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1　はじめに
プラスチック製品の多くは，塗装やメッキが施

されている。シルバー色のザラザラ表面のノート
型パソコン本体には，塗装されており，スマート
フォンの裏面には，細かい模様のフィルムが貼ら
れている。

このような装飾は，プラスチック製品の付加価
値を大きく増加させるキーテクノロジーである。
また，装飾・加飾に使われる資材やフィルムや塗
料は，実は日本の企業が大きなシェアをもってい
る分野の一つでもある。弊事務所では，いくつか
の企業と連携して，装飾・加飾技術をアジア各国
と世界中に展開する支援を行っている。展開を
図っている技術について簡単に説明し，実際に
行った幾つかの活動について紹介する。

2　展開した装飾・加飾技術
本稿で紹介する技術は，優れた金属調の装飾・

加飾を実現する銀鏡塗装法と，その表面を保護す
るためのコーティング材である。

2.1　銀鏡塗装技術
銀鏡塗装は，よく知られた銀鏡反応を活用し

て，極めて輝度の高い金属表面を創成する塗装技
術である1）-3）。蒸着やメッキとは違って，スプ
レーガンを使った塗装処理で，鏡のような金属膜
を作製することができる。塗装処理のため，蒸着
やメッキのように処理対象物に大きさの制限がな
く，車一台丸ごと処理することも可能である。図
1にスプレー処理の概念図を示す。このように，
銀イオン（Ag＋）が溶けた水溶液と還元液を同
時に噴霧して，対象物表面でAg＋の還元反応を
行う。
写真1に作製した銀鏡塗装処理品の一例を示

す。このように立体に処理することもできる。

2.2　銀鏡塗装技術の動向
銀鏡塗装はかなり古くから開発されてきた。

30年程前に基本的な技術が構築され，工業的な
展開も探られた。同時に大きな課題も明らかに
なった。すなわち，銀という材料の劣化である。
よく知られたように，銀食器は空気中の酸素や微
量の硫黄化合物などによって劣化して，輝きを
失ってしまう。このため，銀鏡塗装では表面保護
コーティングを施して劣化防止を図る。実際の産
業利用では，この劣化の懸念がとても大きな課題
となっていた。
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もう一つの大きな問題として，黄変が指摘され
ている。原因は明らかではないがAg膜のごく表
面部分のわずかな劣化であると考えられており，
経年変化として，わずかに黄色みがかってしまう
ことがしばしば発生する。

本銀鏡塗装技術では，これらの懸念点を解決し
ている。まず，最大の懸念点である劣化につい
て，（1）銀膜表面に安定化添加剤，（2）下地材
への密着力強化添加剤，の2つの対策を実施して
いる。これらは銀鏡塗装のプロセスを変えたり，
複雑化したりすることなく劣化防止機能を効果的
に発揮する。

また，黄変については銀鏡塗装プロセスを細部
まで見なおして改善した。使用する各資材の精度
を向上させることにより黄変を抑制し，黄変防止
のための添加剤を開発した。

これらの改善を施した結果，本銀鏡塗装処理膜
は様々な産業分野で活用可能な耐久性を得ること
ができた。

2.3　自己修復コーティング材
銀鏡塗装によって作製した金属装飾・加飾の表

面では特に擦り傷のようなものが目立つことがあ
る。従来，硬いコーティング膜を形成させること
で対策していたが，このような硬い膜は，同時に
脆く割れやすい。

そこで最近では，キズが自動的に消え去るよう
な，いわゆる自己修復機能をもつコーティング材
が使われている。自己修復コーティング膜は，初
期の平滑な形状を“記憶”した形状記憶ポリマー
として機能し，擦り傷を“修復”する。
図2にウレタン系ポリマーブレンド材を高架橋

した自己修復コーティング材の修復の原理を説明
する図を示す。自己修復コーティング膜に擦り傷
がつくということは図2（左）に示すように，
コーティング膜に荷重がかかって凹んだ状態に相
当する。ここで荷重を除荷すると，図2（中央），

（右）のように自己修復コーティング膜が初期の
形状，キズがない状態に復帰し，自己修復する。

2.4　自己修復コーティング材の動向
キズ防止に自己修復コーティング技術を活用す

るアイデア自体は，かなり前から知られており，
2000年代に入った頃，初期の製品が提示され
た。しかし，形状記憶ポリマーの形状記憶機能，
すなわち安定に修復する機能を重視するため，修
復速度に課題があった。例えば，冬の寒い時期
や，室外などでは修復させるために暖めるなどの
なんらかのサポート処理が必要となる。このよう
な自己修復コーティング材では，キズが付いた状
態が長くなり，自己修復の基本的な機能である

“キズがない状態”を保つことができない。いず

写真1　銀鏡処理による鏡面創成の例

図1　銀鏡塗装によるAg膜創成プロセス
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れ“キズが直る”かもしれないが，それまではキ
ズが付いた状態になってしまう。

