
44

高級・高機能の
8Chapter

Development of the All-Surface Plated Smart Handle through Indium-Vapor Deposition Technology

ドアハンドルに懸けた7年間

アイシン精機（株）

インジウム蒸着による
全面めっき調スマートハンドルの開発
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高級・高機能のドアハンドルに懸けた7年間
―アイシン精機（株）―

アイシン精機（株）

タッチ式の施錠／開錠は
クロームめっきだけでは誤作動を起こす

　クルマのドアの施錠／開錠から，イグ
ニッションのオン／オフまで，金属キーを
使うことなく遠隔操作で行えるリモートコ
ントロールキーは，いまや軽自動車にまで
普及するものとなっている．そのドアの施
錠／開錠については，リモートコントロー
ルキーを所持し，ドアハンドルに触れたり，
ドアハンドルのボタン操作をしたりするこ
となどによって施錠／開錠を行う手法があ
る．
　このうち，ドアハンドルに触れることで
施錠／開錠を行う方式（タッチ方式）では，
静電容量センサを所定の位置に設置し，そ
のセンサ検知範囲に伝導性のあるめっき加
飾があると，意図しない場合でもドアハン
ドルに触れた際センサが検知・稼働，すな
わち誤作動してしまうことになる．このた
め従来は，ドアハンドル全体のめっきがで
きず，センサの位置以外に限定した部分
めっきにとどまっていた（図1，2，3）．今回，
静電容量センサによるタッチ方式でありな
がら，ドアハンドル全面にめっき調を施す
ことのできる皮膜の開発が行われた．
　ドアハンドルの開発を担う，走行安全・
電子商品本部 第二電子技術部 センサ第二
グループ チームリーダーの田端 恒博は，
「ドアハンドルのクロームめっきは商品性
が高いので，静電容量センサによるタッチ
方式でめっきハンドルにできないかという
案は，かなり以前から考えてきたことです．
しかし，クロームめっきは金属の伝導性に
より，センサ部分をめっきから外さなけれ
ばならず，全体のめっきハンドルを実現で
きずにいました．

　今回，インジウム蒸着によって，クロー
ムめっき調のドアハンドルで静電容量セン
サを誤作動なく稼働させることができるよ
うになり，そのうえ車体のほかの部分のク
ロームめっきと一体感を出すとともに，意
匠性を向上させることができました」と，
永年の念願が叶ったと語る．
　ところで，アイシン精機というと機能部
品メーカーの印象があるが，
塗料や塗装，めっきなどにも
知見の豊富なメーカーであっ
た．
　第二生産技術部 先行部品
開発第二グループ 表面処理
チーム 担当員の原 崇志は，
「アイシンでは永年，塗装や
めっきといった表面処理の開
発・量産をやってきています．
その中で，クロームめっきは，
製造の工程が長く，重金属の
排水など環境面の課題もあり，
代替として何か次の手はない
かと探していました．そこか
ら，排水のない真空での蒸着
技術に目を付けたのがそもそ
もの始まりです」と，開発の
発端を話す．
　真空蒸着とは，金属や化合
物を真空の中で加熱・蒸発さ
せ，物の表面に凝着させて薄
い皮膜を形成する方法である．
「センサを誤作動させないた
めにはどうあるべきか，蒸着
のメカニズムはどうなってい
るのかなど，基礎をまず学び
ました．その過程で，今回の
インジウム蒸着以外にも，ア
ルミやスズの蒸着などいろい

ろ試してみました」と原．
「しかし，たとえばスズの蒸着は，金色っ
ぽい色に仕上がって，単体では見栄えも
悪くないのですが，車体のほかの部分が
クロームめっきなので，色の違いが目立ち，
統一感がなく，一台のクルマとしての商品
性として疑問がありました．また，電気的
性能を達成できる蒸着はどれかという点で，
インジウム蒸着に行き着いたのです」と田
端が補足する．
「携帯電話にも使われているインジウム蒸
着は，インジウムが蒸着によって島構造と
なり，金属の島が互いに離れた隙間をもつ
独立したかたちで蒸着されるので，絶縁効
果が得られます（図4）．そして，その島
構造一つひとつが光を反射するため，めっ
き調の意匠を得ることができます」と，原

