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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
鋼板を、４価のＶ化合物の１種以上を３～１５０ｇ／ｌと、
リン酸、リン酸塩、ポリリン酸塩、重リン酸塩のいずれか１種以上からなるｐＨ調整剤を
３～１５０ｇ／ｌと、を含有し、ｐＨが１～６である、クロムを含まない表面処理液中で
、浸漬処理あるいは電解処理することを特徴とする表面処理鋼板の製造方法。
【請求項２】
前記表面処理液が、さらに、Ｍｏ化合物、Ｔｉ化合物、Ｚｒ化合物のいずれか１種以上を
含有したものであることを特徴とする、請求項１に記載の表面処理鋼板の製造方法。
【請求項３】
前記表面処理液中で浸漬処理あるいは電解処理した後、さらに無機処理または有機処理を
施すことを特徴とする、請求項１又は２に記載の表面処理鋼板の製造方法。
【請求項４】
前記電解処理において、電流密度を０．５～１００Ａ／ｄｍ２とすることを特徴とする、
請求項１～３のいずれかに記載の表面処理鋼板の製造方法。
【請求項５】
前記４価のＶ化合物が、フッ化バナジウム、塩化バナジウム、酸化バナジウム、酸化硫酸
バナジウムのいずれか１種以上であることを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載
の表面処理鋼板の製造方法。
【請求項６】
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前記鋼板が、Ｚｎめっき鋼板であるか、Ｚｎを含む合金めっき鋼板であるか、あるいはＺ
ｎを含む複合めっき鋼板であることを特徴とする、請求項１～５のいずれかに記載の表面
処理鋼板の製造方法。
【請求項７】
４価のＶ化合物の１種以上を３～１５０ｇ／ｌと、
リン酸、リン酸塩、ポリリン酸塩、重リン酸塩のいずれか１種以上からなるｐＨ調整剤を
３～１５０ｇ／ｌと、を含有し、ｐＨが１～６である、クロムを含まない表面処理液中で
浸漬処理あるいは電解処理し、鋼板上にＶの酸化物または水酸化物を含有する表面処理皮
膜を被覆してなる表面処理鋼板。
【請求項８】
前記表面処理液が、さらに、Ｍｏ化合物、Ｔｉ化合物、Ｚｒ化合物のいずれか１種以上を
含有したものであり、
鋼板上にＶの酸化物または水酸化物と、
Ｐ、Ｍｏ、Ｔｉ、またはＺｒの１種以上と、
を含有する表面処理皮膜を被覆してなることを特徴とする、請求項７に記載の表面処理鋼
板。
【請求項９】
前記表面処理液中で鋼板を浸漬処理あるいは電解処理した後、さらに無機処理または有機
処理を施したものであることを特徴とする、請求項７又は８に記載の表面処理鋼板。
【請求項１０】
前記４価のＶ化合物が、フッ化バナジウム、塩化バナジウム、酸化バナジウム、酸化硫酸
バナジウムのいずれか１種以上であることを特徴とする、請求項７～９のいずれかに載の
表面処理鋼板。
【請求項１１】
前記鋼板が、Ｚｎめっき鋼板であるか、Ｚｎを含む合金めっき鋼板であるか、あるいはＺ
ｎを含む複合めっき鋼板であることを特徴とする、請求項７～１０のいずれかに記載の表
面処理鋼板。
【請求項１２】
前記鋼板が、Ｓｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌのいずれかの金属１種をめっきしためっき鋼板であ
るか、前記いずれかの金属２種以上からなる合金をめっきした合金めっき鋼板であるか、
あるいは前記金属２種以上を含有する複層めっきを施した複層めっき鋼板である、請求項
７～１０のいずれかに記載の表面処理鋼板。
【請求項１３】
前記無機処理皮膜または有機処理皮膜の厚みが０．１～５μｍであることを特徴とする、
請求項９～１２のいずれかに記載の表面処理鋼板。
【請求項１４】
請求項７～１３のいずれかに記載の表面処理鋼板の上層に有機樹脂を被覆してなる樹脂被
覆表面処理鋼板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、Ｚｎめっき鋼板などに防錆性、および皮膜密着性に優れた保護皮膜を被覆して
