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加飾技術による商品の高機能化   （代表理事 平野輝美） 

 

あらゆる製品・商品のコモデティ化が急速に進展しています．その

大きな理由は，製品や商品を製造する技術自体が流動化し，国境を

軽々と超えて行く時代となったからでしょう．インターネットの影響も大

きいでしょう．インターネットによって，あらゆる情報が急速に同じレベ

ルに収斂します．特殊な製造技術を開発しても，その経済的な優位性

を確保し，活用することが難しくなっています．産業財産としての生産

技術は，流動化してしまったのです． 

 

「Ｆｒｅｅ：只」化の嵐もまた強烈です．デジタル化の進展からコンテン

ツのみならず，ハードウエアまでもやすやすとコピーされてしまうので

す．コピーする主体の意思として，「Ｆｒｅｅ：只」を制限する文化が無い

ならば，いったいどのように守れば良いのでしょうか． 

ここに，「Ｆｒｅｅ：只」をベースとした再構築が必要でしょう．同一の規

格品は限りなく「Ｆｒｅｅ：只」に漸近するのです．この状況を避けがたい

ものとして認識し，それに対応することが必要でしょう．さて，どこに「Ｖ

ａｌｕｅ：価値」を組み込み，どこに「Ｒｅｔｕｒｎ：収益」を組込んだら良いの

でしょうか．ユーザーの求める「Ｖａｌｕｅ：価値」とそれを実現する「Ｔｅｃｈ

ｎｏｌｏｇｙ：技術」に注目する以外の対策はあり得ないでしょう． 

ユーザーの求める欲求は，自己実現の欲求が最も高度なものと言

われています．加飾技術における自己実現の欲求とはどのようなもの

でしょうか．それは，きっと，自分の記憶や経験や重きを置く価値など

を加飾に活用することでしょう． 

加飾技術研究会では，一つの技術をご紹介します．あなたの記念

やアニバーザリーや大切な存在など，あなた個人の記憶を加飾技術

を活用して固定化する技術です．Ｏｎｌｙ ｆｏｒ ＹＯＵ ｉＰｈｏｎｅ Ｐｒｏｔｅｃ

ｔｏｒのサイトを参照ください． 

 

加飾技術研究会は，いろいろな『加飾』技術を総括的に調査し，研

究し，市場調査やビジネス展開などの活用を考える活動を行っていま

す．加飾技術研究会は，多くの可能性とビジネス的な発展を包括的に

持った新しい『加飾技術』を探索して，社会の要請に応えるべく活動し

ます． 

当面の連絡先は平野技術士事務所とさせて頂いております．まず

は，メールでご質問ください．E-mail info@ce-hirano.com です．ぜひ

皆様，ご参加いただきたく，よろしくお願いいたします． 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Ｏｎｌｙ ｆｏｒ ＹＯＵ ｉＰｈｏｎｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｏｒ 

 

 『加飾』に求められる特性のひとつとして，個人的な所有についての

カスタマイズサービスがあるでしょう．機能やデザインに特徴の少な

い商品は，コピーされた商品に対して大きな価値を持たないのです．

いや，たとえ特徴的な性能を持った商品であったとしても，その機能

をコピーされた場合では，開発メーカーの収益性に大きく毀損が発

生するでしょう． 

 最近の製造技術のコモデティ化によって，製品や商品自体も急速

に均一化してしまいます．そして，均一化された商品は，その値段が

急速に低下してしまいま

す．製造メーカーや開発

メーカーは，いったい何

処で利益回収を図れば良

いのでしょうか．もはや，

均一な製品ではなく固有

の，個性ある製品へと展

製品類，部品類などの最終加工は加飾処理である．工業製品を「商品」として価値あるものに仕上げるのは，加飾技術である．近年，環

境に優しく，あらゆる負荷が小さい加飾技術が求められている．我々は，社会の要請に対して真摯に取り組み，優れた加飾技術について

調査・研究・開発等を積極的に進め，社会・経済発展に寄与すべく加飾技術研究会の活動を展開するものである． 
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第１図 Ｏｎｌｙ ｆｏｒ ＹＯＵ ｉＰｈｏｎｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｏｒ サイト 



