
【装飾めっきとその歴史】 
	 我々の身の回りの工業製品は、通常、目に触れる部分に何らかの装飾性を宇

付与されてはじめて商品として完成したものになっているケースが多い。製品

に装飾性を与えるためには、塗装や研磨（バフ）をはじめてとして多種多様な

方法が行われているが、「めっき」は金属的な光沢・質感・高級感を製品に付与

すると同時に、素材を腐食や摩耗等から保護し、さらに生産性・信頼性の非常

に高い方法として広く利用されている。 
 
（１）	 装飾めっきの変遷 
	 近代的な工業技術としての装飾めっきは、1950年代に自動車バンパー用とし
て耐食性の非常に高い光沢めっき技術が実用化されたことによって急速に発展

した。後述する２層ニッケルめっき/マイクロポーラスクロムめっきを組み合わ
せた多層めっきを鉄鋼製バンパーに施すことにより、15年間の屋外暴露でも錆
を生じないことが実証されている。 
	 1960年代には、鉄鋼や亜鉛ダイカスト素材に、クロムめっきを 上層とする

多層めっき、即ち、光沢銅→ニッケル→クロムめっき、あるいは、ニッケル→

クロムめっきを行い、銀色に近い、いわゆるクロム色の光沢仕上げを施したイ

ンテリア・家電製品が高級品として身の回りに溢れるようになった。また、自

動車にはバンパーだけではなくあらゆる金属パーツにクロムめっきを施すこと

が当然とされた。現在では、光沢クロムめっき仕上げの多用は、むしろレトロ

な印象を与えるデザインとなっている。 
	 1980年代に入ると、消費者指向の変化・多様化に伴って、クロムめっき特有
の冷たい光沢感が飽きられた。自動車においては 1977年に発売されたトヨタセ
リカへのウレタンバンパーへの採用があり、光沢ニッケル/クロムめっきの採用
が激減した。また、いくつかの新しい合金めっきの実用化により、仕上げめっ

きの色調の多様化が可能となった。この時代の大量生産・大量消費から多品種

少量生産へという変化に対応した装飾めっきを取り巻く多くの新しい技術が開

発され、消費者嗜好の多様化とともに装飾めっき技術も多様化してきた。同時

に鉄鋼素地に装飾めっきを施すケースも激減し、精密成形したプラスチック素

材に、成形品の微細な表面模様を崩さずに金属感を出すようなめっき技術が要

求されるようになった。 
	 装身具の分野でも同様に、1970年代までは光沢仕上げの金めっきと銀色のロ
ジウムめっきが高級感を演出するために多用された。しかし 1980年代以後多様
化が進み、後述する古美仕上げや「渋い」色調の銀めっきの需要が増大した。

これらの表面処理品は耐食性が劣っているが、耐食性の優れた電着クリア塗装

技術の開発によって幅広い応用が可能となった。 



	 今世紀に入ってからは、消費者嗜好に合わせた多用な品揃えは装飾用上面処

理の分野でも当然のことになった。金属質感を出す手法もめっきの独壇場では

なくなり、イオンプレーティングなどのＰＶＤ法とめっきの競合も始まってい

る。光沢仕上げのニッケル/クロムめっき、金めっきは、多用な表面処理の中で
高級感を演出するアクセントとして、従来とは違った形で重要視されている。

また、健康や環境への影響低減が重要視され、ニッケルアレルギー防止のため

の代替めっき技術や六価クロムを使わない三価浴からのクロムめっき、クロメ

ート処理の代替技術が出ている。 
 
（２）	 基本的なめっき工程 
	 装飾めっきの基本である、光沢銅/ニッケル/クロムめっきの基本的な工程は以
下の通りである。まず、密着性を確保するために素材ごとに適した工程で前処

理とストライクめっきを行う。次いで、数μｍ程度の厚さの銅めっきを施す。 
さらにワット浴を用いて数μｍ〜数十μｍの光沢ニッケルめっきを施すことに

よって鏡面面光沢を得る。この場合、素材や銅めっき後にバフ研磨を施す場合

もある。そして 上層にサージェント浴（六価クロム浴）を用いて、0.1μｍ程
度の薄いクロムめっきを施す。 
	 上層のクロムめっき皮膜自身の耐食性によって大抵の使用環境で長時間に