なる表面処理鋼板の製造方法、表面処理鋼板、およびその表面処理鋼板に有機樹脂を被覆
してなる樹脂被覆表面処理鋼板に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、鋼板、特にＺｎめっき鋼板の分野においては、防錆性およびその上に形成される塗
膜や樹脂層などとの密着性を向上させるために、鋼板をリン酸塩やクロム酸塩を含む溶液
中で表面処理し、リン酸塩皮膜やクロメート皮膜などの保護皮膜を形成させている。しか
し、リン酸塩皮膜を形成させた鋼板は耐食性に乏しく、塗膜や有機樹脂を被覆しない場合
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に錆を生じやすい。また、塗膜や有機樹脂を被覆した場合、密着性、特に加工時の密着性
が不十分である。
クロメート皮膜は、電解を伴わない浸漬処理や塗布処理、電解処理などの方法を用いて鋼
板上に形成され、リン酸塩皮膜よりも塗膜や有機樹脂を被覆しない場合の防錆性や、塗膜
や有機樹脂を被覆した場合の密着性、および加工時密着性に優れている。しかし、電解を
伴わない浸漬処理や塗布処理で形成されるクロメート皮膜中には有害な６価クロムが含有
されており、人体や環境に対して好ましくない影響を与える。また電解処理による電解ク
ロメート皮膜は有害な６価クロムを含む溶液を用いて行われ、さらに電解作業中に発生す
るクロム酸ミストは作業環境に好ましくない影響を与える。
このように、クロメート皮膜を施した鋼板は防錆性や加工密着性に優れ、そのため多方面
で重用されているが、人体や環境に対して好ましくない影響を与える可能性を有している
ため、優れた防錆性や加工密着性を有するクロメート皮膜に替わる処理皮膜が求められて
いる。その一例として、特公昭６２－３０２６５号公報は、リン酸と、酸可溶性亜鉛化合
物として酸化亜鉛と、重金属促進剤および／または結晶リファイナーと、ホスホナート腐
食防止剤としてアミノトリス（メチレン－ホスホン酸）、及び水からなる組成物、さらに
その組成物で金属部品をコーティングすることを開示しており、耐食性、および塗料密着
性が向上することが記載されている。上記の特公昭６２－３０２６５号公報において、重
金属促進剤としてバナジウム、チタニウム、ジルコニウム、タングステンおよびモリブデ
ン化合物があげられ、具体的にはモリブデン酸アンモニウム、またはメタバナジウム酸ア
ンモニウムを用いることが記載されている。また結晶リファイナーとしてニッケル、コバ
ルト、マグネシウムまたはカルシウムの酸可溶性塩があげられ、具体的には硝酸ニッケル
、硝酸カルシウム、または硝酸コバルトを用いることが記載されている。しかし、上記の
特公昭６２－３０２６５号公報に記載された組成物を用いて亜鉛めっき鋼板などの金属板
に処理皮膜を形成させても、得られた表面処理金属板の特性、特に表面処理金属板に有機
樹脂皮膜を被覆した有機樹脂被覆金属板における皮膜の密着性、とりわけ加工密着性は、
従来のクロメート処理皮膜を形成させた表面処理金属板に及ばない。また亜鉛めっき鋼板
に適用した場合は耐白錆性に乏しい。
本発明は、クロメート処理を施した表面処理鋼板に替わる、耐食性、および有機樹脂皮膜
の加工密着性に優れた表面処理鋼板の製造方法、表面処理鋼板、および表面処理鋼板に有
機樹脂を被覆してなる樹脂被覆表面処理鋼板を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【０００３】
（１）本発明の表面処理鋼板の製造方法は、
鋼板を、４価のＶ化合物の１種以上を３～１５０ｇ／ｌと、
リン酸、リン酸塩、ポリリン酸塩、重リン酸塩のいずれか１種以上からなるｐＨ調整剤を
３～１５０ｇ／ｌと、を含有し、ｐＨが１～６である、表面処理液中で、
浸漬処理あるいは電解処理することを特徴とする。
（２）本発明の表面処理鋼板の製造方法は、前記（１）において、
前記表面処理液が、さらに、Ｍｏ化合物、Ｔｉ化合物、Ｚｒ化合物のいずれか１種以上を
含有したものであることを特徴とする。
（３）本発明の表面処理鋼板の製造方法は、前記（１）又は（２）において、
