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プラスチック表面加飾技術の最新情報（動向）

2016/07/31
MTO技術研究所

まえがき

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。プラスチック表面加飾技術は、近年、単なる加飾にとどまらず、各種機

能を付与した「機能性付与加飾」へと展開し、プラスチック分野で重要な一分野になっている。

また，塗装などウエット方式の加飾は、ＶＯＣ排出問題やコストの問題があり、「塗装レス加飾

技術」のニーズが高くなっている。さらに、日本においても、塗装レス自動車外板への関心が

高くなり、ＣＦＲＴＰの加飾も興味がもたれるようになっている。

本稿では、プラスチック表面加飾技術の最新の動向を解説し、今後の方向を示す。

１．加飾分野全般の最新の動向

現時点（２０１６年７月時点）で筆者が把握している日本の加飾関係全般の動向は下記のと

おりである。

１）単なる加飾から機能性付与加飾へと展開が進んでいる。

２）塗装レス（めっきレス）加飾への関心が高くなっている。

３）プラスチック加飾の自動車外板への展開の可能性が高くなってきている。

４）インクジェット加飾が、オンデマンド性に優れた加飾技術として進展している。

５）繊維複合材料（ＦＲＴＰ)への加飾が興味を持たれるようになってきている。
６）着替え、内外装コーディネート、萌えキャラなど加飾分野の広がりも進んでいる。

７）世界初のプラスチック加飾技術専門の展示会が２０１５年から開催され、２０１６年

から加飾技術研究会が、リニューアルスタートして、プラスチック加飾分野の充実が

見られる。

２．機能性付与加飾

加飾の本来の目的は、見栄え、外観等の視覚的な心地よさ、高級感を付与することであるが、

最近は、本来の加飾と同時に表１に示

すような各種の機能を付与する「機能

性付与加飾」へと展開が進んでいる。

表面保護、抗菌・帯電等の一般性能、

撥水性能、防水性能、電気・光性能付

与などの他、触覚的、臭覚的、聴覚的

心地よさを付与する展開が進んでい

る。

機能性付与は、最も対応性があるフ

ィルム加飾で行われることが多いが、

他の加飾技術でも行われている。具体

的な例は、フィルム加飾などの中で示

す。

３．塗装代替え（塗装レス）加飾技術

図１に塗装レス加飾技術のニーズと対応をまとめて示す。塗装などのウエット方式の加飾は

優れた加飾技術であるが、ＶＯＣ（Volatile Organic Compounds）排出問題、作業性、コスト

の問題があり、「塗装代替え(塗装レス）加飾技術」が注目されている。表２に示すように、そ

の代替え技術として、特別な表面層を用いない加飾（ＮＳＤ、Non Skin Decoration）とフィル

ム貼合・転写に代表されるドライ法による表面加飾がある。

ＮＳＤで、塗装、めっきなどの課題が解決されるが、意匠性の表現には限界がある。

高い意匠性を要求される場合は フィルム貼合・転写加飾が有効である。ただ、塗装などは、

古くから使用されており、設備の償却が終わっているものが多く、新規設備を必要とするフィ

表 1 機能性付与の例

付加機能 主要な例

１．表面特別性能付与 温度による変色、撥水等

２．表面触覚性能付与 ソフトフィール、冷感等

３．表面保護性能付与 傷つき防止、指紋付着防止、

耐光、クッション性、防水・防湿等

４．各種一般機能付与 坑菌、帯電等

５．電気・光性能付与
電波透過、赤外線過、EMIシールド
等

６．臭覚性能付与 芳香等

７．聴覚性能付与 金属音、メロディ等
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ルム貼合・転写加飾と

