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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シランカップリング剤（Ａ）、金属酸化物ゾル（Ｂ）、金属化合物（Ｃ）及び水分散性
シリカ（Ｄ）を含有し、金属化合物（Ｃ）がＶ化合物、Ｗ化合物、Ｍｏ化合物、Ａｌ化合
物及びＣｅ化合物から選ばれる少なくとも１種であり、成分（Ａ）と成分（Ｂ）との割合
が（Ｂ）／（Ａ）の固形分質量比として１／５０～１０／１の範囲であり、成分（Ａ）と
成分（Ｃ）との割合が（Ｃ）／（Ａ）の固形分質量比として１／１０００～４／１０の範
囲内であり、成分（Ａ）と成分（Ｄ）との割合が（Ｄ）／（Ａ）の固形分質量比として１
／５０～１０／１の範囲である、耐食性、Ｔ曲げ試験後の塗装一次密着性及び塗装二次密
着性並びに耐コインスクラッチ性に優れた環境対応型プレコート金属材料を得るための下
地処理剤としての水系表面処理剤であって、上記効果を達成させるための成分が上記成分
（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）及び（Ｄ）のみからなる該処理剤。
【請求項２】
　金属酸化物ゾル（Ｂ）が酸化ジルコニウムゾル、酸化セリウムゾル、酸化アルミニウム
ゾル、酸化スズゾル、酸化ニオブゾル、酸化亜鉛ゾル、酸化アンチモンゾル、酸化ビスマ
スゾル、酸化イットリウムゾル及び酸化ホルミウムゾルから選ばれる少なくとも１種であ
る請求項１記載の水系表面処理剤。
【請求項３】
　シランカップリング剤（Ａ）の少なくとも５質量％がアミノ性官能基を有するシランカ
ップリング剤である請求項１又は２記載の水系表面処理剤。
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【請求項４】
　シランカップリング剤（Ａ）がアミノ性官能基を含有するシランカップリング剤と隣り
合った炭素原子に結合したエポキシ基を有するシランカップリング剤との当量比５０：１
～１：５０の混合物である請求項１又は２記載の水系表面処理剤。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の水系表面処理剤からの乾燥皮膜であって、０．０
５～０．２ｇ／ｍ２の乾燥皮膜を表面に有する金属材料。
【請求項６】
　請求項５記載の金属材料の表面に、さらに、クロムを含まない上層皮膜を形成させた環
境対応型プレコート鋼板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塗装密着性、耐食性及び耐コインスクラッチ性に優れるプレコート金属材料
を作製するための下地処理剤として有用なノンクロム系水系表面処理剤、並びに表面処理
金属材料及び環境対応型プレコート金属材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家電用、建材用、自動車用などの部品に、加工後塗装されていた従来のポスト塗装製品
はリン酸塩などの前処理が多く施されているが、近年特に家電用に関しては、このような
前処理に代わって、着色した有機皮膜を被覆したプレコート金属板が使用されるようにな
ってきている。この金属板は、下地処理を施した金属板やめっき金属板に有機皮膜を被覆
したもので、美観を有しながら、加工性を有し、耐食性が良好であるという特性を有して
いる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、特定のクロメート処理液を塗布し、水洗することなく乾燥す
ることで端面耐食性を改善したプレコート鋼板が開示されている。このようなクロムを含
有する下地処理を施したプレコート鋼板は、クロメート処理、有機皮膜の複合効果によっ
て耐食性と共に、加工性、塗装密着性を有し、加工後塗装を省略して、生産性向上や品質
改良を目的としており、現在では汎用的に使用されている。しかしながら、クロメート処
理皮膜及びクロム系防錆顔料を含む有機皮膜から溶出する可能性のある６価クロムの毒性
問題から、最近ではノンクロム防錆処理、ノンクロム有機皮膜に対する要望が高まってい
る。
【０００４】
　プレコート鋼板の下地処理に求められる第１の特性は塗装密着性であり、下層である下
