
 

 

1. はじめに 

インモールド成形とは、ベースフィルムに印刷、または蒸着の図柄を施し、金型内に挿入をし、射

出成形の熱と圧力により、図柄がベースフィルムより剥がれ、成形品に金型内で転写する工法を指す。

したがって、金型から取り出した時点で、加飾された製品が出来上がっている。 

インモールド（金型内絵付け転写）についての歴史は 20 数年以前に化粧品の加飾において開発され

た技術と理解している。以後、化粧品のみならず、家電、通信、雑貨等、広く採用される成形方法に

発展してきた。近年の携帯の普及にも大きく貢献をし、表示ウィンドウには欠かせない技術に成長し

た。 

一般的には、金型内絵付け転写をさすが、インク、蒸着による加飾以外に、機能、物性等の付与方

法として、UV コート層、導電性皮膜等をベースフィルムによって金型内に搬送して同時成形を行うこ

とにより、射出成形品が後加工レスとなる製法である。絵付け転写のみならず、箔インサート、金属

品のインサート等、異材質材料との同時成形の分野も広くインモールド製法と当社は理解している。 

特に顕著な例を紹介すると、非接触 IC カードの成形法で、カードの表裏を加飾し、0.84mm 肉厚の

PBT の中に、IC チップ、回路（アンテナ）を内蔵した成形品の生産可能な金型も弊社で生産した。16

枚取り、40 秒サイクルで生産可能である。又、最近注目をされている IC タグの生産に非常に有利な

工法である。 

 

2. 弊社の取り組み 

弊社、ハイテック和泉は、プラスチック金型専業メーカーとして社歴は 34 年に至る。インモールド

との出会いは、先に述べた化粧品のインモールド製品が登場した直後、あるお客様から、インモール

ド金型の開発を依頼されたことから始まる。当初は、金型技術のみならず、転写箔の品質や、成形技

術も含め、未完成の中で試行錯誤を繰り返した。単なる射出成形と金型のマッチングでも多様な技術

が必要であるにも関らず、未完成な転写箔のファクターが入ると、解析困難なトラブルや原因不明の

品質上の問題も多発した。当初、早々にインモールド成形を採用されたお客様には、大変なご苦労と

ご迷惑を掛けたことと思われる。後に、インモールドの普及に当たって、早期に採用されたお客様の

悪評が、普及過程で大きな障害になった記憶もある。 

その後、20 余年弊社も数百面のインモールド金型を生産し、多くの技術的蓄積の中で、弊社の売り

上げの 25％を占め、昨年より成形設備も導入し、成形生産にも踏み出した。 

 

3. 射出成形の限界 

当初、弊社にリスクの多いインモールド金型の開発を依頼された時点で、常々考えていた射出成形

の限界の意識がなければお断りをしていたと思う。射出成形の限界とは、射出成形はどこまで行って

も一色一材料の限界を克服できないと言うことである。二色成形の分野もあるが可塑性樹脂に限られ

るし高価な設備と金型が必要になる。インサート成形もインサートの挿入や位置精度、生産性に問題

   

   
   

 



が存在する。 

インモールド技術の展開、発展により、樹脂は言うに及ばず、複数の異材質と同時成形を可能にし、

成形での完成度を上げ、付加価値を創造したい。 

 

4. 成形品の加飾技術の限界 

成形品の従来の加飾の工法は、塗装、シルク印刷、ホットスタンプ、パット印刷、樹脂メッキ、カ

ールフィット工法（水転写）等の工法があるが、これらの工法では限界がある。 

例えば、三次元形状の意匠面への多色の場合、連続性のある図柄の印刷、成形品の表裏の同時加飾、

多色による極端な位置決め精度の要望に対応し切れていない。又、近年において中国、台湾、韓国等

の追い上げの中で、従来工法の合理化だけでは到底限界をクリアーできず、あらゆる工法を駆使し付

加価値を増大させる努力が必要と思われる。 

 