塗装の実用的なコスト

を比較すると、フィル

ム貼合・転写加飾の方

が高くなることもあり、

なかなか一気には代替

えが進んでいないのが

現実である。しかしな

がら、フィルム貼合・

転写加飾で、ＶＯＣは

約３０％低減し、ＶＯ

Ｃ対策は世界的な要求

であって、いずれ代替

えが必要になると思わ

れる。

４．塗装レス加飾技術として注目される NSD（Non Skin Decoration）
近年、成形品に特別な表面層を付与せずに，射出成形の 3大要素である成形材料、成形装置・
金型、成形技術の工夫によって表面外観を向上させる技術が発展し、加飾の一分野と位置付け

られるようになってきている。筆者はこれらを「ＮＳＤ（Non Skin Decoration）」と命名して
いおり、本技術は、特別な表面層を付与しない「塗装レス加飾技術」として注目されている。

４．１ 着色材料を中心とする塗装代替え（塗装レス）加飾技術

化粧容器などでは、通常の着色がオリジナリティの表現や、イメージカラーとして、積極的

に加飾として利用されている。さらに各種の意匠性フィラーを利用して、メタリック、ピアノ

ブラック、パール調等の意匠表現が行われている。そして、図２に示すように、塗装レス加飾

の観点から、ユニチカ㈱１）はナノコンポジットナイロンにメタリック色を発現する粒子を配合

したメタリック樹脂、ダイセルポリマー㈱２）はＰＣ／ＰＭＭＡを有機系黒色染料で着色したピ

アノブラック材料、三菱化学㈱３は、バイオＰＣを開発し、供給している。さらに、三菱エンジ

ニアリングプラスチック㈱４）は PCの各種原着材料を供給し、ロンビック㈱５）が光輝性メタリ

表 塗装  加飾技術

方法 技術 意匠 形状 適用基材       

表現 対応        他素材

塗装 

 

   材料  金型表面

    等 組合 

       以

上削減

  

   成形 同時       約     

    貼合 転写 削減

   基材 後      約     

    貼合 転写 削減

   基材 直接       

           

塗装 基材 塗装     基準   

   

注   設備償却等 含  正規    試算    設備償却 終   設備  実用的    試算
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ック PPを供給している。後述の金型
表面高品位転写成形技術を併用する

とより効果的である。

４．２ シボ、パターン転写成形を

中心とする塗装代替え（塗装レス）

加飾技術

シボ加工は、従来から広く使用さ

れてきたエッチングシボの他に、セ

ラシボ、３Ｄデジタルシボが開発さ

れている。棚澤八光㈱６）のセラシボ

は金型に断熱層を貼り付ける方法で

シボを作成したもので、この断熱層

の効果で外観向上に効果がある。ま

た、ケイズデザインラボ㈱７）の３Ｄ

デジタルシボは、デジタルデーター

からシボを機械加工またはレーザー

加工したもの（樫山金型㈱８）、伊勢

金型㈱９）等で金型製作）で、多様な

シボパターンが精度良く加工され、

パターンの傾斜角、深さなどの変化

で色目の変化、指紋防止効果も実現

でき、外観不良の発生にも効果があ

る。さらに、他の技術との組合わせ

で新たな展開も積極的に行われてい

る。その他、岐阜多田精機㈱
１０）、第一樹脂工業㈱１１）も同様な金

型を作成しており、従来エッチング

シボを行っていた棚澤八光㈱、日本

エッチング㈱１２）もデジタルシボを

取り入れている。図３、４に３Ｄデ

ジタルシボの例を示す。後述の金型

表面高品位転写成形技術の併用も行

われている。

４．３ 金型表面高品転写成形を中心とする塗装代替え（塗装レス）加飾技術

成形条件を最適化すれば、金型表面金型表面を忠実に転写した成形品が得られる。
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図５に金型表面

