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100名 を超える方 々が 特別セッション「加飾技術」に参加され ま

会長挨 拶 第 1四 半期を振 り返 つて
(会 長

した ある講演者 は ,加 飾技術は (ニ セモノを作る)コ ストダウン

秋元英郎口
秋元技術士事務所) の技術ではなく,品 格を高めて,高 く売るための技術であると強
調しておられたことに感銘を受けました

(セ ッション報告は別 の

4〜 6月 には ,定 期総会 ,日 刊 工 業新聞社 セミナー (共 同開催 欄をご参照ください)
大阪),プ ラスチック成形加 工学会年次大会 (協 賛 東京 )が あり これ らの企画行事で感じることは,多 くの方々が加飾技術に強
ました

い関心を持つていることです その 一方で,加 飾技術 の最新 情報

.

日刊 工 業新聞社 セミナー は 30名 以上の 参加者が ありました

に触れる機会に飢えている様子も感じられます

.

加飾技術研究会は今後も価値ある企画行事を計画していきま

遠くは山口県から参加していただきました
プラスチック成形加工学会年次大会 は参加者約900名 のうち

す できるだけ多くの方のご参加をお待ちしております

,

加飾技術研究会報告 2012価 値創造 カロ
飾 の トレンド

苦しい選択 になります

.

加飾技術研究会では ,『 加飾』をキーワードとして,イ ノベーショ

(加 飾技術研究会)

ンによるコストダウンを考えます

.

加飾技術研究会報告 2012価 値創造 カロ
飾 の トレンド"を ご
近年,加 飾が注 目されています その大きな理由の一つとして
あらゆる製品において急速なコモデティ化が進行し,従 来の観 希望 の 方は ,弊 会までご請求ください
,

『機能』などによる差別化戦略が働きにくくなつている
点であつた
ことが挙げられるでしょう コモデティ化した状況で,差 別化軸の

2012

加飾技術研究会報告

加鍬朴レンド

価値鋼造

一つとして,『 加飾』
を再設定することが試みられています
弊会では,製 品戦略から商品戦略を考察し,需 要と供給・デマ

れ飾 載 街 ろ
1先 茶ぽィ
器識

ンドとサプライの観点を整理して,加 飾を評価軸として捉え直し
ています.『 加飾』の観点から,差別化戦略を構築して,付加価値
の創造を提案しています
多くの製造業では,ビ ジネス戦略・マーケティング戦略としての
コストダウンと,市 場競争からのプライスダウンを混同している
のではないでしょうか コストダウンによる競争力強化は,全 て
の企業にとって常に努力する課題でしょう しかし,そ のコストダ
ウンは,ビ ジネス構造の倉1造 によるもの,す なわち,イ ノベーシ

…

ョンによるものであることが求められるでしょう 従来と同じ構造
でプライスダウンの競争を行うことは,企 業にとつて避けるべき

…

薔

―

外
―

―

セッションオーガナイザーリーダーとしてセッション構成につい

セッション報告「加飾技術」

て工夫した点は,基調講演を多く(5件 )配 置して参加者にお得感

(秋 元英郎・秋元技術士事務所)

を持つてもらうとともに,最 終製品を売る大手企業側から見た製
が発信するユニーク技術
品品格設計 (2件 )と「元気な中小企業」

今回の年次大会におけるテーマは「成形加工」の更なる領域拡 (3件 )を 配置した
大と未来技術の創造であり,特別セッション「加飾技術」は領域拡
大を目論んだセッションである
.

レLG電 子の Mhn氏 と日産自動車の久保氏の講演は立ち見が出
るほどの人気であつた Minn氏 は LG電 ￢躙製品品格研究所長
′｀
オ輸f'1̀

.:・

￨ :ヽ

という立場であり,製 品品格に関係する要素として高感性素材

,

鏡塗装の位置づけから解説された 銀鏡塗装は理科の実験でお

高品位金型及び成形,二次加工について具体的例を示して説明 なじみの銀鏡反応を利用してはいるが,は るかに簡単に反応が
してくれた.ま た,製 品品格研究所の機能は商品企画/デ ザイ 起き,塗装表面が反射面となる優れた塗装であるとのこと(通 常
ンから量産まで一貫して担当するとともに,オ ープンイノベーショ の銀鏡反応はガラス面を通して見ると反射する)銀 鏡塗装の用
ン手法を徹底的に活用している

途は寺社仏閣,二輪車外装,屋外看板等に採用されている

>日 産 自動車躙の久保氏はデザイナーの立場から自らデザイン

ト
lal棚 澤八光社 の 曽我部氏の発表では ,プ ラスチック成形金型

された例を示しながら,デ ザインの考え方を示された.加 飾と操 のシボ加工技術の歴史から始まり,エ ッチング技術の高度化の
作系を分離することでデザインが進化しているという また,工 流れをわ かりやすく解説された.ま た,シ ボ加工の 目的も単なる
ルメス型とプラダ型という考え方で,安価な素材でも付加価値が 装飾だけではなく,機能付与 (例 :無 反射)が 可能になつている。
高められることを説明された 日本車らしさを演出するために日 シボ加工の工法についても,エ ッチング以外にセラミックスのシ
本らしい素材感 (例 :和 紙調)を 用いることもある 新しい加飾の ボシートを貼りつける工法ができており,樹脂温度
流れとしては,光 の演出,透明プラスチックの活用,ホ ワイト加飾,は 数十万ショットの耐久性を持つとのことである
ピアノブラックがある