5. 経済性と後加工レス 

弊社の目標とする最大のテーマは、射出成形後の後加工レスである。 

インモールド成形は金型から取り出した時点で完成品（完成部品）であることが最大の利点である。

先に述べた、従来工法は全て後加工である。工程毎のコスト以前に、成形品の取り出し後の梱包、管

理、物流、各工程の歩留まり、検査等、多大な間接コストが発生する。インモールド工法は、上記間
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接コストの低減に最も有利性を発揮する工法である。 

以下、従来工法とインモールドの難点、有利性を比較してみる。 

①塗装：塗装は三次元形状には問題はないが、多色の場合、マスキングを必要とするし、連続性の図

柄、模様には適していない。又、塗装、乾燥後に文字やマークをパット印刷等の三次加工で行ってい

る例も多々あるが、インモールドでは、射出成形にて全て解決可能である。 

②シルク印刷：シルク印刷は比較的平面に近い状況の制約があるし、多色の場合は工程を重ねなけれ

ばならない。 

③ホットスタンプ（熱転写）：最もインモールドに近い工法ではあるが、インモールドと決定的に異

なるのは、三次元曲面には適さない、不可能である。 

④パット印刷：三次元曲面の印刷の為の工法ではあるが、広い面積には、濃淡が発生し適さない。多

色の場合はシルク印刷と同様に多工程が必要になる。 

⑤樹脂メッキ：メッキに関しては、まず、環境の問題と新たに設備をするには法的な制約があり困難

である。廃液の処理には非常なコストが発生しているのも現状である。また、インク色と混在する加

飾に関しては絶対的にインモールドが優位である。ただ、インモールド工法はベースフィルムを金型

に添わせることが必要であり、余り深い形状には対応できないことから、深いものに関してはメッキ

の優位性も存在する。 

⑥カールフィット：水転写工法も熱転写に比べ、比較的三次元に添いやすい工法ではあるが、後加工

には違いがない。韓国、台湾では結構採用例は聞くが、国内では余り多用されていないように思われ

る。 

 

6. インモールド箔 

一般的なインモールド箔のベースフィルムは、38μm、50μm 程度の PET フィルムを使用する。 

印刷はグラビア印刷、シルク印刷で印刷するが、金属光沢に付いては別工程で蒸着加工を行う。最

近、金属光沢のインキも開発されているが、蒸着にはまだ及ばないのが現状である。蒸着は一般的に

はアルミ蒸着が主流である。 

インモールドの優位性から多色の図柄が多いためグラビア印刷が主流であり、8～12 色のグラ

ビア印刷機で生産している。印刷工程に関し、8～12 色を印刷する為、ベースフィルムに一定の

テンションが掛かる。位置決め精度を保持する為に、延伸箔を使用するが、成形の際、金型に添

いやすくするためには、出来るだけ伸びの良い箔が有利である為、相反する条件である。また、

インキは比較的伸びに追随するが、蒸着の場合はインキ程追随しない為に、発火や色むらの原因

印刷層(ベースフィルム)以外 

合計 5～15μm 程度 

図 転写箔の基本的な構成 



になる。箔、インキ、蒸着の状況と製品形状の状況によりインモールドが可能かどうかの判定が

非常に重要な要素となる。 

インモールド箔の価格は数量に大きく影響を受け、通常 PET の原反は 600mm×1000m であるが 携帯

のウィンドウだと 5～10 万の個数になる。1000m、2000m の印刷時間の差異は殆どといってなく、その

後、乾燥、スリッターの工程を経て完成する。1000m を基準に倍の個数になっても単価は倍にならず、

従って、個数が半分になると単価は 2 倍なるのが現状である。従って、少ロットの商品では箔が割高

になるのが難点である。 

箔の寿命に付いては、成形品になってしまうと全く問題はないが、箔の状況であるとメーカー保証

では 6 ヶ月が一般である。保管状況によっても差異があるが、私どもの経験では、一年程度は問題な

い事例は結構ある。 

印刷の位置精度も、メーカー保証は±0.2 程度を要求するが、転写精度も含め、携帯ウィンドウで

は、±0.2 程度が現状と思われる。また、図柄印刷時に箔の両サイドにトンボマークの印刷を同時に

行い、箔送り装置のセンサーで検知し射出前に固定する。現在、箔送り装置は縦方向一箇所、横方向

二箇所で箔の位置検知、補正、位置決めを行っている。 

 