前記表面処理液中で浸漬処理あるいは電解処理した後、さらに無機処理または有機処理を
施すことを特徴とする。
（４）本発明の表面処理鋼板の製造方法は、前記（１）～（３）のいずれかにおいて、
前記電解処理において、電流密度を０．５～１００Ａ／ｄｍ２とすることを特徴とする。
（５）本発明の表面処理鋼板の製造方法は、前記（１）～（４）のいずれかにおいて、
前記４価のＶ化合物が、フッ化バナジウム、塩化バナジウム、酸化バナジウム、酸化硫酸
バナジウムのいずれか１種以上であることを特徴とする。
（６）本発明の表面処理鋼板の製造方法は、前記（１）～（５）のいずれかにおいて、
前記鋼板が、Ｚｎめっき鋼板であるか、Ｚｎを含む合金めっき鋼板であるか、あるいはＺ
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ｎを含む複合めっき鋼板であることを特徴とする。
（７）本発明の表面処理鋼板は、
４価のＶ化合物の１種以上を３～１５０ｇ／ｌと、
リン酸、リン酸塩、ポリリン酸塩、重リン酸塩のいずれか１種以上からなるｐＨ調整剤を
３～１５０ｇ／ｌと、を含有し、ｐＨが１～６である、表面処理液中で浸漬処理あるいは
電解処理し、鋼板上にＶの酸化物または水酸化物を含有する表面処理皮膜を被覆してなる
ことを特徴とする。
（８）本発明の表面処理鋼板は、前記（７）において、
前記表面処理液が、さらに、Ｍｏ化合物、Ｔｉ化合物、Ｚｒ化合物のいずれか１種以上を
含有したものであり、
鋼板上にＶの酸化物または水酸化物と、
Ｐ、Ｍｏ、Ｔｉ、またはＺｒの１種以上と、
を含有する表面処理皮膜を被覆してなることを特徴とする。
（９）本発明の表面処理鋼板は、前記（７）又は（８）において、
前記表面処理液中で鋼板を浸漬処理あるいは電解処理した後、さらに無機処理または有機
処理を施したものであることを特徴とする。
（１０）本発明の表面処理鋼板は、前記（７）～（９）のいずれかにおいて、
前記４価のＶ化合物が、フッ化バナジウム、塩化バナジウム、酸化バナジウム、酸化硫酸
バナジウムのいずれか１種以上であることを特徴とする。
（１１）本発明の表面処理鋼板は、前記（７）～（１０）のいずれかにおいて、
前記鋼板が、Ｚｎめっき鋼板であるか、Ｚｎを含む合金めっき鋼板であるか、あるいはＺ
ｎを含む複合めっき鋼板であることを特徴とする。
（１２）本発明の表面処理鋼板は、前記（７）～（１０）のいずれかにおいて、
前記鋼板が、Ｓｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌのいずれかの金属１種をめっきしためっき鋼板であ
るか、前記いずれかの金属２種以上からなる合金をめっきした合金めっき鋼板であるか、
あるいは前記金属２種以上を含有する複層めっきを施した複層めっき鋼板であることを特
徴とする。
（１３）本発明の表面処理鋼板は、前記（７）～（１２）のいずれかにおいて、
前記無機処理皮膜または有機処理皮膜の厚みが０．１～５μｍであることを特徴とする。
（１４）本発明の樹脂被覆表面処理鋼板は、前記（７）～（１３）のいずれかの表面処理
鋼板の上層に有機樹脂を被覆してなることを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００４】
本発明の製造方法で用いられる表面処理液は、皮膜を形成させる主要成分として４価のＶ
化合物とｐＨ調整剤を用いたものであり、さらに、その液に水溶性のＭｏ化合物、Ｔｉ化
合物、Ｚｒ化合物のいずれかを積極的に添加したものである。また、本発明の製造方法は
、この表面処理液を用いて得られる表面処理皮膜の上層に、さらに無機処理または有機処
理を施し無機処理皮膜または有機処理皮膜を形成させる工程を有する。
一般に、鋼板上やめっき鋼板上には、表面特性を改善するために化成処理が施されている
。化成処理としては、リン酸塩処理やクロメート処理が実施されることが多い。しかし、
リン酸塩処理皮膜は多孔質であり、鋼板上に皮膜を形成させた場合、耐食性に乏しい。そ
の改善策として、リン酸塩皮膜中にクロメートを取り込むことが従来より実施されており
、これまでにも多用されてきた。また、耐食性を重要視し、クロメート皮膜のみを形成さ