地金属及び上層であるプライマー等との２つの界面の両方に良好に密着することが求めら
れる。この塗装密着性は沸騰水に所定時間浸漬後に評価する場合もあり、これを特に塗装
二次密着性と呼び、沸騰水に浸漬する前の塗装密着性である塗装一次密着性と区別する。
これら１次、２次の密着性とも、後加工により複雑な形状物に加工されることを前提とす
るプレコート鋼板には必須の極めて重要な特性である。Ｔ曲げ試験は極めて厳しい試験と
して、プレコート鋼板の密着性評価に用いられる。
【０００５】
　プレコート鋼板の下地処理に求められる第２の特性として、耐コインスクラッチ性が挙
げられる。これは密着性のみでなく、下地処理の皮膜硬度などにも影響される特性である
。
【０００６】
　プレコート鋼板の下地処理に求められる第３の特性として、耐食性が挙げられる。プレ
コート鋼板の場合、通常、鋼板の上に順に、下地処理、プライマー塗布処理、そしてトッ
プコート塗布処理を行う。従来のクロメート処理を施したプレコート鋼板の場合、下地処
理層のみでなく、プライマー層にもクロメートを含有する。特に通常０．５μｍを越えて



(3) JP 4719662 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

使用されることのない下地処理に比べ、３～１０μｍと厚く使用されるプライマー層は多
くのクロム成分を防錆顔料として含有し、プレコート鋼板に対する耐食性付与の主たる役
割を担っている。ところが、クロムを含有しないプレコート鋼板におけるプライマーは、
クロム系防錆顔料を含むプライマーに到底及ばない耐食性しか付与できないのが実状であ
る。そのため、ノンクロメートのプレコート鋼板において、下地処理部分は耐食性付与の
役割を従来のクロメートシステム以上にむしろ担っていると言える。
【０００７】
　クロメート処理に代わる非クロム系防錆処理方法として特許文献２には、タンニン酸と
シランカップリング剤を含有する水溶液で亜鉛及び亜鉛合金を表面処理することで、耐白
錆性及び塗料密着性を向上させる技術が開示されているが、この方法ではプレコート金属
板に要求される耐コインスクラッチ性、耐食性を十分には確保することができない。特許
文献３には、亜鉛めっき鋼板の表面にシリカ微粒子とポリアクリル酸などの結合剤を含む
化成皮膜を形成することが開示されている。しかしこの方法では、プレコート鋼板に要求
される塗装密着性及び耐食性が、クロメート処理した場合のそれらには及ばない。
【０００８】
　特許文献４には、亜鉛めっき鋼板の表面をシリカ微粒子、シランカップリング剤及び樹
脂組成物を含有する水溶液で表面処理することで、一次防錆性を付与する技術が開示され
ている。しかし、この処理剤をプレコート鋼板に転用した場合、厳しい密着性が要求され
るプレコート鋼板に対する塗装下地としての性能は十分でない。一時防錆性付与用の処理
液によって達成される密着性は、エリクセン押出しレベルの加工密着性であり、Ｔ曲げ試
験に合格するレベルの加工密着性は達成されない。同様のことが、耐指紋薬剤や潤滑用薬
剤をプレコート鋼板の下地処理剤に転用した場合にも言え、厳しいＴ曲げ密着性試験に耐
えられない。
【０００９】
　特許文献５には、めっき鋼板の表面を水分散性シリカ、シランカップリング剤、ジルコ
ニウム化合物あるいはチタニウム化合物、チオカルボニル基含有化合物、アクリル樹脂及
びリン酸を含有する水溶液で処理する、プレコート鋼板における下地処理の技術が開示さ
れている。チオカルボニル基含有化合物、リン酸によるインヒビター作用は不十分であり
、プレコート鋼板としての耐食性、特に端面部の耐食性の点において、クロメート処理し
たプレコート鋼板には及ばない。
【００１０】
　特許文献６には、めっき鋼板ではないが、鋼材をシランカップリング剤とモリブデン酸
アンモニウムを含有する処理温浴中に浸漬し、その後水洗することによって反応処理下地
皮膜を形成させ、上層として防食被覆処理を施す、防食被覆鋼材の製造方法が開示されて
いる。この技術は浸漬及び水洗工程を必要とするためプレコート鋼板には適用できない。
特許文献７には、亜鉛めっき鋼板等のめっき鋼板の表面を、アルミニウム塩、ホウ素化合
物、アルミニウム以外の金属の塩、並びにＳｉＯ２、ＳｎＯ２、Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４