7. インモールドの市場 

現在のインモールドの市場は、携帯、家電、化粧品が多用しているが、開発から 20 数年に至る割に

は周知されていない実情もある。 

最近では、パチンコ業界での需要が増大し、弊社でも、成形、金型とも受注が増大傾向にある。セ

ットメーカーでのデザイン、設計からスタートしなければならない工法のため、我々が提案すること

により需要の拡大を図る余地は十二分にあると思う。 

インモールド箔の生産は国内が主流で、国内では数社が存在しているが、海外ではドイツの一社の

みであった。最近、台湾、香港でも現地企業が生産を始めた模様であるが、技術面では大きな差があ

る模様である。 

中国においては、今後成長する兆しがあり、インモールド専用成形機を数十台設備している中国企

業も出現しているが、殆ど日本国内メーカーの箔と日本製の金型を使用している模様である。 

製品の供給状況は、箔が重要な要素である為、箔メーカーが成形品、金型込みの受注を行っている

場合が多いが、成形企業が受注をし、箔と金型を、箔、金型メーカーから調達をし、メーカーに製品

供給を行っている場合も結構存在している。 

 

8. 高付加価値成形 

上記にわたり、インモールド成形を取り巻く、状況を説明したが、高付加価値成形に結びつけるか

の本題である。 

現状は、インモールド成形の技術と設備を整えても稼働率を上げる為にはかなりの営業が実績を上

げなければならないし、上記の専門的知識の中で営業活動をしなければならない。過去に多くの成形

メーカーが設備を行っているが順調に稼動し設備の増設を行っている企業と、当初の目論見どおりに

推移していない企業が存在する。 

増強増設を行っている企業は、ひとえに営業力、メーカーに対しての提案力が勝っているように推

察する。 

また、インモールド製品の供給企業が少ないために、一社購買を余儀なくされているメーカーもあ

る。インモールド製品は言うまでもなく外観商品である為に品質の要求が厳しいが、特殊性から、あ

る一定の付加価値や不良率も認められている。 

一旦不良を発生させると、工賃、材料代以外に、高価な箔代まで負担しなければならなくなり、大



変な損失に繋がるが、その反面では、品質さえ完全な物を生産すると、認められた不良率が利益に変

わってしまう。 
弊社の現状は、許容された不良率の 1/5 程度に収まっており非常に付加価値の高い成形を現状でも

行っている。 

前にも述べたように、後加工による、間接コストの削減と、直接コストの比較の中で、トータルコ

ストの削減が可能になり、付加価値成形に繋がる市場はかなり存在している。周囲の製品の見直し、

メーカーへの提案が可能になれば市場の拡大は容易である。 

ここで高付加価値の例をあげると、 

①携帯ウィンドウ 

従来携帯のウィンドウは、裏面にシルク印刷を行い、表面高度を上げる為に、印刷後クリアー塗装

を施していた。台湾企業ではごく最近まで、成形後、後加工ラインを作り、ゲート仕上げ、シルク印

刷、ハードコートのディッピング（どぶ付け）、乾燥と 2 個取りの成形に、20 名近くを配し、生産を