高品位転写成形

技術

（ ＨＱ Ｔ High

Quality

Transfer）の概

要を示した。こ

れは充填時に金

型表面温度を高

く保ち、スキン

層の形成を遅ら

せて、金型表面

の転写性を向上

させ，外観の良

好なものを得る

技術であり、溶

融樹脂充填時に

金型の表面温度

を高く保つ手段

によって、サイ

クル加熱法、金型

表面高温法、金型

表面断熱法、特殊

金型法がある。そ

して前２者は、一

般的に「ヒート＆

クール（Ｈ＆Ｃ）」

と呼ばれている。

図６１３～１７）にＨ

＆Ｃの成形品例を

示す。塗装なしで

外観の良好なもの

が得られ、塗装品

と比較して、コス

トで３０～４０％、

ＶＯＣ排出量で３

０％程度の削減効

果があると言われ

ている。いずれの

方法も通常材料の

外観改良には

同等な効果があるが、メタリック着色品の外観改良には、オイル加熱、ヒーター加熱、電磁誘

導加熱１３）などより高温設定できる方法が効果的である。山下電気のヒーター加熱１４）は時間、

場所での温度設定の自由度が高く、変形対策にも効果がある。金型表面断熱法は、断熱層の耐

久性等から一部の使用に限定されている。

特殊金型使用法はヒート＆クール用の装置を用いずに、材料選択、金型の工夫と、加熱、流

動コントロールで外観の良好なものを得る技術で、旭電器㈱１８）、フルヤ工業㈱１９）、㈱室島精

工２０）等が開発している。Ｈ＆Ｃよりコストを抑えることができる方法であり、適用範囲の拡

大、普及を期待したい。

ＨＧＴには上記の他、エア・ガス注入法があり、金型充填直後に、エア・ガスを注入して製

加熱手段 
蒸気          
電磁誘導加熱 
      

H&C
溶融樹脂 充填過程 金型温度
 高温設定
    層 出来 前 充填完了
 金型面 忠実 成形品表面 
転写
 外観良好成形品
 表面不良   高光沢品 
 金型   100%再現    
成形品

        工程

図 金型表面高品位転写成形  
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品の意匠面側を金型に密着させ、外観を向上させる技術である。発泡成形品の外観改良は、イ

ニシャルコスト、成形コストの観点から、Ｈ＆Ｃより、カウンタープレッシャ方が有効に利用

されている。

５．意匠表現性、機能付与性に優れるフィルム加飾（フィルム貼合，転写加飾）

ＮＳＤで塗装

の課題であるＶ

ＯＣ排出問題な

どの環境問題や

コストの問題は

解決されるが、限

られた意匠表現

しかできない。塗

装レスで、意匠表

現の優れたもの

を得る技術の代

表的な方法は、加

飾フィルムをイ

ンモールドまた

はアウトモール

ドで成形品表面

に貼合または転

写させる方法である。本加飾技

術の特徴は，①意匠表現にすぐ

れている，②各種機能を付与し

易い事である。最近の主なる動

向は

１）基本フィルムとして、出

光ユニテック㈱２１）からオレフ

ィン系のフィルムが供給、新た

な展開が進んでいる。

２）意匠性の表現が多様化し、

特徴のある加飾フィルムが多

数供給されている。

また、各種機能を付与した

フィルムも多数供給されてい

る。

３）成形方法では、布施真空

のＴＯＭを中心とするＯＭＤ

（Out Mold Decoration）が

ＩＭ－Ｄにない多くの特徴があり、著しい伸びを示している。

４）今後、自動車の外板パネルへの展開も期待される。

５．１ 基本フィルム、加飾フィルム

図 7に加飾フィルムの種類と構成を示す。意匠表現としては、印刷の他，着色，真空製膜，
塗装，塗膜部分剥離、ロールシボ、超多層フィルムによる構造色、表面加工等が単独または組

合せで使用され、本物に近い木や皮調のもの、深みのあるもの、テクスチュア感（凹凸感）の

あるもの、ソフトフィール、自己治癒，バックライトで模様や文字が浮かび上がるもの等非常
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に多様化している。