、ＭｇＯ、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２及びＳｂ２Ｏ５のゾルあるいは粉末の少なくとも１種を
水に溶解もしくは分散させた液で処理して、耐食性及び塗装密着性を付与する技術が開示
されている。しかし、この技術をもってしてもプレコート鋼板における塗装密着性には耐
えられない。
【特許文献１】特開平３－１００１８０号公報
【特許文献２】特開昭５９－１１６３８１号公報
【特許文献３】特開２００２－８０９７９号公報
【特許文献４】特開２００１－１６４１９５号公報
【特許文献５】特開２００１－３１６８４５号公報
【特許文献６】特開２００３－３４８８１号公報
【特許文献７】特開２００５－２５６１５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　本発明は、環境対応型の非クロム系でありながらプレコート鋼板における塗装下地とし
て使用した場合に、塗膜の塗装密着性、耐食性及び耐コインスクラッチ性に優れる水系表
面処理剤、並びにそれを用いて得られる表面処理金属材料及び塗装密着性、耐食性及び耐
コインスクラッチ性に優れる環境対応型プレコート金属材料を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題は、
（１）シランカップリング剤（Ａ）と、金属酸化物ゾル（Ｂ）、金属化合物（Ｃ）及び水
分散性シリカ（Ｄ）を含有し、金属化合物（Ｃ）がＶ化合物、Ｗ化合物、Ｍｏ化合物、Ａ
ｌ化合物、Ｓｎ化合物、Ｎｂ化合物、Ｈｆ化合物、Ｙ化合物、Ｈｏ化合物、Ｂｉ化合物、
Ｌａ化合物、Ｃｅ化合物及びＺｎ化合物から選ばれる少なくとも１種であり、成分（Ａ）
と成分（Ｂ）との割合が（Ｂ）／（Ａ）の固形分質量比として１／５０～１０／１の範囲
であり、成分（Ａ）と成分（Ｃ）との割合が（Ｃ）／（Ａ）の固形分質量比として１／１
０００～４／１０の範囲内であり、成分（Ａ）と成分（Ｄ）との割合が（Ｄ）／（Ａ）の
固形分質量比として１／５０～１０／１の範囲である環境対応型プレコート金属材料用水
系表面処理剤；　
（２）金属酸化物ゾル（Ｂ）が酸化ジルコニウムゾル、酸化セリウムゾル、酸化アルミニ
ウムゾル、酸化スズゾル、酸化ニオブゾル、酸化亜鉛ゾル、酸化アンチモンゾル、酸化ビ
スマスゾル、酸化イットリウムゾル及び酸化ホルミウムゾルから選ばれる少なくとも１種
である上記（１）の水系表面処理剤；
【００１３】
（３）シランカップリング剤（Ａ）の少なくとも５質量％がアミノ性官能基を有するシラ
ンカップリング剤である上記（１）又は（２）の水系表面処理剤；
（４）シランカップリング剤（Ａ）がアミノ性官能基を含有するシランカップリング剤と
隣り合った炭素原子に結合したエポキシ基を有するシランカップリング剤との当量比５０
：１～１：５０の混合物である上記（１）又は（２）の水系表面処理剤；
（５）上記（１）～（４）のいずれか１項の水系表面処理剤からの乾燥皮膜であって、０
．０１～１ｇ／ｍ２の乾燥皮膜を表面に有する金属材料；並びに
（６）上記（５）の金属材料の表面に、さらに、クロムを含まない上層皮膜を形成させた
環境対応型プレコート鋼板
によって達成される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の環境対応型プレコート金属材料用水系表面処理剤で処理した金属材料に、さら
にクロムを含まない上層被覆を施すことにより得られるプレコート金属材料は、被覆層が
クロムを含まないにもかかわらず、耐食性、塗装密着性（Ｔ曲げ試験後の塗装一次密着性
及び塗装二次密着性）及び耐コインスクラッチ性に優れる。したがって、本発明は工業的
価値が極めて高い発明である。本発明のプレコート金属材料は、また、耐湿性及び耐薬品
性（耐アルカリ性及び耐酸性）にも優れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明を以下に詳細に説明する。
　本発明の水系表面処理剤は、シランカップリング剤（Ａ）と、金属酸化物ゾル（Ｂ）と
、Ｖ化合物、Ｗ化合物、Ｍｏ化合物、Ａｌ化合物、Ｓｎ化合物、Ｎｂ化合物、Ｈｆ化合物
