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地球と人にやさしく。
「機能性フィルム」が 実現する未来の姿
CO2削減

省資源

大気汚染
対策

廃棄物削減

地球環境を守りながら経済を発展させることは、
水質汚染
対策

日本のみならず世界中の国々が抱える共通の課題です。
この課題を解決するため、

DNPが培ってきたさまざまな技術を、
進化・発展させて応用することで、
必要となる機能を発現させることに成功し、
多彩な機能性フィルムを生み出すことができました。
DNPの機能性フィルムは、省エネや省資源を推進する、
画期的な製品として注目されています。

機能性フィルム開発の歴史
食品の包装から始まった機能性フィルムの開発の歩みは、60年以上にわたって
続いてきました。その長い歴史のなかで生み出された製品は、環境問題への対応
にとどまらず、快適な住空間の創出や産業資材分野においても、大きな成果を挙
げています。

ルムは、環 境 負荷の低

領域で利用されています。DNPのコ

減に貢献する新しい素

ア技術を結集した機能性フィルムの

1969

1983

可能性は、
さらに大きく広がっていく

活用されています。例え

でしょう。その価値が環境に関連した

DNPが提供している多彩な機能性

ば、
リチウムイオン電池

課題の解決に貢献し、
より良い未来を

フィルムは、印刷事業において進化

用の外装材として電解質などの材料

つくる力になるよう、DNPはさらに開

した独 創 的な技 術を、機 能 性 素 材

を密封する
「バッテリーパウチ」。 従

発を進めていきます。

の開発に応用したことから生まれま

来は金属缶であったものを、水蒸気

した。金属に微細なパターンを形成

に強い多層フィルムによるラミネート

するためのフォトリソグラフィー技術

パウチに替えて小型化・軽量化しまし

や、
インキを均一に塗布するコーティ

た。自動車をはじめとする車両のバッ

ング 技 術 などをフィルムに注ぎ 込

テリーの軽量化は、燃費の向上により

んだ結果、
「 光」
「 熱」
「 液体」
「 気体」

消費エネルギーを減らし、CO2排出量

「エレクトロニクス」などを制御する

の削減につながります。スマートフォ

機能を実現したのです。その機能が

ンやタブレット端末のバッテリーにも

もたらす付加価値は、豊かな社会を

採用され、世界的にも高いシェアを獲

つくるために避けて通れない環境保

得することができました。そのほか、
ア

全という大きな課 題の解 決のため

ルミ箔を使わず食品保存を可能にし

に待ち望まれていたものでした。

たバリアフィルム、医療用の薬液を保

1984

1998

1998

常務執行役員

山口 正登

2004

2011

包装分野

包装分野

産業資材分野

産業資材分野

住空間マテリアル分野

包装分野

産業資材分野

包装分野

セロハン包装紙への印刷を開始

フィルムの積層技術により、ラミ
ネートチューブの生産開始

フィルム表面に微細なパターンを
形成する技術と、光の特性を利用
した設計技術により、プロジェク
ションスクリーンの生産を開始

フィルム上にさまざまな機能性材
料を均一に塗布する技術により、
デジタル画像プリント用の昇華型
熱転写プリンター用インクリボン
の生産を開始

電子線(Electron Beam)を照射
して、
フィルム上の樹脂や塗膜を
瞬時に高機能化させる技術によ
り、EBコーティング住宅内外装材
の生産を開始

真空中で気化させた物質をプラ
スチックフィルムに塗布させる技
術により、透明蒸着バリアフィル
ム（IBフィルム）
を開発し、食品や
医療品用に生産を開始

光学設計技術により、
プロジェク
タの光を効率良く反射するととも
にそのほかの光を吸 収し、液 晶
テレビと同等の鮮やかな映像を
表示可能な前面投影型プロジェ
クタ用スクリーン「JETBLACK ®
（ジェットブラック）」
の生産を開始