図８、９に注目される代表的

なフィルムを示す。図８はオレ

フィン系フィルム２１）、金属光

沢調易成形フィルム２２）、図９

は自己治癒コートフィルム２２）、

その他のフィルム２３）～２６）であ

る。

さらに、フィルムの表面加工や、

各種添加剤、成形技術で、「表

面視覚機能」、「表面触覚機能」、

「表面保護機能」、「臭覚機能」、

「聴覚機能」、「電気・電波・光

機能」などが付与されている。

競争が激化する中、各社は高意

匠表現、機能付与のフィルムを

開発して、差別化を図っている。

図１０～１３に、フィルム加飾

以外も含めた機能性付与例を

示す。図１０はソフトフィール

等２７～２９）、図１１は撥水性・指

紋付着防止３０），３１）、７）、図１２

は電子・電波性能２７）、３２）、図

１３は音３３）、水シール等３４）

である。
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５．２ 成形方法と製品例

成形方法としては、

図１4 に示すようにイ
ン モ ー ル ド 成 形

(In-Mold Decoration）

とアウトモールド成形

(Out-Mold Decoration）

があり、それぞれに、

フィルムを製品に残す

貼合成形（Forming）と、

意匠面のみを残す転写

成形（Release）がある。

布施真空㈱３４）の

「ＴＯＭ工法

(Three Dimension

Over-lay Method）」に

代表されるＯＭＤは、

図１５に示すように、

インモールドでは困難
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なフィルムの端面巻き込み、

テクスチュア（表面凹凸）

の保持、多数個取り可能、

プラスチック以外の基材の

使用可能等の特徴があり、

さらに大型成形が容易で、

少量多品種成形にも適して

おり、採用が拡大している。

布施真空の他，浅野研究所

㈱３５）、ナビタス㈱３６）等で

も開発されている。３工法

の成形工程図の概要を

図１６に示す。フィルムの

上下の差圧を利用して賦形

する基本原理は同一である

が、それぞれに特徴があり、

自動車内装部品を中心に採

用が進み、日本からアジア、

欧米へと展開が進んでいる。

最も先行している布施真空

のＴＯＭ工法による製品例

を図１７、１８に示す。当

初、非自動車部品からスタ

ートしたが、現時点では自

動車の内装部品が中心であ

る。大きな部品のインパネ、

ドアトリムのメイン部品は、

高級車ではソフト表面加飾

品、汎用車ではシボ加工の

成形品が使用され、その周

辺にピアノブラック、メタ

リック、織物調および木目

調のＩＭ－Ｄ、ＯＭＤ部品

が使用されていることが多

い。

塗装レス外板の動向については、９．で説明する。
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６．その他の塗装レス製膜加飾技術

ハードな製膜技術としては、前項のフィルム貼合・転写成形の他、インクジェット、真空製

膜による製膜加飾がある。

６．１ 版が不要でオンデマンド印刷・製膜ができるインクジェット印刷

インクジェット印

刷は、グラビア印刷

等と比較して、版が

不要で、オンデマン

ドで印刷ができ、多

少の凹凸まで対応で

きることが特徴であ

り、インクジェット

方式、インクなどの

改良で、プラスチッ

クへの適用が進んで

いる。多少の凹凸品

は直接製膜で行われ、

それを越える凹凸品

はインクジェット製

膜したフィルム、シ

ートをＩーＭＤ、

ＯＭＤ、熱成形する

ことで行われる。図

１９に直接インクジ

ェットによる製膜例
３7）、図２０に伸びの

良いインキを用いて

インクジェット印刷

したフィルムまたは

シートからの成形品

例３8）、３9）を示す。さ

らに、東芝機械㈱／

タクボエンジニアリ

ング㈱では、図２１

に示すように、射出

成形された成形品を

その直後にインクジ

ェットするプレスサイト製膜４０）を開発している。

６．２ 膜厚によって光学用途から電磁波シールドまで利用される真空製膜

金属粒子などを活性化させて、成形品表面に付着させる真空製膜でメタリック、カラーメタ

リックの製膜が行われる。図２２４１）に示すように、製膜厚さによって構

造色を発現する光学多層膜、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、

金属膜、電磁波シールドなどとして使用される。インクジェット同様、真空製膜したフィルム

をＩＭ－Ｄ、ＯＭＤ成形した製品も実用化されている。
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７．柔らかで温かみのある手触りを付与するソフト表面加飾