 

レター No.07 2010.10.1 p.2 
   

加飾技術研究会レター Ｖｏｌ．７ ２０１０．１０．０１ 

開する以外に無いのでは・・・．以前，アップルコンピュータは ｉＰｏｄ 

の名入れサービスを行ったことがありました．最近では業者がサービ

スとして提供しているようです（図を参照ください）．このビジネスモデ

ルは，製品や商品の個人向けカスタマイズすることがキーでしょう．個

人の「感性」や「所有」に対する満足を提供するサービス，これが特徴

となるでしょう． 

z このコンセプトを

もっと発展してみま

しょう．個人の経験

や記念とすべき記

憶や嗜好や特別な

存在など，個人特有

の情報を「固定化」

して，可視化するサ

ービスとして，Ｏｎｌｙ 

ｆｏｒ ＹＯＵ ｉＰｈｏｎ

ｅ Ｐｒｏｔｅｃtｏｒ を提

案しています．この

サービスは，なんで

も良いですから個

人的な画像をご提供いただき，その画像を ｉＰｈｏｎｅ 用のカバーに

「固定」するものです．世界で“唯一”のアイテムを製造するサービス

になります． 

 このような製品は，コピーすることに意味がありません．その人の記

憶と経験と嗜好などの特別な情報と強く結びついて初めて意味があ

るのですから． 

 ご紹介した，Ｏｎｌｙ ｆｏｒ ＹＯＵ ｉＰｈｏｎｅ Ｐｒｏｔｅｃtｏｒ のサイトは， 

ｉＰｈｏｎｅ 用のカバーを提供するビジネスです．この， ｉＰｈｏｎｅ 用

のカバー以外にも，いろいろな製品やサービスの可能性があるでし

ょう．一例を挙げれば，結婚式の引き出物として，結婚する２人の想い

出の画像を固定したワインボトルを作製する・・・，還暦に記念となる品

物を作製し，お祝いとしたい・・・，七五三の写真を記念のアルバムの

表紙に固定したい・・・同時に，ｉＰａｄカバーに固定したい・・・，などな

ど考えれば無限です．そして，個人の自己実現の欲求レベルのサー

ビスであることから，複製などの意味は全くありません．個人の要求に

対する固有製品であり，ただ一つであることがその記憶や経験に繋

がり，重要な価値を持つのですから． 

 

Ｏｎｌｙ ｆｏｒ ＹＯＵ ｉＰｈｏｎｅ Ｐｒｏｔｅｃtｏｒ のサイトは，www.ｎａｎｏ－ｐｈ

ａｓｅ．ｂｉｚ からリンクしております．ご参照ください． 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

ピクチャー塗装™のご紹介 

 

装飾が求められるのは，工業塗装のようなものばかりではありませ

ん．例えば，車や壁面などの広告目的のような装飾に関する市場も大

きなものがありますね． 

例えば，車のようなものに外装装飾を行う時，カッティングシートの

ようなものが使われてきました．画像が必要であれば，シートに印刷

して，それを貼り込むような処理が行われてきました．でもでも，手間

をかけるのであれば，直接画像形成してしまえば良いではないか・・・

という発想です． 

第２図に，ピクチャー塗装™で作製した車の外装に形成した画像の

例をお見せします．このように，画像データがあれば直接印刷処理で

きます． 

 

 

 

 

 

 

 

内装材としては，とても面白いものとしてブラインドに塗装してみま

した．第３図に一例をお見せします．左が画像で，右が裏側です．い

ろいろと工夫やコンセプト次第で大きく適用範囲が広がると思いま

す． 

もうひとつ面白いものをご紹介しましょう．第３図は，木目が現れて

いるパネルに塗装したものです．これは，半透明の色調で，かつ重

要なことはウレタン塗料であるということなのです．塗装ですから，耐

久性を確保することができます． 

 

多少の凸凹があるもの

について塗装できる！こ

れが特徴です．いろいろ

と活用できそうでしょう．

ぜひご活用ください． 

ご照会は，代表理事 

平野（ｉｎｆｏ＠ｃｅ－ｈｉｒａｎｏ．

ｃｏｍ）までお願いいたし

ます． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第２図 ピクチャー塗装™の施工例 

 
第４図 ピクチャー塗装™の施工例 

 