せる単独のクロメート処理も実施されているが、上記したように環境に有害な影響を与え
る恐れがあり、クロメート処理に替わる化成処理が試みられている。しかし、これらの化
成処理では、いずれもクロメート皮膜と同等以上の特性を示す皮膜は得られなかった。
本発明においては、クロメート処理に替わる処理として、４価のＶ化合物の１種以上をリ
ン酸塩などのｐＨ調整剤を用いて、好ましくはｐＨが６以下の酸性溶液に調整し、この表
面処理液を用いて得られる４価のＶの水和酸化物を主成分としＰを含有する処理皮膜とす
るか、または、上記の処理液にさらに水溶性のＭｏ化合物、Ｔｉ化合物、Ｚｒ化合物のい
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ずれかを添加する。この表面処理液を用いて、Ｍｏ、Ｔｉ、またはＺｒの酸化物または水
和酸化物（以下、酸化物と水和酸化物を総称して水和酸化物という。）を上記皮膜中にさ
らに取り込むことにより、クロメート処理皮膜と同等以上の皮膜特性を有する表面処理鋼
板が得られる。
この理由についてはよく分からないが、上記のＶを４価の状態で表面処理液に含有させる
ことにより、鋼板と接触した際や鋼板を電解処理した際に、鋼板表面近傍の表面処理液の
ｐＨが上昇して緻密なゾル状の水和酸化物が形成され、さらに表面処理液にＰ化合物や水
溶性のＭｏ化合物、Ｔｉ化合物、Ｚｒ化合物などが含まれると、Ｖと同様な皮膜生成挙動
によってこれらの化合物がＶゾル中に取り込まれ、防錆性に優れた難溶性ゲル皮膜が形成
されるものと考えられる。
特に前記鋼板がＺｎ系のめっき鋼板である場合は、めっき皮膜中のＺｎや合金元素と結び
ついて、ＶとＰ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｚｒなどの添加元素とが主に皮膜の骨格をなす成分となり
、この皮膜が優れた防錆性を有するものとなると考えられる。
本発明においては、上記のようにして得られる表面処理皮膜の上層に、さらに無機処理ま
たは有機処理を施し薄い無機処理皮膜または有機処理皮膜を形成させることにより、耐食
性および塗膜密着性をより向上させることができる。以下、本発明について詳細に説明す
る。
【０００５】
まず本発明の製造方法に用いる表面処理液について説明する。表面処理液は、４価のＶ化
合物とリン酸塩などのｐＨ調整剤を含有する水溶液である。または、その水溶液にさらに
水溶性のＭｏ化合物、Ｔｉ化合物、Ｚｒ化合物の１種以上を加えた水溶液である。また、
表面処理液の安定化やめっき性を改善するために一般に使用されている電導度を向上させ
るための添加剤や界面活性剤、特に高分子状界面活性剤を添加することもできる。
４価のＶ化合物としては、特に制限するものではないが、一般に入手しやすいフッ化バナ
ジウム、塩化バナジウム、酸化バナジウム、二塩化酸化バナジウム、二臭化酸化バナジウ
ム、酸化硫酸バナジウムなどのいずれか１種以上を用いることが好ましく、特に酸化バナ
ジウムは酸に容易に溶解させることができるので好ましい。
これら４価のＶ化合物の表面処理液中での含有量の総量は、３～１５０ｇ／ｌ、好ましく
は５～５０ｇ／ｌである。３ｇ／ｌ未満の場合は皮膜の生成量が少なく、良好な皮膜特性
が得られない。１５０ｇ／ｌを超えると、皮膜の色調が変化し、皮膜の加工密着性も低下
する。濃度を増した表面処理液は、処理時に鋼板に付着して持ち出される量が増加し、４
価のＶ化合物は薬品が高価であるので経済な観点からも高濃度とすることは好ましくない
。
【０００６】
本発明においては、表面処理液のｐＨ調整剤として、リン酸、リン酸塩、ポリリン酸塩、
重リン酸塩などのＰ化合物のいずれか１種以上を用いることが好ましい。重リン酸塩には
、重リン酸アンモニウム、重リン酸ナトリウム、重リン酸カルシウム、重リン酸マグネシ
ウム、重リン酸アルミニウムなどが含まれる。これらのＰ化合物は、ｐＨ調整剤として作
用するばかりでなく、Ｐが処理皮膜中に取り込まれることにより、防錆性が向上するとい
う効果がある。これらＰ化合物をｐＨ調整剤として用いる場合の表面処理液中の含有量は