ドアハンドルによる施錠／開錠はキーレスになってきている．
そのスマートハンドルに全面クロームめっき処理は使えなかった．
伝導性があるため意図せぬ接触で
誤作動を起こす可能性があったからだ．
しかしデザイン上の要求から
全面めっきの開発は続けられていた．7年間も．

図3　部分めっきタイプのセンサはサイドに設けられる

図2　部分めっきが施された従来型

図1　タッチボタンが独立した従来型

ロックセンサ検知エリア 塗装めっき

塗装
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はインジウム蒸着に行き着いた理由を話す．

クロームめっきとの色味のちがい
そしてわずかな傷も目だってしまう

　とはいえ，事は簡単ではなかった．続け
て原は，
「クロームめっき部品はクルマに多く使わ
れ，ドアハンドルだけを取り上げてみても，
ハンドルとキャップではめっきが違います．
キャップ側は絶縁が必要ないためクローム
めっきを使い，ハンドル側にインジウム蒸
着によるめっき調を施すわけですが，外観
としてキャップとハンドルは，ドアハンド
ルとして一体のものですから，異なる金属
めっきの色味をどう合わせていくかが課題
になりました．結論としては，島構造を，
ある大きさに統一して色合わせを行ってい
ます」と説明する．
　製品としての仕上げや品質の話が先に
なったが，実は，そもそも，アイシンには
蒸着用の塗料がなく，それを作ることか
ら始めなければなかった，と話すのは，材
料技術部 材料技術グループ 機能材料第2
チームの久保田 将文である．
「これまで経験のある通常の塗膜は，2
コート塗膜で，下の塗膜（アンダーコー
ト）と上の塗膜（トップコート）の間に邪
魔するものがありません．しかし，今回検
討した塗膜は，インジウムを挟んだ3コー
ト塗膜（アンダーコート＋インジウム蒸着
＋トップコート）です（図5）．インジウ
ムとアンダーコート間や，インジウムと
トップコート間には密着性がないために，
海島構造を有するインジウムの海部を介し
て，接触面積が少ないトップコートとアン

ダーコートをどう密着させるかが課題でし
た．密着させるために，トップコート中の
NCO基（イソシアネート基）とアンダー
コート中のOＨ基（ヒドロキシル基）を利
用するのですが，トップコートの硬化反応
を制御して，イソシアネート基を残存させ
ることにより，アンダーコートとの密着力

を向上させました」．
　そのうえ，さらに難題があったと久保田
は振り返る．
「通常の塗装では，擦り傷などついてもほ
とんど目立たないのですが，鏡のように光
るめっき調ですと，わずかな傷も反射して
目立ってしまいます．そこで，いかに傷が

8Chapter

　リモートコントロールキーの普及により，キーを所持していれば，ドアハンドルのセンサ部に
触れるとドアの施錠／開錠ができるスマートハンドルが実用化されている．一方，そのセンサ
部は，誤作動を防止するため絶縁性が求められ，従来は伝導性がある全面クロームめっきのド
アハンドルを実現できずにいた．今回，インジウム蒸着によりめっき調の意匠を実現することで，
全面めっきのドアハンドルを製品化することができた．真空中でのインジウム蒸着は，インジウ
ム金属が島のように独立して皮膜を形成するため，絶縁性が得られる特徴がある．しかしそれ
ゆえに，その皮膜を保護する上下の塗膜との密着性が弱く，また，他のクロームめっき部との
色調をいかに合わせるかなど，実用化へ向けて開発すべき項目が様々にあった．最終的には原
価低減をも達成し，コンパクトカーの上級車種に採用可能な，全面めっき調のスマートハンドル
を完成させることができたのである．