最近の動向を図２３に示す。

自動車の内装，特に高級車の内装は，単に視覚による見栄えだけではなく、触覚によるソフ

ト感が求められる。住友化学㈱が開発したＳＰモールド（射出プレス成形）４２）が最も代表的

な成形方法である。宇部興産機械㈱は４３）はトグル式電動射出機で、Ｃａｖ－Ｃｈａｎｇｅ等

を推進している。また、ＡＲＴ＆ＴＥＣＨ㈱４４）が、近年、ＳＯＬＩＤＵＸを開発している。

目で見た心地よさ以外に手に触れた心地よさに対するニーズは依然として高く、わずかにソ
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フト感を感じる「ソフト

フィール加飾」が注目さ

れている。

８．着色材不要の構造色加飾

最近の動向を図２４

に示す。

構造色（structural

color）は、光の波長あ

るいはそれ以下の微細

構造による発色現象を

指す。「見る角度に応じ

て、様々な色彩が見ら

れること」、「紫外線な

どにより脱色すること

がない」などの特徴が

ある。構造色による加

飾には、前述の超多層

フィルム構造色（図９

の下段）、の他、表面微

細凹凸加工したフィル

ムによる構造色４５），薄

肉蒸着層，多層蒸着層

構造色４１）、ランダム凹凸金型設計による構造色４６）、パール顔料による構造色４７）、格子形状等

の微細加工金型の転写による構造色４８）等多くの技術が実用化されている。

９．その他の加飾

塗装、メッキ、静電気植毛、レーザー加飾、艶消し加飾、エコ材料利用加飾等があるが、こ

こでは省略する。また、メタリック調を得る各種技術も多数あり、その多くは各項目で紹介し

たが、他の技術もここでは省略する。



12

   塗装  自動車外板 動向

３．述べたように、

塗装レス加飾技術が今

後必須になると思われ、

塗装が使用されている自

動車の外板も例外でない。

自動車外板の成形方法を

表３に示す。

欧米において、フィル

ム加飾による塗装レス自

動車外板が、

２０００年代に一部実用

化され（図２５４９））、表４４９）に示す自動車外装仕様を満たすフィルも販売された。しかし、

その後広く実用化されるに至っていない。その他、図２６５０）～５２）に示すように、モールドイ

ンカラー（着色コンパウンドからの成形）、着色シートの熱成形も塗装レス自動車外板の成形技

術として実用化され、図２７５３）。５４）のフィルムラッピングも検討されている。

日本でも下記の動きがあり、加飾外

板の採用が進むことが期待される。

１）布施真空㈱が、フロントグリル

部品を制作し、他の外装部品も試作。

２）２０１５年の３次元表面加飾技

術展で、Smartの内外装部品の多く
をTOM成形で試作した部品に置き
換えた車が展示され、大きな反響

（図２8）。
３）自動車外装仕様を満たすフィ

ルムが、各社で開発・試作（省略）。

そのような中で、布施真空㈱では、

自動車外板の成形を主対象として、

TOMを発展させた
Ｎｅｏ－ＴＯＭを開発した

（図２８）。

表 塗装  自動車外板   
方法 工程 材料

基材 表面層

          予備賦形 射出

成形

一般樹脂 特殊    

     射出成形        成形 一般樹脂 他材質 特殊    

             射出成形            一般樹脂 他材質 特殊    

  原着材成形 射出成形 高光沢原着樹脂 原着樹脂

  着色    熱成形    押出 熱成形 高光沢原着樹脂 原着樹脂

  射出成形 塗装 射出成形 塗装 塗装耐熱性樹脂 塗装

 比較        成形 塗装     塗装
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そして、図２９に示すように、ダ