、３～１５０ｇ／ｌ、好ましくは５～５０ｇ／ｌとすることが好ましい。３ｇ／ｌ未満の
場合は皮膜の生成量が少なく、良好な皮膜特性が得られない。１５０ｇ／ｌを超えると皮
膜の加工密着性が低下する。さらに、処理時に鋼板に付着して持ち出される量が増加する
ので経済的でなくなる。
表面処理液は、ｐＨ１～６の範囲、好ましくはｐＨ２～４の範囲にあることが好ましい。
ｐＨ１未満の場合は皮膜の析出効率が低下し、十分な厚さの皮膜が得られにくい。一方、
ｐＨ６を超えると処理液が不安定になる。表面処理液のｐＨは、アンモニア水、水酸化ナ
トリウム、炭酸ナトリウムなどのアルカリ性物質、または塩酸、硫酸、硝酸などの酸性物
質を添加しても調整可能であるが、リン酸塩など上記のＰ化合物を用いると皮膜特性を改
善する効果がある。表面処理液の温度は２０～５０℃の範囲が好ましい。
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上記の表面処理液に、水溶性のＭｏ化合物、Ｔｉ化合物、Ｚｒ化合物を１種以上添加する
と、耐食性を改善する効果があるので好ましい。これらの化合物としては、オキシ硫酸モ
リブデン、硫酸チタニル、硫酸ジルコニルなど、４価の酸化硫酸塩やモリブデン酸アンモ
ニウム、チタン酸アンモニウムなどが含まれる。処理液中の含有量は、前記の４価のＶ化
合物とこれらのＭｏ化合物、Ｔｉ化合物、またはＺｒ化合物との総量で、３～１５０ｇ／
ｌの範囲、好ましくは５～５０ｇ／ｌの範囲とする。３ｇ／ｌ未満の場合は皮膜の生成量
が少なく、良好な皮膜特性が得られない。１５０ｇ／ｌを超えると、皮膜の色調が変化し
、また皮膜の加工密着性が低下する。
また、高濃度の場合は、薬品が高価であるので、処理時に鋼板に付着して持ち出される量
が増加し、経済的でなくなる。
【０００７】
上記のようにして作成した表面処理液を用いて鋼板上に表面処理皮膜を形成する。処理方
法としては浸漬処理、陰極電解処理のいずれも可能である。浸漬処理の場合、１～６０秒
の浸漬処理、好ましくは２～１０秒の浸漬処理で十分な厚さの処理皮膜が得られる。６０
秒以上浸漬しても皮膜の厚さはそれ程増加しない。
電解処理の場合は短時間で厚い皮膜が得られ、電流密度を０．５～１００Ａ／ｄｍ２とす
ることが好ましい。電流密度が０．５Ａ／ｄｍ２未満では皮膜の成長に時間がかかり過ぎ
て短時間で厚い皮膜を得ることができない。電流密度は表面処理液のｐＨの影響を受ける
が、ｐＨ６の場合、１００Ａ／ｄｍ２を超えるとヤケを生じ、均一な皮膜が得られない。
また表面処理皮膜が厚くなると、加工密着性が低下する。
上記のようにして鋼板上に表面処理皮膜を形成させることができるが、この表面処理皮膜
の上層に、無機処理または有機処理を施しさらに薄い無機処理皮膜または有機処理皮膜を
形成させることもできる。上記無機処理のための処理液としては、結合剤としてアルカリ
金属塩、酸性金属塩、コロイド金属酸化物、金属アルコキシド、金属アシレート、有機／
無機ハイブリッド樹脂などの水溶液が用いられる。上記有機処理のための処理液としては
、エポキシ系、ポリエステル系、ウレタン系、アクリル系の生成樹脂やエマルジョン樹脂
、ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル系樹脂の有機溶媒溶液が用いられる。また、上記無
機処理と有機処理を組み合わせて形成してもよい。さらに、上記無機処理や有機処理のた
めの処理液に、コロイダルシリカ、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエチレンワックス
、シランカップリング剤又はクロム非含有防錆剤や、防黴性、光触媒性などの機能性を付
与する添加剤の１種以上を含ませることができる。
【０００８】
これらの無機処理または有機処理の方法としては、ロールコート法、スプレー法、有機樹
脂溶液中に浸漬し絞りロールなどを用いて余分の樹脂溶液を除去した後乾燥させる方法な
どを適宜用いることができる。乾燥方法は熱風乾燥、ガスオーブン、電気オーブン、誘導
加熱炉等、いずれの手段を用いてもよく、処理量と経済性の観点から最も有利な方法を採