誤作動を避ける全面クローム調めっきハンドル

図5　皮膜構成と技術課題

アンダーコート
　課題
 ・平滑性確保

樹脂素材

In 膜（島構造金属膜）
　課題
・色調制御技術開発

トップコート
　課題
 ・アンダーコートとの密着性確保
 ・耐食性確保

島で光が反射し金属外観

光
In

島が独立し絶縁

蒸着によるInの島構造
（表面SEM像）

図4　めっき意匠と絶縁性の両立化を果たした In の独立した島構造
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つきにくい塗膜にするかに苦労しました．
　クルマを使われるお客様のご利用中に傷
がつくということもあるでしょうが，工場
での組み立て作業中に，作業員が使う軍手
の種類によっても傷がつくといったことが
起こりました．
　はじめは，傷がつき難くするために，硬
くて傷の起点が作らないようにすれば良い
と考え，硬度を高くかつ摩擦係数の低い塗
膜にしようかと考えましたが，中途半端な
硬さでは傷に対して十分ではありませんで
した．そこで発想を転換し，ある程度弾力
があり，復元性を与えれば傷がつき難くな
るのではないかと考え，最終的には柔らか
めの塗膜となっています．
　ここに至るまで，アイシンでは塗料を
作っていないので，塗料メーカーと一緒に
評価しあいながら作り上げました」．
　塗料が出来上がってきたところで，それ
をドアハンドルに蒸着する作業でも苦労が
あったと，原は話す．

「そもそも，蒸着の仕方さえ初めてのこと
で，分かりませんでした．携帯電話に蒸着
しているメーカーはありますが，その手法
は知見の塊で，極秘なのです．
　インジウム蒸着は，真空の密閉容器の中
で，タングステンのフィラメントに電気を
流し，インジウムを融かしてドアハンドル
に飛ばして付着させます．その作業をいか
に安定的に行えるかで，品質が違ってきま
す．たとえば，融けたインジウムがドアハ
ンドルに付着せずに落ちてしまうと，皮膜
の重量が変わるため，色味が違ってしまい
ます．
　ほかにも，携帯電話であれば形がそれほ
ど複雑ではありませんが，ドアハンドルは
曲面があったり，ドアを開けた際に見える
裏側にもめっき調が施されていなければな
らなかったりするため，蒸着の仕方がより
複雑で難しく，タングステンのフィラメン
トの個数や配置を何度も試行錯誤しました．
シミュレーションと実験を連携しながら詰

原 崇志 Takashi HARA

アイシン精機株式会社
第二生技開発部
先行部品開発第二グループ
表面処理チーム 担当員

「自分で発案し，最後まで携われた開
発で受賞することができ，嬉しかった
です．高い要望がありながら7 年の
歳月が掛かりましたが，社内の役員
や，社外のサプライヤーの方や設備
メーカーの方にもお祝いの声をかけ
てもらいました．また，家族も受賞
の楯を持ち帰ると『凄いね』と言って
もらえ，小学生の子供はまた新しい
開発をしているのかと聞いてくるなど，
仕事を分かってもらえたことが純粋
に嬉しかったです」

田端 恒博 Takehiro TABATA

アイシン精機株式会社
走行安全・電子商品本部
第二電子技術部 センサ第二グループ
チームリーダー

「ずっと開発に携わり，やったんだと
いう想いが一つ．一方，機能を成立
させるためのサブ的な立場での受賞
でしたので，次は自分の携わる機能
部品で受賞したいと思っています．イ
ンターネット上に写真が出たので，
子供に自慢したり，酒のネタになった
り，良かったなと嬉しく思います」

鈴木 芳征 Yoshimasa SUZUKI

アイシン精機株式会社
車体商品本部 車体技術部
ドア4G 3T チームリーダー

「受賞の知らせを頂いたときは，開発
期間中の苦労と，実車に装着された
姿を見たときの喜びがよみがえりまし
た．市場に出る直前まで問題対応に
走りまわり，正に生みの苦しみを味
わいましたが，世に送り出すことがで
きた喜びと受賞の喜びの二つを経験
できて，大変嬉しく思います．また
私個人は小さな力ですが，社内外沢
山の方々の力を結集して大きな開発
を完成させることに加わることができ
ました．貴重な経験を得ることができて，
めぐり合わせに感謝しております」

