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金属調（メタリック）加飾技術 
2021/10/02更新 

ＭＴＯ技術研究所 

 

金属調（メタリック）の外観を得るメタリック加飾技術として、多くの技術がある。これらを

まとめて示す。（個々の技術はそれぞれの加飾技術の資料の中で詳細説明） 

 メタリック加飾としてはめっきが代表的な技術であるが、表１に示すように、これに代わる技

術が多く開発され、実用化されている。環境問題から、真空製膜、着色コンパウンドへの移行、

金属調でありながら、光・電磁波透過のニーズから、インジウム使用の海島構造の蒸着フィルム、

およびナノ多層構造色フィルムのＩＭ－Ｄ、ＯＭＤへの移行が進んでいる。 

 

            表１ 金属調加飾方法 

    
 

１． めっき 

プラスチックにメタリック感を付与したいとのニーズがあり、プラスチックめっきが開発され、

使用されている。めっきには図１１）に示すように電気メッキと無電解めっきの２つがある。 
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図１ めっき方法 

 

使用されるプラスチックは主としてＡＢＳ系の樹脂である。ＡＢＳ樹脂へのめっき工程を図２

に示す。 

ただ、近年、ＡＢＳ樹脂以外へのめっき技術も開発されており、例えば、アキレス㈱２）が「ナノ

分散ポリピロール （PPy）液」を用いた無電解めっき法を開発し、ＰＥＴ、ＰＶＣ、ポリオレフ

ィン等でもめっきが可能となっている（図３）。 

    
                図２ ABS 樹脂のめっき工程 
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              図３ アキレスの新しい無電解メッキ 

 

 各社のめっき事例を図４～７に示す。 
塚田理研工業㈱３）は、通常めっき以外に、２種の部分めっき、めっき＋イオンプレーティング、

めっき＋塗装、印刷など各種の対応を行っている。めっき＋イオンプレーティングでメッキ上に

チタン系材料をイオンプレーティングして、高度のメタリック品が得られる。条件の調整 
（厚さ等）で、ゴールド、ブルーなど各種の色を出せる。本技術で得られるゴールドメタリック

品は、通常の金メッキと比較して、硬さ、耐食性、耐摩耗性、耐候性等が非常に優れている。（図

４、５） 
㈱真工社４）も、めっき＋各種２次加工を行い、対応範囲を広げている。 
大洋工作所５）は、部分めっき、耐指紋コーテイング、シボ成形品へのめっきで、シボが潰れない

めっきなど行っており、部分めっきはＡＢＳとＰＣの２色成形品をマスキングなしでめっきした

ものであり、通常のめっきでは、ＡＢＳ樹脂が選択的にめっきされる事を利用したものである。

（以上図６） 
東洋理工㈱は、プラスチックめっきでありながら、叩くと金属音がする金属音めっき６）を開発し、

その他、鉛フリー・六価クロムフリーのめっきなどを行っている。これは、トリアジンチオール

による分子接着技術を樹脂の装飾めっきに応用（ＴＥＳ応用技術）したもので、ＡＢＳ、ＰＣ、

ＰＰＳ、ＰＶＣ、ＦＲＰ等様々な素材に対して不具合なく均一にめっき処理可能である（図７）。 
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           図４ 各種めっき事例－１ 
 

   
          図５ 各種めっき事例－２ 
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             図６ 各種めっき事例－３ 
   

   
   図７ 各種めっき事例－４ 
 

図８７）に示すように、イオックスは塗るだけで密着性が良く、無電解めっきができるプライマー、

プライマー付きフィルムを開発している。 
めっきは優れたメタリック加飾、機能付与技術であり、広く使用されているが、廃液処理など

環境問題から、真空蒸着、メタリック着色材への移行、金属調でありながら、光・電磁波透過の

ニーズから、インジウムを用いた海島構造の蒸着フィルム、および、PICASUS などの超多層フ

ィルムの IM-D、OMD など、めっき代替の各種技術への移行が進んでいる。 
 

２． 真空製膜 

真空製膜には、真空蒸着、イオンプレーティング、スパッタリング法があり、いずれも金属粒

子などを活性化させて、成形品またはフィルム表面に付着させる。図９８）に真空製膜方法を示す。 

 「蒸着法」は、真空中で膜にしたい材料を蒸発（あるいは昇華)させ、その蒸気が基板（膜をつ

けたい対象物や箇所）に到達して堆積することで膜を形成する方法で、蒸発材料や基板に、電気

的に印加させることもなく、気化した材料がそのまま基板に到達するため、基板のダメージが少

なく純度の高い膜が形成できる。 
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    図８ めっき用プライマー、めっき用フィルム（イオックス） 
 

   
           図９ 真空製膜方法 
 
「イオンプレーティング法」は、蒸着法とほぼ同じ原理であるが、異なるところは、蒸発粒子

をプラズマ中に通過させることで、プラスの電荷を帯びさせ、基盤にマイナスの電荷を印加して

蒸発粒子を引き付けて堆積させ膜を作成する。蒸着法に比べより密着性の強い膜を作ることが出

来、膜厚のコントロールがしやすく、多層製膜に適している。 
「スパッタリング法」は、プラズマ等により高いエネルギーをもった粒子を材料（ターゲット）

に衝突させて、その衝撃で材料成分をたたき出し、その粒子で基板上に膜を堆積させることで膜

を形成する。材料そのものをたたき出しているので、合金の成分がほとんどそのまま基板上に堆

積することが出来る。 

図１０９）に示すように、真空蒸着層の厚さによって、ＥＭＩシールド、加飾金属膜、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、構造色を発現する光学多層膜、薄膜など