用すればよい。また、無機処理皮膜または有機処理皮膜を形成させた後、ＵＶ照射や電子
線照射を併用してもよい。有機処理皮膜の厚さは０．１～５．０μｍであることが好まし
い。０．１μｍ未満の場合は十分な耐食性が得られず、５．０μｍを超えると加工性が低
下する。
【０００９】
次に、表面処理皮膜を被覆する基板となる鋼板について説明する。鋼板としては、通常の
アルミキルド連続鋳造鋼を熱間圧延し表面に生じたスケールを除去した熱延鋼板、熱延鋼
板を冷間圧延し焼鈍を施した冷延鋼板、これらの鋼板にＳｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｚｎの
いずれか一種からなる単層めっき、または二種以上からなる複層めっきや合金めっきを施
しためっき鋼板などを用いることができる。その中で汎用性の高いＺｎめっき鋼板として
は、溶融Ｚｎめっき鋼板、ＡｌやＭｇを含んだ溶融Ｚｎ系合金めっき鋼板、電気Ｚｎめっ
き鋼板、または電気Ｚｎ系合金めっき鋼板、もしくは複合Ｚｎめっき鋼板のいずれも本発
明に使用することができる。
【００１０】
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本発明の表面処理は以下のようにして行う。すなわち、上記の熱延鋼板や冷延鋼板に定法
を用いて脱脂処理および酸洗処理を施す。または、脱脂処理および酸洗処理を施した後、
上記のいずれかのめっきを施し、めっき鋼板とする。次いでこの鋼板またはめっき鋼板を
、上記の表面処理液中で下記の条件で浸漬処理または陰極電解処理し、表面処理皮膜を形
成させる。また、上記のようにして得られる表面処理皮膜の上層として、薄い無機処理皮
膜または有機処理皮膜を形成させてもよい。以上のようにして、本発明の表面処理鋼板を
得ることができる。
【００１１】
次に、本発明の樹脂被覆表面処理鋼板について説明する。本発明の樹脂被覆表面処理鋼板
は、上記のようにして作成した表面処理鋼板に、有機樹脂を被覆したものである。有機樹
脂としては、本発明の表面処理鋼板に被覆可能であれば如何なる樹脂も適用できるが、特
に水系の有機樹脂を用いることが好ましい。水系の有機樹脂としては、公知のポリエステ
ル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ウ
レタン系樹脂、アクリル系樹脂、のいずれかを用いることが好ましい。
以下、実施例にて本発明をさらに詳細に説明する。
【００１２】
（実施例１）
［表面処理鋼板の作成］
厚さ０．３ｍｍの冷延鋼板に、定法を用いて脱脂処理および酸洗処理を施し、表１と表２
に示す条件でめっき、表面処理皮膜を形成をし、表１と表２に示す試料番号１～１０の表
面処理鋼板を作成した。
一方、試料番号１と同一のＺｎめっき鋼板に塗布型クロメート処理を施したものを比較材
１とした。試料番号３と同一のＺｎ－Ｎｉ合金めっき鋼板に電解クロメート処理（全クロ
ム量：３０ｍｇ／ｍ２）を施したものものを比較材２とした。
試料番号７と同一のＮｉめっき鋼板に電解クロメート処理（全クロム量：３０ｍｇ／ｍ２

）を施したものっを比較材３とした。
試料番号９と同一の冷延鋼板に電解クロメート処理（全クロム量：３０ｍｇ／ｍ２）を施
したものを比較材４とした。さらに、表面処理を施さない試料番号１と同一のＺｎめっき
鋼板を比較材５とした。
【００１３】
【表１】
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【００１４】
【表２】
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【００１５】
［耐食性の評価］
表１と表２に示した本発明の試料番号１～１０の表面処理鋼板および比較材１～５を、そ
れぞれ６０ｍｍ×６０ｍｍの大きさに切り出して９０度に折り曲げたものを試験片として
用意した。それらの試験片について、ＪＩＳＺ２３７１に基づいた塩水噴霧試験（噴霧時
間：２４時間）を実施した後、平板部と、９０度折り曲げ部の表面を目視観察し、次に示
す５段階の評点で評価した。