わたって光沢を維持することができ、耐摩耗性も得られる。素材に対する防食

能力はニッケルめっきの厚さに依存するので、その厚さを変えるだけで、使用

環境に応じた種々の耐食性グレードのめっき加工が可能である。下層の銅めっ

きは、素材によっては省略することも出来る。 
 
（３）	 前処理と下地めっき−密着性付与のためのストライクめっき 
	 装飾めっきは、鉄鋼、黄銅などの銅合金、亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、

ABS 樹脂などの素材に施されることが多い。多くは鋼材および銅・銅合金材で
は、材質に応じた前処理を行った後、再下層のめっきは、ワット浴のニッケル

めっきから始まる場合が多い。鋼材の場合はシアン化物浴からの銅ストライク

めっきを施す場合も多く、ステンレス鋼材では塩酸酸性浴を用いるウッドニッ

ケルストライクめっきが必須である。 
	 亜鉛ダイキャスト素材には、シアン化銅ストライクめっきを施すことが望ま

しい。アルミニウム素材では、ジンケート処理（亜鉛置換めっき）を行った後、 
シアン化銅ストライクめっきまたは無電解ニッケルめっきを施す。 
	 ABS樹脂では、クロム酸−硫酸溶液によるエッチングを行ってアンカー効果の
ための微細孔を形成した後、無電解ニッケルまたは銅めっきによって表面を導

電化する。 
 



（４）  中間層のめっき−銅めっきとニッケルめっき 
	 装飾めっきの中間層には、銅/ニッケルの 2層めっきまたは、ニッケルめっき
が施される。銅めっきには光沢剤を添加した硫酸銅浴が用いられ、必ずニッケ

ルめっきの下層が施される。1960年代に光沢レベリング（素地のくぼみを埋め
る作用）の優れた添加剤が開発されて以来、光沢めっきの下地に広く用いられ

るになった。まためっき皮膜が軟らかいため、プラスチック上のめっきでは、

熱応力を緩和してクラックなどの発生を防ぐために必須である。自動車バンパ

ーなどの 高度の耐食性が要求される製品では、銅めっき後に研磨を行い、光

沢を出すと同時ピンホールを埋めて鉄素地からの腐食を防ぐ手法も行われる。 
	 ニッケルめっきにはワット浴が用いられ、光沢、半光沢またはその両方のめ

っきが行われている。添加剤由来の硫黄 10−²mass%のオーダーで皮膜に含まれ
るのが光沢ニッケルめっきであり、いずれもが光沢・レベリング作用を持って

いる。 
	 耐食性を重要視しない製品には厚さ数μｍの光沢ニッケルめっきが施される。 
一方、屋外使用を前提とする場合には、後述するように半光沢/光沢の 2層ニッ
ケルめっきを 25μｍ程度の厚さに施して耐食性を確保する。2層ニッケル/クロ
ムめっきの断面の微細組織を図 6.1.2に示す。 

 
半光沢ニッケルめっき皮膜は柱状の結晶形態を示す。一方、光沢ニッケルめっ

き皮膜の結晶組織は非常に微細であるが、エッチング組織は層状である。 
	 光沢とは異なったナシジ上の外観もニッケルめっきによって得ることが出来

る。そのためには、ニッケルめっき液中に界面活性剤のエマルションやカオリ

ン、シリコンカーバイトのような不導体微粒子を分散させ、それらをめっき皮

膜中に共析させることによって微小凹凸、すなわちナシジ状の表面のニッケル

めっき皮膜を得る方法が利用されている。 
	 この方法では、分散粒子の大きさによって得られる外観が異なる。図 6.1.3に、
光沢ニッケルめっきに代わって複合めっきを施した製品の断面 SEM 写真を示

す。黒点状に写った複合粒子が上層のニッケルめっき層にのみ含有されている。



クロムめっき層は薄いため、そして複合粒子による表面凹凸は高低差が小さい

ため、断面 SEM写真では明瞭には観察されない。 
 

 
 