植物由来の原料を使用したフィル
ムを開発し、環境負荷の低い「バ
イオマテックPET」
の生産を開始

メラミン樹脂板用化粧紙の開発
に着手
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未来のあたりまえをつくる。

未来のあたりまえをつくる。
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存するキャリアバッグなど、
さまざまな

機能性フィルムがもたらす新しい価値が、
材として、幅広い分野で
多領域で環境負荷の低減に貢献する。

DNPが出したひとつの答えが機能性フィルムです。

1951

いま、DNPの機能性フィ

特 集
①

貼って、重ねて、接着して。
DNPの機能性フィルムが描く
省エネルギーのかたち。

ゼロエネルギー

光や熱の制御により、快適な暮らしや省エネに貢献する。

自然光を有効利用するDNP採光フィルムが
消費電力削減と快適な空間を実現

電源のいらないDNP多機能断熱ボックスで
日本のおいしさを世界に届ける

近年、生物に備わる昼と夜を作り出す１日のリズムについ

生鮮品やエレクトロニクス製品等の温度管理を必要とす

樹脂ガラスや炭素繊維強化プラスチック
（CFRP）など、優れた特性を持ちながら、強度やコストの問題で十分に活用

ての研究が進み、
日照のサイクルが健康や仕事の効率に

るサプライチェーンは、品質保持のために輸送時間の短

できていなかったマテリアルがあります。 DNPの機能性フィルムは、
こうしたマテリアルと組み合わせることにより新た

およぼす影響が注目されています。DNPが開発した採光

縮や冷蔵用の電源確保という課題を抱えています。DNP

な用途を切り拓き、環境保全への貢献を目指して実用化を進めています。また、エネルギーを使わずに光や熱をコント

フィルムは、窓ガラスに貼るだけで、
フィルム内部の構造

は、
この課題にハイバリアフィルムを用いて応えました。グ

ロールするフィルム製品を開発し、成果を上げています。 省エネ、省資源をテーマに、機能性フィルムが実現する未来

により、窓から入る太陽光を天井などに効果的に反射、

ラスウールをハイバリアフィルムで密封した真空断熱パ

の姿をご紹介します。

拡散させて、部屋全体を明るくします。日当たりの悪い北

ネルを利用して、高い保冷性と積載効率を両立したＤＮＰ

DNP採光フィルム
（12ページ）施工例

※2

側の窓に使った場合、室内の明るさが2倍に向上し 、照
※3

軽量化

車体重量軽減により、燃費を向上し、エネルギー消費量とCO 2排出量を削減。

約40％軽量化 ※1の可能性を持つ
自動車用樹脂製ウインドウの実現に貢献する
DNP超耐候ハードコート転写フィルム

炭素繊維強化プラスチック
（CFRP）
と
異種素材を接着する
DNP粘接着フィルムが軽量化に貢献

近年、
自動車は高機能化や安全対策・環境規制等に対応

CFRPは、重量がアルミの10分の1と軽く、強度に優れた

するため、搭載部品が増え、
エネルギー消費量やCO 2排出

樹脂として航空機やレーシングカーに使用されています。

DNP超耐候ハードコート転写フィルム
を施した樹脂ガラスサンプル

量が増大しています。そこ

しかし、一般の自動車への採用では、製造コストが課題と

で注目されているのが、ガ

なっています。そこで、
自動車メーカーではCFRPを金属

ラス製のウインドウやサン

材料とともに使用し、
コストを抑えながら自動車を軽量化

ルーフから樹脂への切替

する技術に取り組んでいます。その実現に大きな役割を

です。ガラスの約半分の

果たすのがDNPの粘接着フィルム。フィルム状の接着

重さの樹脂ガラスは、車重

材でCFRPとアルミ等の金属をしっかり接合します。ボル

の軽 量 化につながります

トやネジなどのパーツが不要になり、
また、液状接着剤

が、反面、傷つきやすく耐

のようにはみ出すこともなく、