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評点５：変化は認められなかった。
評点４：実用上問題とならない程度のわずかな錆の発生が認められた。
評点３：実用上問題となる程度の錆の発生が認められた。
評点２：かなりの錆の発生が認められた。
評点１：表面全体に錆の発生が認められた。
以上の評価を行ってまとめた結果を表３に示す。
【００１５】
［塗膜密着性の評価］
表１と表２に示した本発明の表面処理鋼板および比較材に、有機溶媒系のポリエステル塗
料を焼き付け後の厚みが２０μｍとなるように塗装焼き付けし、塗装板を絞り比２．２で
有底円筒状のカップに絞り加工した。この絞り加工したままのカップの側面の皮膜を粘着
テープで強制剥離し、一次密着性として、塗膜の剥離程度を目視観察し、下記に示す５段
階の評点で評価した。また、上記のように絞り加工したカップに耐食性の評価に用いたの
と同様の塩水噴霧試験を実施した後、カップの側面の皮膜を粘着テープで強制剥離し、二
次密着性として、塗膜の剥離程度を目視観察し、上記と同一の５段階の評点で評価した。
評点５：剥離は認められなかった。
評点４：実用上問題とならない程度のわずかな剥離が認められた。
評点３：実用上問題となる程度の剥離が認められた。
評点２：かなりの剥離が認められた。
評点１：側面全体に剥離が認められた。
以上の評価を行ってまとめた結果を表３に示す。
【００１６】
【表３】
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（実施例２）
［表面処理鋼板の作成］
次に、表１と表２の表面処理鋼板の中から良好な耐食性を示したものを選択して試料番号
１１～１４として、それらの試料を表４に示す条件で無機処理または有機処理を施した。
一方、比較材として、表１及び表２に示した比較材１～５の表面処理層の上層に表４に示
す条件で有機処理を施した。
【００１６】
【表４】

【００１７】
表４に示す無機処理皮膜または有機処理皮膜を形成した表面処理鋼板の耐食性及び樹脂皮
膜の密着性を評価した。耐食性については、実施例１の表面処理鋼板の耐食性の評価と同
様にして評価した。
【００１８】
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［無機処理皮膜または有機処理皮膜の密着性の評価］
無機処理皮膜または有機処理皮膜を形成した表面処理鋼板を、絞り比２．２で有底円筒状
カップに絞り加工し、カップ側面の皮膜を粘着テープで強制剥離し、皮膜の剥離程度を目
視観察し、次に示す５段階の評点で評価した。
評点５：剥離は認められなかった。
評点４：実用上問題とならない程度のわずかな剥離が認められた。
評点３：実用上問題となる程度の剥離が認められた。
評点２：かなりの剥離が認められた。
評点１：側面全体に剥離が認められた。
以上の評価を行ってまとめた結果を表５に示す。
【００１９】
［塗膜密着性の評価］
表４に示した表面処理鋼板および比較材に、実施例１で用いたのと同一の有機溶媒系のポ
リエステル塗料を、実施例１と同様にして塗装焼き付けし、塗装板を実施例１と同様に有
底円筒状カップに絞り加工した。この絞り加工したカップの側面の皮膜を粘着テープで強
制剥離し、上記と同様にして皮膜の剥離程度を目視観察し、５段階の評点で評価した。評
価結果を表５に示す。
【００２０】
【表５】
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【００２１】
【産業上の利用可能性】
本発明の表面処理鋼板は、優れた耐食性を示し、従来のクロメートを施した比較材と同等
以上の耐食性を有している。
また、本発明の表面処理鋼板の製造方法は作業環境の保全性に優れ、その製造方法を用い
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た樹脂被覆表面処理鋼板は耐食性に加えて皮膜の密着性に優れている。
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