行っていた。 

その頃、国内では、表面のみではあるが、ハードコート（3H 程度）も同時にインモールドが可能に

なり、その後、表面ハードコート、裏面印刷のニーズに対して、ハードコートのみをインモールドし

裏面をシルク印刷の過程を経て、現在は裏面図柄、表面ハードコートの両面インモールドが可能にな

った。 

弊社も両面インモールドの金型を生産した実績がある。 

②エラストマーのインモールド 

エラストマーに対する塗装は従来存在したが、インクの変色の問題が発生し、最近ではエラス

トマーのインモールド加飾も採用され始めた。携帯でも、弊社は何面かを生産している。 
インキの密着性は、塗装と同等かそれ以上の密着性も確保されている。 

③金属感 

インモールドに対しての金属感のニーズが高まり、環境の面以外でも、多様性が増大している。

携帯の側板飾りにおいて、従来メッキ品を使用していたが、裏面のメッキ層が電波に弊害を起こ

す為、わざわざマスキングをして、メッキ加工をしていたが、インモールド法を採用したことに

より、メッキ、マスキングの排除が可能になった。 
④回転すし すし皿 

弊社で製作した金型で、回転すしのすし皿がある。皿の表面はインモールドで多彩な装飾が施され

ており、箔を交換することにより、幾通りもの製品が成形できる。当然、食品衛生法をクリアーした

物性は確保されている。皿の裏面には、回路（アンテナ）と IC チップがインサートされ、同時成形さ

れている。 

この回路とチップは、 

A. すしねたの在庫管理を行っている 

B. タイマーと連動し、ある一定の時間を経た商品は自動的に廃棄される 

C. 皿によって価格が異なっても、何十枚積み重ねても、店員がリーダーを近づけると、一発精

算が可能である 

という、まさに絵に描いたような高機能、高付加価値商品である。 

⑤非接触 IC カード 

接触式 IC カードはリーダーと直結情報交換を行うが、非接触 IC カードになると、文字通り空間の

中で情報交換を行わねばならない。その為には、IC チップとボンディングされたアンテナが必要にな

る。従来の工法は多様ではあるが、樹脂板にポケット加工を行い、チップを挿入し表裏をシートでラ

ミネートしていた。弊社の金型では、射出成形で行われ、成形後完成品として取り出せる。PBT の 0.84mm



肉厚の中で、反り、ひけ、色むらも全て解決をし、肉厚差は 16 枚で±0.015 を許容している。 

最近、IC タグと共に、NTT、JR 東日本(スイカ)、JR 西日本（イコカ）にて普及し始めている。今後、

非接触 IC カード、IC タグの普及は目覚しい市場を形成すると推測される。 

以上、まだまだ事例はあるが、 

Ⅰ 従来型のものづくりに於いて、複合成形により工程数の削減を図ることにより、付加価値を

高める。 

Ⅱ 射出成形後の後加工を徹底的に排除する。 

Ⅲ 複合技術の研究、開発に取り組み、他社との差別化を図りつつ、ものづくりの提案を積極的

に行うこと 

により、高付加価値成形は可能と考える。 

 

