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π メッキ 槽の 電解液︒使用用途 や 母材の
素材︑処理工程によってさまざまな電解液
でメッキ 処理されるのだ︒写真は銅メッキ
の電解液だ

ニッケル

ニッケル

モノによっては全行程で

π 厚みのあるカウルであれば
メッキすることも可能だ。薄い
と分厚いメッキの重さで形状
が若干変化することがあり、取
り付けに加工を要する場合が
ある

ø ハンドルまわりのワンポイントとし
てマスターシリンダーもお勧め。高級
感 ／ 所有感の高いアイテムに変身
することができるのだ

クロームメッキの他に亜鉛メッキも外観
に高いインパクトを与えるメッキ処理で、
主にネジ類に使われることが多い。亜
鉛メッキは後処理によって着色が異なり
複数色存在 する。 写真 は 青白色 で 化
成皮膜処理のユニクロといわれるモノ。
ひと味変わったメッキをしたいときには
お勧めである
å東京都品川区西五反田5-23-14
†03-3491-7479
uhttp://www.nakarai.co.jp

絶縁

1

数種類の溶液に付けて行なうだけに、メッキ処理できないパーツもあ
る。サイレンサーは消音材であるグラスウールがネックとなるのだ。液
抜けが悪いうえに、いろんな薬品によって化学反応を起こしてしまう
から。そのほかに、中古のタンクは基本的に不可となる。塗装を剥が
す際、パテが盛ってあると一緒に取れてしまうためだ。さらに、ウレタ
ンが入っているスイングアームはサイレンサーと同様に化学反応を起
こす可能性があるので基本的にメ
ッキは行なえない。
昭和 35 年創業し、鏡面仕上げを
中心とした装飾性の高いメッキ
処理を行なっている。高い技術
を持った職人 が 数多く在籍し、
対業者の依頼から一般ユーザー
からの依頼まで受け付けている
数少ないメッキ専門店だ

スプロケット
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響するのです﹂

20

ボルト類は亜鉛メッキ
メッキ工房NAKARAI

電解液

メッキ処理ができないパーツ
取材協力

電極板

絶縁

独特な輝きを放つメッキの
決め手は丁寧な下地処理
鏡面仕上げの表面にする場合、バフ掛け
を行なう。これはメッキの定着具合と表
面状態で変わってくる。仮に表面が梨地
となっている場合は、仕上がりも下地の
状態がそのまま残るのだ。このタイプの
ホイールだと約 10 時間はバフ掛けされる。
その後、メッキした後に、さらに約1〜2時
間研磨を行なう。ツヤ消しや光沢などの
仕上がりの表面状態は母材の表面研磨の
具合によって左右されるのだ
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代表に就任してからバイクパ
ーツのメッキ処理に着手し、6
層メッキなどの新 たな手法
を世に打ち出してきたメッキ
処理のエキスパート。趣味の
ジェットスキーでは、車両にメ
ッキ処理したパーツを装着し
ているそうだ

メッキ処理
‘ メッキには電気メッキと無電解メッキ、真空蒸着
の方法がある。バイクパーツの場合、密着の問題な
どで電気メッキがいいそう。メッキ金属（＋）
と被メッ
キ金属板（−）の間に電流を流すことによりメッキを
付着させる。メッキ金属棒中の金属イオンが被メッ
キ物に移動して表面に付着させるのだ

半井雅輝氏

金属の膜で対象物をカバー
パーツの性能を維持する役割を持つメッキ処理だが、表面に金属の膜を覆
うため、ドレスアップ効果の高い手法として広く知られている。愛車をより
輝かせたいなら、メッキ処理するのも選択の一つだ。ここではメッキ処理
の真相にせまっていこう
メッキ液

メッキ工房NAKARAI 代表

SECTION 2

仕上がりを大きく
左右する下処理