250° C以 下で

一般講演 (5件 )は めっきに関する発表,銀 鏡面の化学反応に
「元気な中小企業」からは,布施真空lali

lal表 面化工研究所,

lal棚 澤八光社からの基調講演があつた

よる発色に関する発表,メ タリック材の光輝材分布に関する発表
透明シートヘ のシボ転写による光拡散に関する発表があり,い

,

ずれも興味深いものであった
レ布施真空lal三 浦氏は,次 世代真空成型技術を応用した二次元
加飾技術 (TOM工 法)に ついて解説された.丁 OM工 法は加飾す

「射出成形」
一般セッション
の C‑210で もX tt CTに よるメタリッ
る相手の素材や形状の制約が少ない技術であり,シ ート員
占合と クフレークの配向挙動解析に関する講演,特 別セッション「元気
転写のバ リエーションがある.実 際に楽器,車両の内装に多く使 な中小企業」の H‑207で もメタリック成形に関する発表があり,メ
用されており,車 両の外装にも採用がはじまつている.ま た,三 タリック材の成形への関心の高さを感じた
浦氏はコストダウンー辺倒に流れる日本企業に警鐘を鳴らし,品
格を高め高く売ることを考えるべきと述べて締めくくった。
加飾技術では,言葉やスライドでの説明だけでは理解できない
.

事が 多く,実 物を見て触れて感じてもらいたい 来年以降では
レ
l■l表 面化工研究所の橋本氏はメタライジング技術における銀 サンプル展示ができるよう
な方法を提案したい

,

.

他のプログラムを概観すると,イ ンモールド装飾形成が 多いよ

Innovative Surface DecoraJon Forum幸 風告

うに思います 表面の立体形状形成や,加 速フィルム技術の説

代表理事 平野輝美 明などがありました

.

講演を聴く方々は,興味をもつて参加されていました 参加費も
弊会代表理事 平野 は ,加 飾技術セミナ/hnOvaJve Surface かなりの高額のようですが ,業務に直結する内容でもあり,熱 心

DecomJon Forum(主 催

4ご m)で

でした

講演を行いました

.

.

本フォーラムの 協賛メディアである,China ln Moldの 」oan

Sunさ んからご招待 の連絡を頂 いたのが ,2月 ころでした

2θ 72

ど 卜講演内容

のようなフォー ラムであるか 詳細 が不 明だつたので,少 々 心西己 私 どもにお時間を頂
でしたが,お 受けいたしました

きましたには ,最 初 の

.

実際 に参加して,お 話をさせて頂きましたところ,か なりしつか

90分 でした 内容とし

オ 百求 笏 ガ新質本 な看

りと運営しているように思います .弊 会の会員であります布施真 ては,加 飾技術 の 変化
空様も協賛されています

と,今 後 の トレンドにつ

開催の情報を示します

いて ,弊 会の議論を踏

CAIDA Pbza Hotd)

競争 か ら脱却 して ,高

>プ ログラム

付加価値 ,そ して高価

講演でお話をさせて頂きました

.

■
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外

か

当日酉己
布された冊子の表紙と,プ ログラムを示します 最初の な製 品 の た め の 加飾
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加飾技術セミナ/hnOvat市 e surface Decoration Forum
まえてお話させ て頂き
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興味を持つて頂 いたもの は ,銀 鏡塗装 が大きかったようで
す その 真意 は ,メ ッキ代替にあるようです 議論 の 中で

,
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本 フォー ラムの 会場において,弊 会会員の皆様の資料を
お配りいたしました.ま た,弊 会の レターもお配りいたしまし
た
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卜次回

2012年 秋 にも開催されるようです .銀 鏡塗装 について興
味を頂 いたようですか ら,加 飾技術研究会としてもさらに継
続的にご紹介しても良いと思います

1 Corfee Brenk

1130‑12 00

れません 大きく期待しております

C,MF!o(l stral Des 9n De‖

:Dr Ke Hong.sh31,ghal POly子 ,ler R&D Centcr.Baycrヽ iatorialScie∩ ce

1 D rect Coコ

絡先を一覧として提示させて頂 いております 今後,中 国に
おけるご興味によっては ,ご 連絡などへ と発展するかもし

〔
i P

ayers for n(ltバ

t「

ソ

General Llanagcr TcchnOvalon

ぜひ ,会 員の皆様,そ れ ぞれ の技術や製品などをご紹介
しましょう よろしくお願いいたします
ご担 当頂きました」oanさ んとは継続的に連絡を取らせて
頂きます

ct D 5p ay

・ おまけ
上海訪間でしたので,磁 気浮 上列車に乗りまし
た 速度表示部分を図2に ご紹介します

430k

m/hで すね .確 かに,か なり早く感じます .但 し
,

誠虚

この 速 度 を出 してい る時 間 です が 1分 間 くら
要 は ,加 速 して,最 高
口"と 言うような感じでし

図l hnOva」 ve Surface Decoration Forumの 様子

た

もう一 つ ,講 演 を

技術についてお話しました

行 つた 日の 夕 ご 飯

中国の現状からすると,ち ょつとご理解頂くのは難しかつたかも
しれません

は ,一 人でとつたの

.