、Ｙ化合物、Ｈｏ化合物、Ｂｉ化合物、Ｌａ化合物、Ｃｅ化合物及びＺｎ化合物から選ば
れる少なくとも１種の金属化合物（Ｃ）と、水分散性シリカ（Ｄ）とを特定相互比率で含
有することを特徴としている。
【００１６】
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　シランカップリング剤（Ａ）は、加水分解することにより生成するシラノール基の－Ｏ
Ｈの活性が高く、母材である下地金属Ｍと酸素原子を介し、－Ｓｉ－Ｏ－Ｍの強固な化学
結合をする。この化学結合は、特に下地金属との良好な密着性に寄与する。また、上層に
含まれる有機官能基との反応により、上層との密着性向上にも寄与する場合もある。シラ
ンカップリング剤の官能基として極性の強いＯ、Ｎなどを構成要素とした極性基が導入さ
れている場合、さらに上層との密着性はさらに向上する。
【００１７】
　本発明に適用できるシランカップリング剤として、例えば、Ｎ－β（アミノエチル）γ
－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルメチ
ルジメトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、
Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルメチルジエトキシシラン、γ－アミノプロピ
ルトリエトキシシラン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－ア
ミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリエトキシシラ
ン、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルメチ
ルジメトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、γ－メタクリロ
キシプロピルメチルジエトキシシラン、Ｎ－β－（Ｎ－ビニルベンジルアミノエチル）－
γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β－（Ｎ－ビニルベンジルアミノエチル）
－γ－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－β－（Ｎ－ビニルベンジルアミノエ
チル）－γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－β－（Ｎ－ビニルベンジルアミノ
エチル）－γ－アミノプロピルメチルジエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリ
メトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ－グリシドキシ
プロピルトリエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、２－
（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピ
ルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、γ－メルカプ
トプロピルトリエトキシシラン、γ－メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、メチ
ルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ジメチ
ルジエトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、γ－クロロプロピルトリメトキシシ
ラン、γ－クロロプロピルメチルジメトキシシラン、γ－クロロプロピルトリエトキシシ
ラン、γ－クロロプロピルメチルジエトキシシラン、ヘキサメチルジシラザン、γ－アニ
リノプロピルトリメトキシシラン、γ－アニリノプロピルメチルジメトキシシラン、γ－
アニリノプロピルトリエトキシシラン、γ－アニリノプロピルメチルジエトキシシラン、
ビニルトリメトキシシラン、ビニルメチルジメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン
、ビニルメチルジエトキシシラン、オクタデシルジメチル〔３－（トリメトキシシリル）
プロピル〕アンモニウムクロライド、オクタデシルジメチル〔３－（メチルジメトキシシ
リル）プロピル〕アンモニウムクロライド、オクタデシルジメチル〔３－（トリエトキシ
シリル）プロピル〕アンモニウムクロライド、オクタデシルジメチル〔３－（メチルジエ
トキシシリル）プロピル〕アンモニウムクロライド、γ－クロロプロピルメチルジメトキ
シシラン、γ－メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、メチルトリクロロシラン、
ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロロシランなどを挙げることができる。これらの
うち１成分のみ、又は複数を組み合わせて使用することができる。
【００１８】
　下地処理剤は多くの場合、多少なりとも上層に塗布するプライマーとの相性があり、組
合せによっては性能が期待通りに出現しないケースがある。上記カップリング剤のうちア
ミノ性官能基を有するものは、上層との相性に左右されにくい。そのため本発明の水系表
面処理剤（下地処理剤）においては、シランカップリング剤（Ａ）が、アミノ性官能基を
有するものを少なくとも１種含有することが好ましい。ここで、本発明でアミノ性官能基
とは第１級アミノ基及び第２級アミノ基から選ばれる少なくとも１種の官能基を言うもの
とする。アミノ性官能基は、酸性媒体中あるいは塩基性媒体中いずれの場合にも比較的高
い反応活性を有する。すなわち、一般に活性水素を持つ有機官能基の中では、溶液の酸塩
基性、官能基に隣接した置換基にもよるが、アミノ性官能基は比較的高い反応性（求核性
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、塩基性）を有する。アミノ性官能基を有するシランカップリング剤は、アミノ性官能基
が高い反応性を有するため、上層のプライマーを構成する樹脂の官能基（エステル基、エ
ポキシ基など）と反応し、良好な塗装密着性を発現する。この塗装密着性を向上する効果
が、他のシランカップリング剤と比してより高いという効果の複合効果として、耐水性、
耐薬品性（アルカリ、酸）、耐湿性などが向上する場合もある。アミノ性官能基を有する
シランカップリング剤のうち、シランカップリング剤1分子に１つのアミノ性官能基を有
するものが好ましい。アミノ性官能基を有するシランカップリング剤のシランカップリン
グ剤（Ａ）全体に対する使用量は、より高い塗装密着性を発現する観点から、固形分基準
として、５質量％以上であるのが好ましく、１０質量％以上であるのがより好ましく、２
０質量％以上であるのがより一層好ましい。
【００１９】
　シランカップリング剤（Ａ）として２種以上を用いる場合、アミノ性官能基を有するシ
ランカップリング剤とアミノ性官能基と反応し得る官能基、例えば隣り合った炭素原子に
結合したエポキシ基（グリシジル基、３，４－エポキシシクロヘキシル基等）を有するシ
ランカップリング剤を用いるのが好ましい。それらのシランカップリング剤の使用割合は
、互いの官能基が過不足なく反応する量である必要はなく、アミノ性官能基を有するシラ
ンカップリング剤とアミノ性官能基と反応し得る官能基との当量比として、５０：１～１
：５０の範囲であるのが好ましく、１０：１～１：１０の範囲であるのがより好ましく、
アミノ性官能基を有するシランカップリング剤と隣り合った炭素原子に結合したエポキシ
基を有するシランカップリング剤との組合せ使用の場合、アミノ性官能基を有するシラン
カップリング剤による上記塗装密着性についての効果に加え、耐食性をさらに向上させる
ことができる。
　なお、複数のシランカップリング剤を用いる場合、両者を混合した後、他の成分と混合
するのがよい。
【００２０】
　本発明の水系表面処理剤は、金属酸化物ゾル（Ｂ）を含有する。金属酸化物ゾル（Ｂ）
は、極性基の導入という点から密着性向上に寄与する。ただし、過剰な添加は水の界面へ
の侵入を容易とし、塗装二次密着性が低下する場合がある。また金属酸化物ゾル（Ｂ）は
、下地皮膜の硬度を上げ、かつ塗装密着性の向上に寄与する結果、耐コインスクラッチ性
向上にも効果的に作用する。また、金属酸化物ゾル（Ｂ）は、耐薬品性向上にも効果的に