片山 幸祐 Kosuke KATAYAMA

アイシン精機株式会社
車体商品本部 車体生技部（衣浦工場駐在）
車体生準第二グループ
生準2 第2チーム担当員

「生産ライン設置の 1 年後に受賞の知
らせが届きました．その一年間，工場で
不良が出て，周りから失敗だったのでは
ないかという雰囲気もあったところに受
賞の知らせが来ました．そして本部長か
らメールが届き，みんなが失敗と言うけ
れども自分は成功だと思うと書かれてい
て，心に沁みました．受賞によって周り
の雰囲気も変わり，この開発が認められ
たのかなと思います．塗料メーカー，仕
入先の方，そして社内の OB からもメー
ルを戴きました．楯は，家に一日置いた
後，工場のロビーに飾られています」

久保田 将文 Masafumi KUBOTA

アイシン精機株式会社
材料技術部 材料技術グループ
機能材料第2チーム

「とても嬉しかったのと，いろいろな人に
感謝の気持ちでいます．7 年のプロジェ
クトでは，前任者もおり，また塗料メーカー
の方やサプライヤーの方にも感謝してい
ます．会社に入ってから表彰されること
はあまりないと思いますし，ホームページ
に写真も出て，すごく嬉しいです．自分
の励みになりました．良い仕事，良いプ
ロジェクトに出会えて感謝です」
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めていったのですが，実現してみると，蒸
着の仕方はまさに極秘の知見です．蒸着を
しているメーカーの方が教えてくれない訳
が分かりました（笑）」．

レアメタルを使った上で
原価低減も

　こうしてインジウム蒸着の技術が出来上
がってくると，次は量産の準備となる．車
体商品本部 車体生技部（衣浦工場駐在） 
車体生準第二グループ 生準2 第2チーム担
当員の片山 幸祐は，
「インジウムはレアメタルなので高価です
が，アイシン初の蒸着を実現するため，ま
ずは蒸着技術を確立させるための開発が続
きました．しかし量産するには，原価低減
も目指さなければなりません．原価を抑え
るため，塗装の工程をできるだけ短時間に
していきたい，また，傷についても不良を
出さないように製造工程で傷のつきにくい

塗料にしたいということから，材料開発の
部署へ量産を視野にしたフィードバックも
行いました．そうしないと，設備の投資額
にも影響が及びます．
　試験機を使って先行で物を作りながら，
工程を何分にすれば品質を成立させること
ができるかを材料技術部へ投げかけ，工程
時間を見極めていきました．こうして初め
て設備の開発や選択，設備メーカーの選定
や発注ができるのです」と説明する．
　加えて原は，
「さきほど，製造工程での作業やお客様の
ご利用時の傷の話が出ましたが，もう一つ，
製造時のゴミの付着も問題でした」と打ち
明ける．久保田は，
「蒸着は真空の密閉容器内で行いますが，
そこから製品を取り出して，上塗りをする
工程へ持っていく途中で，空気中の浮遊物
が付着するのです」と，ゴミ付着の様子を
説明する．そして，片山は，
「対策として，クリーンブースの部屋を作

りました．とはいえ，どこまで室内の空気
が浄化されていればよいのか，そこは設備
の価格にも響きますから，空気の浄化度と
製品の不良率を比べながら，原価目標を満
たしつつ品質を保てる清浄さを，実験から
求めていきました」と語る．
　その過程について，原は，「生産技術セ
ンターで，工場での量産前の検証をしたの
ですが，なにしろアイシン初のインジウム
蒸着でしたから，なかなか目標通りにいき
ませんでした」と，苦心の様子を語った．

製品保証の合格点は
どこにあるのか

　さて，こうして量産化の目途が立ってい
くなか，田端は，製品の良否の判定に苦慮
していた．
「最終的に，インジウム蒸着の仕上がり
が，電気的にどうであれば製品として合格
と認められるのか．その判定に苦労しまし