イハツ㈱のキャストのルーフパネ

ルにフィルム加飾が採用５５）され、

三菱化学㈱が開発したバイオ PC着
色材料デュラビオを用いた外装部

品の開発３）も進められている。また、

スリーエムジャパン㈱のラッピン

フィフム５６）も利用されている。さ

らに、図３０に示すように、柔らか

素材ＥＶがリモノなどにより試作

され５７）、ダイハツ㈱は着替えので

きる車を販売５８）している。

１０．繊維複合材料（FRTP)への加飾
炭素繊維複合熱可塑性樹脂

（ＣＦＲＴＰ）の自動車部品

への採用も検討されるように

なってきており、ＣＦＲＴＰ

等繊維複合材料に加飾する技

術も関心がもたれている。図

３１５９）～６３）にその概要を示

す。基本的には、通常の樹脂

に用いられている技術がその

まま利用されるが、独自のも

のもある。
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   日本 加飾分野  動 

加飾技術での進捗以外に、加飾分野で次のような動きがある。

１）自動車の内外装のコーディネート、高意匠化。

２）スマホカバーなどから自動車内外装にも着替えが適用されている。

３）一部品に複数の加飾技術を組み合わせ。

４）ナノインプリントへの展開。

５）萌えキャラ（萌えしょく）の採用。

さらに、

６）加飾技術専門の展示会

加工技術研究会が、コンバーティング総合展の１つとして、２０１５年に加飾技

術専門の展示会「３次元表面加飾技術展」を開催し、好評を得ている。今後も継

続して、発展していくことを期待している。

７）加飾技術研究会

９年前に設立された「加飾技術研究会」は広く普及することなく、経緯してきたが、

２０１６年に定款を大幅に改定し、小生等の新メンバーが加わって、加飾関係の

団体、個人を広く対象としてリニューアルスタートした。

これらを通じて、加飾技術がより一層普及することを期待している。

１２．日本以外での加飾動向

日本と海外での動向は、ほぼ同じであるが、欧米では、自動車外板用の Dry Paint Film を用

いた自動車外板の開発・採用実績があること、電磁波誘導加熱やレーザー加熱による H&Cが
積極的に検討されていること、インモールドリアクティングの検討が行われていること、２つ

以上の加飾技術の組合せ、他の成形技術（発泡成形やガスインジェクション等）との組合わせ

展開が盛んに行われていること、金属フォイルの貼合加飾が採用されている等で違いも見られ

る。

１３．プラスチックの加飾技術の今後の展望

（１）自動車，家電製品，日用品などにおいて、今や若い世代を中心に、製品表面の見栄えは

購入を判断する重要な要素になっており、加飾は今後もますます発展すると考えられる。

ただ、加飾は一般的には、コストアップになり、「見栄え」は世代、性別、個性で非常に多

様化している。従って、コストパーフォーマンス、きめ細かなニーズ把握が必要で、機能

付与もされる加飾技術がより注目されると考えられる。

（２）ＶＯＣ問題、コスト対策として、塗装レス・メッキレスの要望が高く、「ＮＳＤ（Non Skin

Decoration）」はこの要望を満たす加飾技術として注目され、利用が拡大していくと予想さ

れる。

（３）「フィルム貼合・転写加飾」は意匠表現性、機能付与性に優れた加飾技術であり、意匠性

の高い塗装レス・メッキレス加飾技術として今後も加飾の中心技術として利用が拡大して

いくと予想される。しかし、コストに見合うより装飾性の高い技術への改良が必要である。

各種対応性にすぐれるオーバーレイ成形が拡大すると予想される。

（４）版が不要でオンデマンド印刷、製膜ができるインクジェット印刷がさらに普及していく

と予想される。形状対応性を向上させたダイレクトインクジェット技術の開発も進むと思

われる。

（５）目で見た心地よさと同時に手で触った心地よさが求められており、ソフトフィール加飾

がさらに普及すると思われる。さらに、臭覚、聴覚機能を付与した加飾も進展していくと

期待される。

（６）環境に優しい素材の利用、環境に好まし状態で行える加飾が普及していくと思われる。

将来的には、基材も表面層も非石油系の素材、さらには非石油系オレフィン素材を使った

加飾が期待される。
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（７）内外装のコーディネート、着せ替え、塗装レス自動車外装、繊維複合材料の加飾などの

