空㈱の成形品で、同図上は、基材の上、粗いメッシュを載せて TOM 成

形したもので、風洞実験の結果、空力抵抗が減少する結果を得ている。同図下左は、花び

らをプラスチック成形品上に載置してフィルムでオーバーレイしたもの、同図下右は、ハ



ード／ソフトの基材を並べて、あるいはハード材上にソフト材を載置して、1 枚のフィルム

でオーバーレイしたものである。前者は、ゴルフ場のロッカーのパネルで、コーナー部分

に頭をぶつけても怪我しないようにしたものである。これらは、OMD でのみ可能で、IM-D

では不可能である。 

図４０は、遮蔽塗料による遮蔽４８）を示す。 

   
     図３９ 機能付加加飾例－３４（空力抵抗低減等） 

 

  

図４０ 機能付加加飾例－３５（遮熱） 
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