9. インモールドの加飾以外の機能性 

インモールドの加飾以外の機能としては、先に述べた、メッキ調、UV ハードコートを含む物性面で

のコーティング、電導性インキ使用の様々な用途（回路、アンテナ）、ホログラム、IC チップとの同

時成形、等々多岐にわたるが、弊社で検討中の事例を紹介する。 

①PTC（面状発熱体）のインモールド：PTC インキの特性は、交流、直流可能な発熱体であり、交流、

直流、電圧を確定すると電源の遮断の必要なく、ある一定温度を保ち続ける機能を有している。従来、

フィルムに回路（導電性インク）と PTC を印刷し、壁暖、床暖に使用されている。 

弊社ではこのインキをインモールド用に改良し、インモールドが可能な PTC 成形品の試作に成功し

た。成形品に電源（乾電池も可）を入れると、ある部分か全面が目標の温度に保持可能である。 

現在、用途開発中で、既にメーカーと秘密保持契約を結び、商品の試作をしている。ごみ処理機、

曇り止め、熱帯魚の水槽、座布団、シートと多様な用途が創造可能である。 

②成形品の一体回路と磁気シールド：導電性のあるインクまたは材料とインモールドによる一体成形

が可能な工法の開発であるが、アルミ、銅の蒸着箔は肉厚が薄く、インモールドしたときの断線や抵

抗値に不安が残る。といって、蒸着後に銅メッキをすると、コスト的に高価な工法になる。 

現在、フィルムに銅箔をラミネートし、ハーフカットで回路を残し、インモールド成形を模索中で

ある。銅と樹脂の接着剤の開発等、ハードルは高いが、基盤レスが可能になればと考える。また、導

電性の皮膜等のインモールドで磁気シールドの用途での引き合いもある。 

③インモールド成形を利用した二色成形：二色成形の分野において、高価な金型と設備及び設備の稼

働率を考えるとき、通常成形機で一次製品をインサートし二色成形品を制作する方法は存在するが、

微細なものや、エラストマー等、軟弱な一次側の成形には困難である。 

一次側成形の際にキャリヤフィルムと同時成形をし、一次成形品をフィルムごと二次成形に搬送す

る。二次成形で一次品を手渡し、インサートの自動成形を研究している。 

④箔インサート：インモールドは箔上に印刷された図柄等を成形時に成形品に転写する工法であるが、

箔を同時成形する箔インサートの分野がある。 

箔インサートの場合は、箔の事前成形とトリミングの後、金型に挿入し成形を行うのが一般的な工

程であるが、 

 A. 予備成形用の金型が必要であり、時には射出成形型より高価な場合がある。 

 B. 予備成形された箔を射出成形金型に挿入する際、箔が軟弱なため、人手に頼る場合が多く自

動化が困難である。 

 C. 挿入が容易なように多少のクリアランスを儲ける為に位置のばらつきが多い。 

 D. パーティングラインが完全に合わない為、パーティングラインで生地が見える。 

弊社では、ロール状のインサート箔を自動挿入し、射出成形金型で予備成形をした後、即射出成形



できる方法を研究中である。トリミングについては、成形後に行うことで、上記の課題をかなり克服

できると考えている。 

⑤IVOND 法：IVOND 法とは、銅箔をホットスタンプにより、成形品に転写する方法である。IVOND 成形

後の後加工にはなるが、特殊な銅箔（18～100μm）を使用し、成形品に回路形成が可能である。 

竪型成形機のターンテーブルを用いると、成形後下型を回転させ、一型の成形と同時に二型にホッ

トスタンプが可能である。詳しくは弊社のホームページに掲載している。 

 

10. インモールド成形の設備と金型 

インモールド成形は通常では、100～200 トンクラスが主流である。成形機は通常の成形機で何ら問

題はなく、箔送り装置を取り付けるだけで成形可能である。 

箔送り装置は、世界的に見ても、国内二社のみが生産している（他に二社ほど存在はするが、殆ど

普及していない）。オプションにも寄るが、350～500 万で設備可能である。箔送り装置は、可動側に

取り付けるために、外観面（意匠面）は通常成形とは異なり、可動側になる。従って押し出し機構は

固定側になり、型開き時にエジェクター引っ張りボルト等で押し出しを行う。中には、成形機を改造

し、固定側に油圧、エアー等で押し出し機能を追加されている場合もある。 

金型の場合も当然として可動、固定が

逆転しておりゲートも外観面の裏面にな

る。特殊な機能としては、箔と金型面の

空気をスムーズに排除する為に真空回路

の設置が施されていたり、箔の位置決め

後の箔クランプ機構があったりする。 

箔の位置決めセンサーは通常は金型外

にあるが、高い位置決め精度が要求され

る場合は、金型内にセンサーを儲ける場

合がある。 

難点は、エジェクター機構が固定側に

あるため、一次または二次スプールが長

くなり、材料の歩留まりに問題があるが、

ホットランナーの使用である程度は解決

できる。 
成形は通常成形と極端には変わらないが、樹脂の注入により箔を金型に添わせるための最適な条件

や、可動側が箔を通しての熱交換の為、配慮が必要である。 
サイクルは通常成形の 10％位増と理解して頂いてよい。 

箔と金型との空気の排除と、樹脂流入の際の空気、ガスの処理は完璧に行う必要があり、図柄の密

着不良の原因にもなりかねない。 

（2004.7.8 (社)西日本プラスチック製品工業協会での講演内容） 

お問い合わせ先（株式会社ハイテック和泉  代表取締役 山本 和洋氏 

〒597-0081  大阪府貝塚市麻生中 88-1 

電話番号: 0724-47-1281  FAX 番号: 0724-47-1685 

メールアドレス: kansha@hi-tec.co.jp、URL: http://www.hi-tec.co.jp） 

写真 箔送り装置及びインモールド成形機 