8Chapter
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た．出来上がった製品としてのドアハンド
ルについて，めっき調の意匠が整い，施錠
／開錠の誤作動は出ていないようであって
も，電気的にどういう性能であれば製品保
証の点で合格と言えるのか，その境界を明
らかにしなければ，自動車メーカーへ納品
できません．
　計測器で抵抗値を測ればいいのかどうな
のか，まずそこから検討が始まります．さ
らに，抵抗を測定するにしても，どこをど
のように測定すればいいのか．測定機器
は，通電テスターのようなもので測ればい
いのか．その際の端子は，どのような形で
あればいいのか．テスターの端子について
も，一般的な通電テスターの端子で薄い金
属膜の島構造の大きさを測れるのかどうか，
端子の先を輪にしたらいいのか…など．も
う試行錯誤の連続です．最終的に，4端子
を拠点としてメインの抵抗値を測り，島の
大きさを定めて，限界を求めていきました．
これ以上島が大きいと絶縁が悪くなる，と
いうように．
　なおかつ絶縁体なので，数十メガオーム
という微妙な抵抗値の差を探し出し，境界
を線引きするまでにはかなり時間を要しま
した」．
　加えて，原は，「絶縁の悪い状態も試し
てみないと境界が分かりませんから，イン
ジウム蒸着では島構造ができてしまうので，
同じように真空中で金属を付着させるス

パッタリングで皮膜を作ったものを田端に
渡し，悪い条件の見極めに利用してもらう
こともやりました」と言うのである．
　ほかにも，インジウム蒸着によるドアハ
ンドルのめっき調は自動車メーカーにとっ
ても初採用となるため，品質保証の点でど
のような規格を設けるかも，製品完成後の
納入段階で山場になった．傷つきについて
も，見た目の評価が主体で数値化するのが
難しく，議論を重ね，自動車メーカーと互
いの合意を得る必要があったという．さら
に，極低温時に凍ったドアハンドルをス
コップで叩くお客様もあると聞き，北海道
で試すといったことも行われた．
　アイシンにとって初挑戦というインジウ
ム蒸着で，完成までには多くの関係者の協
力が不可欠であり，改めて片山は，
「関連する製造部や生産技術部，また，仕
入れ先や，アイシンの関連グループ企業な
ど，多くの人たちに感謝の気持ちを伝えた
い」と，語る．
　この開発を通じて，原は，「第二生技開
発部は，先行開発をしているので，開発課
題を出す際に製造段階で起こりそうな不具
合や設備の保守管理の容易さなどまで目が
行き届きにくいところがこれまではありま
した．今回は，企画段階から蒸着の設備仕
様や，不具合などについてもかかわらせて
もらい，生産までを経験できましたので，
今後の開発では，ほかの工程の部署に迷惑

を掛けずに済む開発を心がけていきたいと
思います」と語る．
　片山は，「この開発を経験することで，
これまで以上に他社を意識するようになり
ました．インジウム蒸着をアイシンのナン
バーワン製品として今後も位置付けられる
よう，技術的には特許を取得していますが，
さらに品質を高め，原価低減を行っていき
たい．技術革新ができるよう挑戦していき
たいです」と話す．
　久保田は，「これまであまり他部署の人
を知りませんでしたが，商品化へ向けた開
発を通じ，生技，電技，設計，工場の品質
課など，様々な部署の人たちと顔見知りに
なれ，いい人間関係を築けました．また，
納入先の自動車メーカーからも出来栄えに
感謝され，私自身もみなさんに感謝の気持
ちをもてる開発となりました」
　そして田端は，「7年ほど掛かる長いプロ
ジェクトでした．ハンドル全体がめっき調
であることへの要望はずっと高かったので，
時間はかかっても，やり切れば市場に出せ
るという体験をすることができました」と
感慨深げである．
　このタッチ方式でドアの施錠／開錠を実
現する全面めっき調ドアハンドルは，コン
パクトカーの上級車種や高級車に採用され，
高い商品性と原価を両立した成果となって
いる（図6，7）．

図7　各種ハンドル意匠．奥からボタン式，部分めっき，全面めっき調ハンドル図6　静電容量式スマートハンドル
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