（５）  上層のめっき−後処理と外観の多様化 
	 素地の加工および中間層のニッケルめっきのバリエーションによる表面微小

凹凸の違いにより、光沢・ナシジなどの異なった外観が得られる。それを 上

層のめっきおよび後処理の違いによる多様な色調の表面と組み合わせることに

より、現在の装飾めっきでは製品に多様な外観を持たせることを可能にしてい

る。「プラスチック上の装飾用電気めっき」の JIS規格（JIS H 8630:2006	 制
定 1987年）には、クロム、金、銀めっき以外に、スズ−コバルト、スズ−ニッケ
ル、スズ−銅−亜鉛、スズ−ニッケル−銅というスズ系合金めっきが仕上げめっき

として綺麗されている。 
①	 白色、銀色、黒色系 
	 クロムめっきは耐摩耗性、屋外使用時における耐変色性が優れている上、

素地加工や下層めっきの違いによって多彩な外観が容易に付与出来るため、

現在でも日用雑貨品から自動車外装品に至るまで幅広く応用されている。 
	 銀めっきは、金めっき同様古くから使用され、現在でも装身具などに利用

されている。しかし、変色しやすいことから弱点として挙げられる。そのた

め、めっき後にクリア塗装はどの変色防止処理が行われることが多い。 
	 ロジウムめっきは、硬く、耐食性に優れ、銀の色調に近いことから、装身

具などに用いられている。銀めっきを下層めっきとした仕様は高級品として

広く用いられている。 
	 コバルト含有率約 20mass%のスズ−コバルト合金めっき皮膜は、クロムめ
っきに非常に似た色調を持っているので、クロムめっきの代替として広く用

いられている。クロムめっきはバレルめっきが行えないため、小物部品への

スズ−コバルト合金めっきの適用例が多い。またコバルト含有率がより小さ

く、クロムめっきよりも白っぽい色調の皮膜も好まれている。 



	 一方、コバルト含有率が 30mass%以上になると青黒い色調になる。スズ−
コバルト合金めっきは、均一電着性・被覆力が優れているので、複雑な形状

の品物に適している。実用めっき浴の組成の詳細は明らかにされていないが、

二価のスズ塩を用いるピロリン酸浴と四価のスズ塩を用いるスタネート浴

が知られている。 
	 スズ含有率 40〜45％のスズ−銅合金めっきに亜鉛を少量添加したスズ−銅−
亜鉛合金めっき皮膜は、アルミニウム製の部材との色合わせが可能な白い色