ですが ,言 葉 が 通じ

また,高付加価値技術として,金 属調表現 :銀 鏡塗装,オ ンデマ
ンド画像形成,丁 OM工 法などについてご説明しました
会場の様子を図1に 示します こんな感じで,ゆ ったりとしたも
のです
>質 疑について

.

ませ ん ちょつとホ
テ ル の 外 に 出てみ
図2磁 気浮上列車の速度表示

ましたが ,レ ストラン
に入る度胸はありま

せんでした 這 々の 態でホテルに戻つて,ホテル 内のチヤイナ レ

ストランに入りました.か なり大きなホテルの 中なのですが ,英
講演の後に,概ね 25分位の質疑がありました 早めに終了し
語 が 通じません ウェイター 1人 だけしゃべ れるようで,そ れ 以
て,10時 20分 〜質疑を受けたのですが,結 局10時 50分 位ま
外は ×でした しか し,中 国料理の場合 ,1人 ではどのように食
で議論になりました
べ るのでしょう 中国の方に聞きたく思いました

5月 29日 に,日

第 8回 加飾技術研究会の ご案内
来る8月 28日 (予 定)に 第8回 研究会を開催いたします.立

刊 工 業新聞社 と

体加飾にかかわる企業の方をお招きして,お 話を頂く予定で

共催で,素 材 に価

す ぜひ,ご 参加ください
第4回 定時総会報告

値を 1加 飾 セミナ
を開催 いたしまし

5月 22日 に第4回 定時総会を開催いたしました 昨年度の

た 今回は ,大 阪

報告と,本年度の実施計画をご承認頂きました.本年度は,計
画に示しますように研究会を開催いたします 皆様ご参加くだ

開催 で,西 日本の
皆 様 に ご案 内 い

さい

たしました.38社 のご参加を頂き,活 発な議論を頂きました

第5回 加飾技術研究会報告

第7回 研究会

5月 22日 の 定時総会の後,継続 して第5回 研究会を開催いた

6月 12日 ‑13日 に,プラスチック成形加 工学会にて,弊 会の秋

三浦社長の講演
しました 会員の皆様のご参加を頂き,加 飾技術に関する活発な 元会長 ,橋 本理事 ,会 員であります布施真空 口
議論を行いました 会員同士のお話なので,か なり密な議論に が ありました 本講演は ,年 次大会における特別セッションとして
「加飾技術」が 設定され ,こ れ に参加することで講演を行 いまし
なりました
,

た

.

第6回 研究会 (素 材に価値を !加 飾セミナ :日 刊工業新聞/加 飾
技術研究会共催)

街中のちょつとした公園で,ダ ンスパーティ(本 当にダンスパーティでした)

編集後記
6年 ぶりに上海を訪問しました 6年 前に比べて,落ち着いていました 町を

歩いても危険な感じはありませんでした 6年 はかなりの大きな変化をもたよ

を開催しているのです これは違和感がありました ご参加の皆さんは,楽 し
く踊つていましたけど 秋にも再訪間したいです

うです でも,町 はちょつと暗かつたです 日本が明るすぎるのである,と いう
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加 飾 技 術 研 究 会 事 務 所 紹 介 :新 橋にあります平野技術 士事
務所内にて活動させ て頂いております 。ご入 会 申し込み ,質 問,そ
の他何 でも,メ ール にてお問 い合わせ ください。e― ma■ info@c
e― hirano.comで す 。地図を載せ ます 。右端 の駅 が新橋 です .上
が東京方 向です 。近くまでお越しの 際はぜ ひ お 立ち寄りください
ください .090‑3694‑7864で す ).
(訪 問前には電話をご一幸艮

■ヽ
ヽ

ご意見もありますけど

著書紹介
『構造化テクニカルライティングのす ゝめ』 技術士に限らず
技術者の多くにとって,報 告書を作成することは 日常的な業
務でしょう
そして,わ かりやすく,読 みやすく
適切な報告書を作成するための,テ ク
ニカルライティングをまとめました。
特に,構 造化とパ ラグラフを活用する
ことを提示しております
秋元 ,西 角
皆様 ,ご 活用ください。【
井,平 野著,有 限会社納諾相研究所
出版プロジェクト,2100円 (税 込み 】
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