作用し、特に耐アルカリ性向上に有効に作用する。
　金属酸化物ゾルとしては、酸化ジルコニウムゾル、酸化セリウムゾル、酸化アルミニウ
ムゾル、酸化スズゾル、酸化ニオブゾル、酸化亜鉛ゾル、酸化アンチモンゾル、酸化ビス
マスゾル、酸化イットリウムゾル及び酸化ホルミウムゾルから選ばれる少なくとも１種が
好ましく、より具体的には、ＺｒＯ２ゾル（ジルコニアゾル）、ＴｉＯ２ゾル（チタニア
ゾル）、ＣｅＯ２ゾル、Ａｌ２Ｏ３ゾル（アルミナゾル）、ＳｎＯ２ゾル、ＮｂＯゾル、
ＺｎＯゾル、Ｓｂ２Ｏ５ゾル、Ｂｉ２Ｏ３ゾル、Ｙ２Ｏ３ゾル、Ｈｏ２Ｏ３ゾル等が挙げ
られる。
【００２１】
　本発明に用いられる金属酸化物ゾル粒子の粒子径は、一次粒子径として１～１０００ｎ
ｍであることが好ましく、１ｎｍ～５００ｎｍであるであることがより好ましく、１ｎｍ
～１００ｎｍであることがより一層好ましい。これら金属酸化物粒子は、二次凝集、三次
凝集して二次粒子径、三次粒子径をもつ場合があるが、凝集していても水中で安定に分散
されていればよい。一次粒子径が１ｎｍ未満の場合、チクソ性が出現するなど処理剤安定
性が悪化する。また、１０００ｎｍを超えると、折曲げ密着性が悪化する。
【００２２】
　金属酸化物ゾル（Ｂ）の含有量は、シランカップリング剤（Ａ）に対し、（Ｂ）／（Ａ
）の固形分質量比として、１／５０～１０／１の範囲であることが必要であり、１／３０
～４／１の範囲であることが好ましく、１／１０～２／１の範囲であることがより好まし
い。上記含有量が１／５０未満の場合には耐薬品性及び耐食性が低下する傾向となり、１
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０／１を超える場合にも耐薬品性が低下する傾向となる。
【００２３】
　本発明に用いられる金属酸化物ゾル（Ｂ）の市販品としては、ジルコニアゾルとしてナ
ノユースＺＲ４０ＢＬ、ナノユースＺＲ３０ＢＳ、ナノユースＺＲ３０ＢＨ、ナノユース
ＺＲ３０ＡＬ、ナノユースＺＲ３０ＡＨ（日産化学（株）製）、ＺＳＬ－２０Ｎ、ＺＳＬ
－１０Ｔ、ＺＳＬ－１０Ａ（第一希元素化学工業（株）製）、イットリウムゾルとしてＹ
ＳＬ－１０（第一希元素化学工業（株）製）、スズゾルとして酸化スズゾル（第一希元素
化学工業（株）製）、アンチモンゾルとしてＳＢＳＬ－５０（第一希元素化学工業（株）
製）、セリウムゾルとしてＣＥＳＬ－１５Ｎ（第一希元素化学工業（株）製）、ビスマス
ゾルとしてＮａｎｏｔｅｋ　Ｂｉ２Ｏ３（シーアイ化成（株）製）、ホロニウムゾルとし
てＮａｎｏｔｅｋ　Ｈｏ２Ｏ３（シーアイ化成（株）製）、チタニアゾルとしてＮａｎｏ
ｔｅｋ　ＴｉＯ２（シーアイ化成（株）製）、亜鉛ゾルとしてＮａｎｏｔｅｋ　ＺｎＯ（
シーアイ化成（株）製）、アルミナゾルとしてはアルミナゾル１００、アルミナゾル２０
０、アルミナゾル５２０（日産化学（株）製）、ＮａｎｏＴｅｋ　Ａｌ２Ｏ３（シーアイ
化成（株）製）などが挙げられる。
【００２４】
　本発明の水系表面処理剤は、金属化合物（Ｃ）を含有する。金属化合物（Ｃ）はＶ化合
物、Ｗ化合物、Ｍｏ化合物、Ａｌ化合物、Ｓｎ化合物、Ｎｂ化合物、Ｈｆ化合物、Ｙ化合
物、Ｈｏ化合物、Ｂｉ化合物、Ｌａ化合物、Ｃｅ化合物及びＺｎ化合物から選ばれる少な
くとも１種である。金属化合物（Ｃ）はインヒビター（腐食抑制物質）として作用し、耐
食性を向上させる。金属化合物（Ｃ）の耐食性向上へのメカニズムは明確ではないが、価
数をいくつか取り得ることがポイントとなっているようである。また、価数変化のない場
合は、ｐＨの変化によってヘテロポリ酸としての存在形態を取り得る場合もある。ヘテロ
ポリ酸は、表面処理剤中のシランカップリング剤（Ａ）または金属酸化物ゾル（Ｂ）への
物理的あるいは化学的作用によって従来もっていた作用を変性させる場合もある。そのた
め、耐食性向上に加え、耐薬品性、耐湿性などが向上する場合もある。
【００２５】
　金属化合物（Ｃ）としては、上記金属の炭酸塩、酸化物、水酸化物、硝酸塩、硫酸塩、
リン酸塩、フッ化物、フルオロ酸もしくはその塩、オキソ酸塩、有機酸塩などが挙げられ
る。金属化合物（Ｃ）が酸化物である場合、ゾル形態にあるものを除くものとする。
　具体的化合物として、Ｖ化合物としては、五酸化バナジウム（Ｖ）、三酸化バナジウム