 
第３図 ピクチャー塗装™の施工例 

 

 コンバーテック８月号記載の記事 
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セラミックス色材のご紹介 

装飾が求められるのは，工業塗装のようなものばかりではありませ

ん．例えば，模型のような極めて趣味的なものについても様々な資材

が求められます． 

ジオラマってご存知でしょうか．いろいろなシーンを再現した模型な

のですけれど，その作製について“質感”がとても大切になります．例

えば，岩山のようなものを作製するときに，その質感を醸し出すことは

なかなか大変な状況になります． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのようなときに，ぜひお使いいただきたい資材があります．第５図

に，粉末セラミックスに着色した色材をご紹介します．写真でもご理解

いただけるかもしれませんが，岩石の質感は，もう，そのままです．そ

りゃ，岩石そのもの，本物ですから当たり前ですけど． 

 写真（第５図）に示したものは，いろいろな色彩に着色しましたが，

セラミックス資材をそのまま模型に組込むことも可能でしょう．もしくは，

模型に組込んだ後に，着色することもできます．要は，使い方次第で

す． 

この資材は，密度約０．５ｇ／ｃｍ２です．よって，水に浮きます．軽く

てリアル・・・，接着性良好！ 

 このような，アーティスティックな色材を開発して提供を計画しており

ます．ぜひ，ご活用のアイデアをお送りください． 

 

ご照会は，代表理事 平野（ｉｎｆｏ＠ｃｅ－ｈｉｒａｎｏ．ｃｏｍ）までお願い

いたします． 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

酸化鉄ナノコロイドのご紹介 

磁界は，空気中では光に反応しませんので，直接人間の目で観

察することはできません．でもでも，磁界は，現代人の身の回りに

は沢山あります．例えば，いろいろなモーターなどは磁界を活用し

ています．また，良くご存知の磁気テープは磁性材を使っていま

すよね． 

加飾として考えると，磁性材は古くから使われている色材です．

そのむかしの赤系（紅ではなく茶系）の色はベンガラです．そして，

最近の化粧品では，肌色の色材は酸化鉄であることが多いです． 

そのような酸化鉄ですが，組成や構造等を制御して製造すれば，

磁界に反応する材料となります．そして，身の回りにある磁界に反

応して，そのパターンにそって吸着されます．すなわち，目に見え

ない磁界を現像することができるのです．第６図に酸化鉄で現像し

た磁気記録の例をお見せします．このような現像パターンも装飾で

あり，加飾かなぁと考えています． 

 磁界を活用した装飾系としては，カラートナーが知られていま

すね．カラーコピーのトナーには，酸化鉄が組込まれているので

す。産業基盤として縁の下の力持ちとして活躍しているのです． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような，機能性の材料，そして色材としても活用できるものを

開発しております．ぜひ，ご活用のアイデアをお送りください． 

 