調を有している。実用のめっき浴はシアン化物浴である。 
	 ピロリン酸浴から得られるスズ−ニッケル合金めっき皮膜は僅かにピンク

がかった色調を持ち、耐食性および硬さが非常に高い。自転車部品などに使

用されている。また、めっき浴の添加剤によって黒色にすることも出来る。

スズ−ニッケル−銅合金めっきは、黒色の色調と優れた耐食性を持っている。 
	 黒色クロムめっきの色調は黒色系のめっきの中で、 も漆黒調であるため

用途が広い。自動車、自動二輪、自転車の部品をはじめ、広い分野で用いら

れている。 
 

② 金色系 
	 装身具、食器、仏具などの小物には金めっきが施されることが多い。一方、

照明器具やインテリア製品など、金めっきではコストがかかりすぎるような

大きなものを金色に仕上げるためには黄銅めっき（銅−亜鉛合金めっき）が

用いられている。また、黄銅めっきの色調は金めっきよりも黄緑がかってい

るので、黄銅めっきにスズを共析させて色調をより金に近づけた銅−亜鉛−ス

ズ合金めっきも、代用金めっきと称されて広く用いられている。 
	 銅−亜鉛合金めっき皮膜の色調は合金組成によって大きく変化するので、

安定した色調のめっき皮膜を得るための詳細な工程管理技術が公表されて

いる。実用されている銅−亜鉛合金めっき浴はシアン化物浴であり、非シア

ン化物浴の開発が望まれているが本格的な実用化の例はない。 
 
②	 古美仕上げ 
	 装飾用めっきには一風変わった処理方法もある。例えば古美（こび）仕上

げと呼ばれる、銅めっきや黄銅めっきなどに黒色の濃淡のぼかしを付与し、

独特の色調を出す方法がある。特に、和風の木製家具の飾り金具などに多用

されている。 
	 古美仕上げは、銅めっき、黄銅めっき、ニッケルめっき、銀めっきなどを

施した後、後処理として硫化ナトリムのような化成処理液への浸漬によって

黒色皮膜を付与し、バフ研磨によって黒色皮膜を部分的に除去する方法によ

って得られる、古美仕上げは耐食性が劣っているので、クリア塗装が必要で



ある。 
 
（６）	 装飾めっきの耐食性 
① ニッケル/クロムめっきの耐食性向上の手法 
	 ニッケルを中間層とする装飾めっきは「素地よりも腐食電位が貴なめっき」

に分類され、めっき皮膜の欠陥から素地が露出すると腐食電流は素地金属の腐

食を促進する方向に流れる。従って、皮膜の欠陥を少なくして素地が水に接触

するのを遅らせる。すなわちめっきを厚くすることによって耐食性が向上する。 
光沢ニッケル/クロムめっき層の腐食部分の断面ＳＥＭ写真を図 6.1.4 に示す。
クロムめっき層の微細な腐食孔を通して光沢ニッケルめっき層が腐食し、さら

に鉄鋼素地の腐食が進行している様子が分かる。 

 
	 素地の腐食の開始を遅らせ、装飾めっきの耐食性を向上させるためには、ニ

ッケルめっきを厚くする施す以外に、多層のニッケルめっきを施す技術、マイ

クロクラックまたはマイクロポーラスクロムめっきを施す技術が確立している。 
	 少量の硫黄を含有する光沢ニッケルめっき層は、硫黄を含まない半光沢ニッ

ケルめっき層に比べて耐食性が劣る。そこで下層に半光沢、上層に光沢ニッケ

ルめっき層を施す 2 層めっきを行うと光沢ニッケルめっき層が犠牲防食層とし
て働くため、耐食性が著しく向上する。3層ニッケルめっきでは、2層めっきの
中間に硫黄含有量が0.1mass%以上で も含有率の高いニッケルめっき層を約1
μｍ設ける。この層が も耐食性が悪く、犠牲防錆層として働くことによって

さらに耐食性が向上する。 
	 クロムめっき層をマイクロクラックまたはマイクロポーラスにすることによ

っても耐食性が向上する。これは、クラックまたは微細孔を通じた下層ニッケ

ルの露出箇所が非常に多いことから、腐食電流が分散され 1 箇所当たりの腐食
速度が非常に小さくなるためと考えられている。マイクロクラッククロムめっ

きは、光沢ニッケルめっき後に、ポストニッケルストライクと呼ばれる応力の

高いニッケルめっきを 1〜2μｍ施した後、クロムめっきを行うことによって得



られる。ポストニッケルストライクめっき層の応力によって、クロムめっき層

に数百クラック/cmのマイクロクラックが生じる。マイクロポーラスクロムめっ
きもニッケルめっきの工夫によって得られる。光沢ニッケルめっき後に、粒径 
数十 nmの微粒子を複合させたニッケルめっきを 1〜2μｍ施す。さらにクロム
めっきを行うと、微粒子周りのクロムの付き回りが悪いため微細孔が得られる

が、複合粒子が小さく複合めっき層も薄いため、光沢外観は保たれる。 
 
③	 装飾めっきの耐食性の評価と基準 
ＪＩＳ規格では「ニッケルお呼びニッケルクロムめっき	 JIS H 8617：1999」
と「プラスチック上の装飾用電気めっき JIS H 8630:2006」に、装飾用めっ
きの仕様と耐食性試験の条件、使用環境条件を関連づける形で耐食性が規定

されている。一方、装飾用金めっき（JIS H 8622:1993）、装飾用銀めっき（JIS 
 H8623:1993）では、耐食性のきっじゅんは受け渡し当事者間の協定による。
ニッケル−クロムめっきおよびプラスチック上の装飾めっきの規格では、耐

食性を以下のように規定している。 
・	 数段階の製品使用環境を定義し、 
・	 その環境で使われるめっきの構成、 小厚さなどの仕様を規定し、 
・	 その環境で使われるめっき製品が満足すべき耐食性試験を規定する。 

	 「プラスチック上の装飾用電気めっき」を例そとして、めっきの使用環境を

表 6.1.1に、めっき等級、構成および厚さの例を表 6.1.2に、耐食性試験時間の
例を表 6.1.3に示す。 

 