さらに、仮止めや貼り直しを

候性が低いという問題が

した後に熱や紫外線で接着強度を上げられるため、作

ありました。

業の効率化と歩留まり向上にも効果を発揮します。

DNP超耐候ハードコート

金属溶接の代替や橋梁等の傷んだコンクリートの応急

転 写フィルムは 、樹 脂 に

補修など、
さまざまな用途への活用も進められています。

明エネルギー(電気代)が13％削減されました。 この採

電源を必要としないので、常温の輸送車でも冷蔵品を運

光フィルムはすでに商品化され、住宅やオフィス、店舗、

ぶことができます。日本国内だけでなく、保冷したまま輸

病院など各種施設への導入も進んでいます。ある銀行の

送するコールドチェーンの維持が難しい東南アジア諸国

支店へ試験的に導入し、来店客にアンケートをとった結

へ生鮮品を輸出する際にも大きな役割を果たすでしょう。

※4

果、87％の人が明るく快適になったと回答しました 。紫

高い断熱性を利用して冷蔵品を常温品に混載して輸送

外線を99％カットし、割れた際の飛散を防止するなど、
さ

したり、倉庫などに保管す

まざまな機能を備えたDNP採光フィルムが、明るく豊か

る際、簡易冷蔵庫として使

な暮らしを実現します。

用するなど、用途が広がっ
ています。

【使用例】
【概略図】

DNP多機能断熱ボックス

ガラス
採光
フィルム

断熱ボックスパネルの断面図

芯材（グラスウール）

跳ね上げ
効果
※2 当社調べ
※3 当社調べ
※4 当社調べ

光学設計や微細加工の技術をいかして、
光を上に跳ね上げる効果をフィルムに持
たせることに成功

DNPだけが実現したオリジナル技術で、吹付け塗布に比
べて簡易で歩留まりが高いというメリットがあります。す
でに一部の建設機械に導入されており、今後は自動車を
はじめ、電車などの各種車両への採用が期待されます。

ヒートシール
（封止）

Future Visions
環境を超えて、
さまざまな領域に広がる機能性フィルムの可能性
スマートフォンなどのタッチパネルにも、
タッチセン
サー配線用の透明導電フィルムが使われています。
DNPの
「銀ナノワイヤーフィルム」
は、優れた導電性
と高い光透過率により、現在主流のITO(Indium Tin Oxide)フィル
ムでは難しい大画面化や折り曲げ・フレキシブル化が低コストで実
現可能で、電子機器を進化させる可能性があります。
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20.0um
※1 「JAMAGAZINE」2013年3月号／一般社団法人 日本自動車工業会

アルミとCFRPなど異素材を接合

千葉県での試験風景

銀ナノワイヤーフィルムアクリル半円台
(R=75mm)

銀ナノワイヤー拡大画像（倍率：2,000倍）

未来のあたりまえをつくる。

未来のあたりまえをつくる。
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よる劣化を防ぎます。フィルム転写によるコーティングは

ハイバリアフィルム

2015年6月5日午前9時から午後6時までに測定した最大値
2014年7月21日午前9時から午後6時までに測定

フィルム 成 膜 技 術とラミネート技 術を応 用し、
「DNP農業用フィルム」
を商品化しました。このフィ
ルムは、高い光反射性能と保湿性に優れ、汚れにく
く耐久性もあるため、作物の育成を長期に促します。今後、地球
温暖化や人口の爆発的増加、深刻な水質汚染や農薬による土壌
汚染などで、従来の土耕栽培の生産性は限界がくると指摘され
ています。 代替として注目さ
れる水 耕 栽 培は、光や水の
効率的な管理が鍵を握るた
め 、こ の 分 野 に お い ても
「DNP農業用フィルム」への
注目が高まっています。

転写するだけで表面の耐磨耗性を向上させ、紫外線に

多機能断熱ボックスを開発したのです。保冷するための