が付与され、加飾ならびに機能性付与加飾として広く利用されている。 

積水化学㈱１０）は図１１に示すように炭素繊維へのスパッタリング着色を行っている。金属膜

の厚さで色を変更できる。 

 

   

 



7 
 

  
         図１０ 真空製膜の適用例 

 

   
       図１１ 炭素繊維へのスパッタリング着色（積水化学） 

 

真空製膜は印刷等と同様に、直接成形品に付着させる直接法と一旦フィルムに転写後、そのフ

ィルムを用いて、貼合、転写する方法がある。 

フィルムを利用する例を以下に示す。 尾池工業㈱１１）は、図１２に示すように、高輝度メッキ調

フィルム（エコモールド）を開発して、自動車部品等に採用されている。 

ウエーブロック・アドバンスト・テクノロジー㈱１２）、帝人㈱１３）でも、図１３に示すように、

真空蒸着メタリックフィルムを開発し、自動車部品等に展開している。 

NISSHA㈱１４）も図１４に示すように、同様なフィルムを用いて、バックライトで、フィルム裏

面のパターンを浮かび上がらせる用途などに展開している 

インジウム金属を用いて海島構造にした蒸着層を用いると、金属調でありながら、光・電磁波

が透過させることができ、用途が拡大している。    
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     図１２ メタリック調加飾フィルム、成形品例－１ 

 

 

    
       図１３ メタリック調加飾シート、成形品例－２ 
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        図１４ メタリック調加飾シート、成形品例－３ 

 

３． 塗装 

プラスチックへの塗装方法には、図１５に示すスプレー、ディッピング、フローコートがあり、

通常、下塗り、中塗り、上塗りの３工程で行われる。また、塗装で意匠表現をしたフィルムの貼

合、転写成形も使用されている。 

 図１６１５、１６）にメタリック塗装例を示す。図１７は、メタリック塗装フィルム（日本ペイントオ

ートモーティブコーテイング㈱）を用いて、ＴＯＭ成形で生産したホンダのフロントグリル製品

である１７）。 

    
          図１５ プラスチック塗装の種類 
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           図１６ メタリック調塗装品例 

 

    
       図１７ メタリック調塗装フィルムを用いた製品例 

 

４．銀鏡塗装 

銀鏡塗装（Metalize Finishing System）を図１８１８）に示す。銀鏡反応（Ag イオン水溶液に還

元性薬液を作用させ、Ag イオンを Ag に還元させて、Ag 薄膜を形成させる反応）によって、塗装

する方法である。光反射率が良好な製品が得られる。 

  
            図１８ 銀鏡塗装 
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５．インモールドコーティング 
  インモールドコーティングには、インモールド塗装、金型表面コート材転写（インモールドコ

ーテイング）およびインモールドリアクテティングがある。ただ、名前、略語は統一されていな

い。 

 インモールド塗装は図１９に示すように、通常の射出成形を行った後、意匠面側の金型にクリ

アランスを形成して、塗料を注入して塗装を行う方法であり、日本ではＵ＆Ｍプラスチックソリ

ューションズ㈱（旧宇部興産機械）／大日本塗料㈱がインプレスト１９）の名称で展開している。金

型コアバック方式の場合、通常の塗装と比較して、テーパーのきつい面やアンダーカット部には

塗装が困難等の課題もあるが、有機溶剤を使用せず、塗料の無駄がなく、厚肉の塗装ができるな

どの特長がある。 
 Krauss Maffei２０）は回転式の量産設備を開発し、自動車内外装部品への展開を進めている。い

ずれもメタリック塗装も可能であるが、ウエルドライン不良の発生の課題がある。 
 

   
            図１９ インモールド塗装 
 
６．超多層構造色フィルム 

 図２０に示す東レのＰＩＣＡＳＵＳ２１）等の超多層構造フィルムは、それぞれの界面での反射 
 

    
図２０ 超多層構造色フィルム、成形品例 
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光、透過光の位相差が特定条件を満たすと干渉により反射光は強めあう光学干渉現象が起こり、

干渉が可視光域にあると、フィルムが特定の色で発色する（構造色）。メタリックも可能で、メタ

リックでありながら光・電磁波を透過する。 

 

7.メタリック着色 

 アルミフレーク等で着色した樹脂で成形することで、メタリック品が得られる。図２１２２）、

図２２２３）、２４）に例を示す。 

 

    
          図２１ メタリック着色品例－１ 

 

    
             図２２ メタリック着色品例－２ 

 

８．メタル（主にアルミ）シートのＩＭＤ（バックモールディング） 

  図２３示すように、欧州では、金属調加飾フィルムのＩＭＤは、”Cool Touch”効果が低いこ

とから、メタル（主にアルミ）シートのＩＭＤ（バックモールディング）品がより好まれる２５）。 

 中国の金型、成形メーカーの方正金型２６が、日本の展示会で、自動車部品を展示していた。 
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図２１ 欧米におけるアルミ箔ＩＭＤ成形品例 

 

９．金属板の装飾品 

 参考に金属の装飾品の例を図２４２８）に示した。今後プラスチックに応用されることも期待され

る。 

 

    
            図２２ 金属スピン仕上げ研磨加工（美光技研） 
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