展開もさらに進んでいくと思われる。

１4．プラスチック加飾技術の書籍、文献

２００８年頃からプラスチック加飾技術全般を扱う主要な書籍、文献はが多く出され、筆

者も多くの執筆を手掛けた。それらの中から代表的なもののみを紹介する。

（１）書籍

１）プラスチックへの加飾技術全集

技術情報協会発刊（2008/7/31 第１判） （多数の執筆者）

２）プラスチック加飾技術の最新動向

シーエムシー出版発行（2010/6/10 第１判）（多数の執筆者、監修：桝井捷平）

３）プラスチック加飾技術の最近の技術動向と今後の展開

情報機構発刊（2012/6/20 第１版） （著者：桝井捷平）

５）「新製品開発における高級感・上質感・本物感の付与技術」

技術情報協会発刊（2012 年 8 月末） （多数の執筆者）

６）プラスチック加飾技術の基礎と最近の動向

PIDC（台湾）発刊（2013/8 日本語 発刊、中国語 発刊未定）

日本でも、日本語版発売中 （著者：桝井捷平）

図：１１０、表３８、参考文献：１３５（ＣＤ内にカラーの図９９枚収納）

７）「五感で捉える自動車内装、室内空間の快適化技術大全」の第２章第２節 （６）

ｻｲｴﾝｽ＆テクノロジー 発刊（2013/10 ） （多数の執筆者）

８）「コンバーティングのすべて」

加工技術研究会（2014/3）（多数の執筆者）

９）「加飾・塗装代替技術の最新開発動向～加飾フィルム・自動車用途を中心とした意匠

性向上～」

And Tech 発刊（2015/5） （多数の執筆者）

（２）文献

１）プラスチック加飾技術の動向（特集 プラスチックの加飾技術）

桝井捷平，科学と工業 84，5，10 (2010)

２）表面加飾技術の現状と可能性

桝井捷平，コンバーテック 38，6，62 (2010)

３）プラスチック加飾フィルムの要求特性と最新動向

桝井捷平,ポリファイル,48,569，P30-36 (2011.7）大成社

４）二次加飾技術の最近の動向

桝井捷平,プラスチックエージ,58，P38-44 (2012.3）

５）プラスチック加飾技術の最新動向

桝井捷平,プラスチックス,2013.5.，P1-8 (2013.3）

６）最新インモールド加飾と金型技術

桝井捷平，金型，No155，P45-49 (2014.1)

７）表面加飾技術の最新動向

桝井捷平，包装技術 2014 10 月号

８）プラスチック加飾技術の展開はどこまで進んだか

桝井捷平，プラスチックスエージ 2015/1 月号

９）加飾技術の最新動向 （塗装レス加飾技術）

桝井捷平,プラスチックス 66,5,1-7( 2015/5 月号)

10）プラスチック表面加飾技術と化粧容器への応用

桝井捷平,FRAGRANCE JOURNAL 2015/6 月号

11）加飾技術の最新動向

桝井捷平，プラスチックス 2016/5 月号

12)ＣＦＲＴＰの成形加工と加飾技術
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桝井捷平，プラスチックス 2016/7 月号

13) プラスチック表面加飾技術 （１３回の連載）

桝井捷平，コンバーテック 43，8，49 (2015)～

14) Decoration Technology （上記 13)の英訳の連載）

Shohei Masui，Convertech e-Print Vo6，No2，100（2015)～
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