ご照会は，代表理事 平野（ｉｎｆｏ＠ｃｅ－ｈｉｒａｎｏ．ｃｏｍ）までお願

いいたします． 

加飾技術研究会 実用新案のご案内 
 加飾技術研究会では，「銀鏡塗装形成品：実願２０１０－４１８３号」を

出願致しました．本実用新案は，銀鏡塗装の大きな特徴の一つである

“部分光透過塗装膜”を汎用的な成型品に形成した資材に関するもの

です． 

 簡単にご説明すれば，ハーフミラー塗装膜を形成した成型品一般

に関する権利になります．ハーフミラー塗装を実施されている企業の

方々，ぜひ，本実用新案をご活用ください． 

 本実用新案は，加飾技術研究会にて権利を有しております．本会会

員企業や，会員の方には優先してご活用いただくことができます．ぜ

ひ，本会会員としてご活用ください． 

 また，今後も続々と産業財産権を確保すべく，積極的に活動してま

いります．今後の対応にご期待ください． 

加飾技術研究会 実用新案のご案内 
 加飾技術研究会では，「銀鏡塗装形成品：実願２０１０－未確認号」を

出願致しました．本実用新案は，銀鏡塗装の大きな特徴の一つである

“部分光透過塗装膜”を活用して，自発光資材の表面装飾として活用

する資材に関するものです． 

 例えば，ハーフミラー塗装膜の下地層として，畜光層を形成しておく

ことで，外部からのエネルギー供給無しに発光します．装飾用のプレミ

アム製品など，インジケータ，アイキャッチ性に優れる看板，案内板，

例えば警告板など，自社製品の高機能化にぜひ，本実用新案をご活

用ください． 

 本実用新案は，加飾技術研究会にて権利を有しております．本会会

員企業や，会員の方には優先してご活用いただくことができます．ぜ

ひ，本会会員としてご活用ください． 

 
第５図 セラミックス色材 

 
第６図 酸化鉄ナノコロイドで現像した像 



 

 
   

書籍のご紹介 
 

 

 

 

プラスチック加飾技術の最新動向 

 プラスチックを対象としたいろいろな

加飾技術についてまとめたものです．

最近，多種多様な加飾技術が提案され

ています．産業技術としてたくさんの提

案がありますので，ご要望に合った最

適なものを選択することが必要と思い

ます．盛りだくさんな一冊です． 

【シーエムシー出版，ＩＳＢＮ ９７８－４－

７８１３－０２５５－３】 

新コーティングの全て 

 コーティングというものを基材に対するな

んらかの膜を形成することと捉え，そのプロ

セスや資材，機材など極めて広い範囲にわ

たって網羅的に解説した書である．コーティ

ングにおける課題など，例えばいかにして

機能性薄膜を形成するのか・・・など，機材

に対して価値を付加する技術としてコーティ

ングを捉えています．【加工技術研究会編】 

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－ｍａｉｌ  ｉｎｆｏ＠ｃｅ－

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 （訪問

前には電話をご一報ください．０９０－３６９４－７８６４です）． 

	 

交流会（ＧＥＦ）の御紹介 ：毎月の第一土曜日に技術者の交
流会を開催させて頂いております．場所は，有楽町の「びいどろ」

（地図参照）です．第一土曜日の１７時から，必ず集まっておりま

す．お時間が空きましたら，直接お越しいただいてもかまいませ

ん．予約不要です．ぜひともご一緒いたしましょう．おいでいただく

前に，０９０－３６９４－７８６４まで一報ください． 

 

おくづけ 

加飾技術研究会ニュースレターＶｏｌ．０７ 

発行年月 ２０１０年１０月１日 

発行者 加飾技術研究会 代表理事 平野輝美 

☎０９０－３６９４－７８６４ ｅ－ｍａｉｌ ｉｎｆｏ＠ｃｅ－ｈｉｒａｎｏ．ｃｏｍ 

年４回発行 季刊 定価２５０円 

加飾技術研究会 
事務局：平野輝美 

連絡先：平野技術士事務所 

Tel 090-3694-7864 FAX 020-4624-8551 

所 在 地：105-0003 東京都港区西新橋1-１７-７ 

第一稲垣ビル 創造工学研究所内 

平野技術士事務所 代表 平野輝美	 

 
 加飾技術研究会では一般社団法人東京技術士会 ＳＩＧ表面処理技

術研究会と連携をもって活動しております．今後の東京技術士会と加飾

技術研究会に注目ください． 

新橋のちょっと良いお店 

 新橋駅から，ニュー新橋ビ

ルを右手に烏森通りを歩いて

数分です．東京三菱銀行手前

の右側半地下にあります．ダ

イニングバーで食事メニュー

も沢山あります．３０００円位の

予算でクラシックなバーの雰

囲気のお店です． 

 お酒も各種揃っています．ぜひ一度． 
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〒１０５－０００４東京都港区新橋２－１３－

６ 中井ビルＢ１，１９時~ 
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機能性酸化鉄粉とその応用 

 著者の堀石七生氏は酸化鉄の機能を活用

した様々な製品の開発の実績をお持ちで

す．「酸化鉄粉ベンガラは生活に密着した機

能性材料であり，酸化鉄ナノ粒子は情報産業

の米である」．古くて新しい機能性材料である

酸化鉄の今後の展開にご期待ください．【産

業図書，ＩＳＢＮ:４－９４６５５３－２６－６】 