この規格では、所定の時間あるいはサイクルの耐食性試験を行った後、レイテ

ィングナンバー8以上であることを必要としている。 
	 １〜５級の等級は、その仕様のめっき製品を使用出来る環境に対応している。

例えば、金あるいは銀めっきを 上層に施した製品の等級は１級または２級な

ので１または２の屋内環境のみでしか使用できない。スズ合金めっきが 上層

の場合の等級はニッケルめっきの仕様に応じて１〜３級であり、１〜３の環境

で使用出来る。４、５の環境で使用するには 上層をクロムめっきにする必要



がある。 
	 雨もしくは露に濡れることがある「環境番号３」、すなわち通常の屋外で使用

できるめっきの仕様は、ニッケルめっきが２層または３層で膜厚を２０μｍ以

上とし、 上層はスズ−コバルトあるいはスズ−ニッケル合金めっとしたもので

ある。その上で、キャス試験を 16時間または１サイクル 8時間の中性塩水噴霧
サイクル試験を２サイクル行い、レイティングナンバー８以上でなければなら

ない。 
	 めっきの足し抑制試験方法は、JIS H 8502（1999）に規定されている。キャ
ス試験および中性塩水噴霧試験は、それぞれの腐食液を噴霧した雰囲気に試験

片を置いて耐食性を調べる方法である。キャス試験の様子を図 6.1.5に主な試験
条件を表 6.14に示す。 
  

 

 

 



 
 

 
サイクル試験は中性塩水噴霧試験と乾燥、湿潤をそれぞれ、2 時間、4 時間、2
時間行い、合計 8 時間を 1 サイクルとして繰り返す試験である。JIS にはコロ
ードコート試験も規定されているが、実施される例は少ない。 
	 装飾めっきでは、素地からの腐食が生じるので、腐食欠陥の面積率の指標で

あるレイティングナンバーによって耐食性を評価する。レイティングナンバー

は、JIS規格表にしめされた標準図表との目視商号によって決定し、腐食欠陥な
しの場合はレイティングナンバーを 10とする。 
 
（７） 装飾めっきにおけるグリーン・イノベーション 
	 装飾めっきの主流は消費者嗜好の変化に伴って変化する。そして、これから

はいわゆる「グリーンな」製品がトレンドになると思われる、例えば、環境規

制への完全な対応あるいはその先取りが製品のイメージアップにつながる。ま

た、有害物質・環境負荷物質を含んでいない部材および、その製造工程でもこ

れらを全く使っていない部材のみを使って消費者向けの 終製品を製造するグ

リーン調達への対応が否応なしに迫られる。製品の一部であるめっき皮膜には、

鉛フリーやニッケルフリーであることが求められ、めっき工程にはシアン化物、 
六価クロムなどを使わない技術開発が求められる。すなわちこれからの装飾め



っき技術の開発においては、グリーン・イノベーションが重要なキーワードに

なる。 
 
①	 ニッケルめっきの代替 
	 ニッケルアレルギー対策が課題になり、 上層に金や銀などの貴金属め

っきを施したとしても下地めっきの成分が溶出する可能性があるため、ヨ

ーロッパでは装身具へのニッケルめっきの使用が禁止されている。また、

ニッケルの発がん性も問題視されるようになりつつあるため、ニッケルめ

っきと同様に厚付け可能で、光沢、レベリング、硬さ、耐食性を有する下

地・中間層のめっき技術の開発が課題になっている。ニッケルめっきの代

替としてシアンフリー浴からのスズ−銅合金めっきの開発・必要かが期待さ

れる。 
②	 三価のクロムめっき 
	 クロムめっきには、無水クロム酸、すなわち六価クロムイオンを主成分

とする浴が用いられている。いうまでもなく六価クロムの排水処理技術は

確立しているが、米国においてミストとして排出される六価クロムが厳し

く規制され始めているが、米国においてミストとして排出される六価クロ

ムが厳しく規制され始めている。このような動きと同時に技リーン調達の

気運が高まり、三価浴からのクロムめっきの採用事例が増加している。 
 
参考文献：現代めっき教本	 電気鍍金研究会 
 