本自己修復コーティング材では，ポリマーブレ
ンド技術と架橋形成技術を改善して，一般的な室
温状態で数秒程度の修復時間を実現した。具体的
には，ガラス転移点の低いポリマーと変性ポリア
クリレートを組合せ，特殊ポリオールが鎖状結合
を形成して架橋点となる網目構造弾性体である。
このようにして，柔軟でかつ表面活性を持つ自己
修復体を最適化・開発した。

また，10 ℃以下の低温状態でも概ね室温と変
わりない修復機能を実現している。この自己修復
コーティング材であれば，産業用の資材として十
分に展開可能である。

3　装飾・加飾技術の展開
創造工学研究所は複数の技術士事務所の連合体

である。それぞれの専門とする領域を踏まえて，
製造販売事業者と連携し，継続的に支援を行って
きた。

3.1　日本国内への展開
銀鏡塗装はその歴史的な背景もあって課題点が

強調されるきらいがあった。そこで，塗装や加飾
の業界誌に積極的に記事を投稿した。このよう
な，メディアを積極的に活用した製品販売支援は
極めて有効であると考えている。参考文献1）-3）

には2006年の記事を示したが，これ以降も毎
年のようにメディア活用支援を実施しており，約
8年間で10件の記事を掲載している。また，各
種のセミナーにおいて講師として本技術を紹介し
ている。

これらのメディア活用は，近年のインターネッ

トの発展によってより効果的となっている。イン
ターネットに掲載された実績は，そのイベントや
記事などが終了した後であっても検索の対象とし
て残っているため，いろいろな検索エンジンに
よって検索され，実績として参照されている。

3.2　英語圏への展開
日本国内への展開は日本語を使っているが，日

本語の資料では，大きな市場展開に至る可能性は
それほど期待できない。そこで，英語圏への展開
も行っている。

材料に関する世界最大の国際会議として知られ
るMaterial Research Society（MRS）にて講
演し，Proceedingsを掲載した4）-6）。MRSは毎
年春のサンフランシスコと秋のボストンの2回の
大きな大会が開催される。春の大会には継続的に
投稿し，講演を行っており，Proceedingsへの
掲載にむけてチャレンジしている。

3.3　韓国への展開
著者は日韓技術士交流実行委員として継続的に

活動している。毎年のように韓国を訪問し，また何
人かの知己を得ることができた。特に，日韓技術
士国際会議は隔年で韓国において開催され，会議
会場ではポスターセッションが設定されている。
これを活用し，銀鏡塗装技術について紹介を行っ
てきた。技術士会議であり，事業に直結すること
も難しいが，可能性を見出すべく継続している。

日本と韓国には交流を促進する経済界同士の交
流があり，よく知られているものとして，日韓財
団と韓日財団の交流事業がある。これは，日本と
韓国の政府レベルが共催として参加する大規模な
ものである。その一部として，技術相談会が開催

図2　自己修復コーティング材の原理
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されており，著者にも時々照会がある。全てに銀
鏡塗装技術が関連し，活用ができるものではない
が，機会を得ては紹介を進めている。

このような韓国と日本の間では，民間ベースで
も技術照会が時々持ち込まれる。インターネット
を経由したものや，個人的な知己をたどってきた
ものもある。これらにも機会を得ては銀鏡塗装や
自己修復コーティング材を紹介している。

3.4　中国への展開
数年前，インターネット経由で装飾・加飾の講

師を上海の企業が主催するセミナーで依頼を受け
た。この機会を活用して，銀鏡塗装技術を紹介し
た。本銀鏡塗装は極めて優れた光沢を実現するだ
けでなく，着色も自由である。このため，中国の
人には好評であると想像して，最初の上海でのセ
ミナーでデモストレーションを行った。これは大
きな反響だったものの，課題も浮かび上がった。
すなわち，中国語の壁と物流の壁である。ビジネ
スとして実現するには，共通の言語が必要であ
り，塗料のような化成品では，実際に輸出入処理
と，そして代金回収が必須になる。

上海でのセミナーは毎年継続しており，2014
年で5回を重ねている。2014年は課題を解決
するべく台湾の方と連携して，メディア活用展開
を進めている。すなわち，中国の業界雑誌に銀鏡
塗装と自己修復コーティング材の記事を掲載する
もので，現在進行中である。

3.5　世界に向けて
最近，ある国の企業から銀鏡塗装と自己修復

コーティング材の照会を得た。これは，MRSの
成果と考えているが，英語圏に向けて展開した記
事を読んで，照会してきたものと思われる。これ
から積極的に進めていく計画であり，創造工学研
究所の連携が大きく発揮されると思う。創造工学
研究所には外資系商社での経歴を持つ方もおり今
後，銀鏡塗装と自己修復コーティング材のメー
カーと連携を密にとって，継続的に支援を進め，
マルチノードの連携構築を期待している。

4　まとめ
技術士事務所の連合体として，創造工学研究所

の継続的な連携構築を紹介した。全てにおいて計
画をもって進めてきたものではなく，結果的に連
携構築となったものもある。また，成果を得るこ
となく終了したことも多数経験し，ときには意気
消沈することもある。

しかし，飽きることなく継続すること，チャレ
ンジと機会を捉える気合いをもって進む以外に選
択はないと考えている。創造工学研究所の各員と
の議論を経て，今後も進めていこうと考えている。
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