（ＩＩＩ）、二酸化バナジウム（ＩＶ）、水酸化バナジウム（ＩＩ）、水酸化バナジウム
（ＩＩＩ）、硫酸バナジウム（ＩＩ）、硫酸バナジウム（ＩＩＩ）、オキシ硫酸バナジウ
ム（ＩＶ）、フッ化バナジウム（ＩＩＩ）、フッ化バナジウム（ＩＶ）、フッ化バナジウ
ム（Ｖ）、オキシ三塩化バナジウムＶＯＣｌ３、三塩化バナジウムＶＣｌ３、ヘキサフル
オロバナジウム酸（ＩＩＩ）もしくはその塩（カリウム塩、アンモニウム塩等）、メタバ
ナジン酸（Ｖ）もしくはその塩（ナトリウム塩、アンモニウム塩等）、バナジルアセチル
アセトネート（ＩＶ）ＶＯ（ＯＣ（＝ＣＨ２）ＣＨ２ＣＯＣＨ３）２、バナジウムアセチ
ルアセトネート（ＩＩＩ）Ｖ（Ｏ－Ｃ（＝ＣＨ２）ＣＨ２ＣＯＣＨ３）３、リンバナドモ
リブデン酸Ｈ１５－Ｘ［ＰＶ１２－ＸＭｏＯ４０］・ｎＨ２Ｏ（６＜Ｘ＜１２，ｎ＜３０
）などが挙げられる。
【００２６】
　Ｗ化合物としては、酸化タングステン（ＩＶ）、酸化タングステン（Ｖ）、酸化タング
ステン（ＶＩ）、フッ化タングステン（ＩＶ）、フッ化タングステン（ＶＩ）、タングス
テン酸（ＶＩ）Ｈ２ＷＯ４もしくはその塩（アンモニウム塩、ナトリウム塩等）、メタタ
ングステン酸（ＶＩ）Ｈ６［Ｈ２Ｗ１２Ｏ４０］もしくはその塩（アンモニウム塩、ナト
リウム塩等）、パラタングステン酸（ＶＩ）Ｈ１０［Ｗ１２Ｏ４６Ｈ１０］もしくはその
塩（アンモニウム塩、ナトリウム塩等）などが挙げられる。
　Ｍｏ化合物としては、リンバナドモリブデン酸Ｈ１５－Ｘ［ＰＶ１２－ＸＭｏＯ４０］
・ｎＨ２Ｏ（６＜Ｘ＜１２，ｎ＜３０）、酸化モリブデン、モリブデン酸Ｈ２ＭｏＯ４、
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モリブデン酸アンモニウム、パラモリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム、
モリブドリン酸化合物（例えば、モリブリン酸アンモニウム（ＮＨ４）３［ＰＯ４Ｍｏ１

２Ｏ３６］・３Ｈ２Ｏ、モリブドリン酸ナトリウムＮａ３［ＰＯ４Ｍｏ１２Ｏ３６］・ｎ
Ｈ２Ｏ等）などが挙げられる。
【００２７】
　Ａｌ化合物としては、硝酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、硫酸カリウムアルミニウ
ム、硫酸ナトリウムアルミニウム、硫酸アンモニウムアルミニウム、リン酸アルミニウム
、炭酸アルミニウム、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウムなど；Ｓｎ化合物としては
、酸化スズ（ＩＶ）、スズ酸ナトリウムＮａ２ＳｎＯ３、塩化スズ（ＩＩ）、塩化スズ（
ＩＶ）、硝酸スズ（ＩＩ）、硝酸スズ（ＩＶ）、ヘキサフルオロスズ酸アンモニウム（Ｎ
Ｈ４）ＳｎＦ６など；Ｎｂ化合物としては、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）、ニオブ酸ナト
リウム（ＮａＮｂＯ３）、フッ化ニオブ（ＮｂＦ５）、ヘキサフルオロニオブ酸アンモニ
ウム（ＮＨ４）ＮｂＦ６などが挙げられる。
【００２８】
　Ｈｆ化合物、Ｙ化合物、Ｈｏ化合物、Ｂｉ化合物、Ｌａ化合物としては、酸化ハフニウ
ム、ヘキサフルオロハフニウム水素酸、酸化イットリウム、イットリウムアセチルアセト
ネート、酸化ホロミウム、酸化ビスマス、酸化ランタンなどが挙げられる。　
　Ｃｅ化合物としては、酸化セリウム、酢酸セリウムＣｅ（ＣＨ３ＣＯ２）３、硝酸セリ
ウム（ＩＩＩ）　もしくは（ＩＶ）、硝酸セリウムアンモニウム、硫酸セリウム、塩化セ
リウムなど；Ｚｎ化合物としては、酸化亜鉛、水酸化亜鉛、酢酸亜鉛、硝酸亜鉛、硫酸亜
鉛、塩化亜鉛、亜鉛酸ナトリウムなどが挙げられる。
【００２９】
　金属化合物（Ｃ）の含有量は、シランカップリング剤（Ａ）に対し、（Ｃ）／（Ａ）の
固形分質量比として、１／１０００～４／１０の範囲であることが必要であり、１／３０
０～２／１０の範囲であることが好ましく、１／１００～１／１０の範囲であることがよ
り好ましい。上記含有量が１／１０００より少ない場合には、耐食性向上効果が生ぜず、
４／１０を超える場合には、上層に塗布するプライマーの種類によっては特に塗装二次密
着性の低下を招く場合がある。
　また、金属化合物（Ｃ）の添加によって、処理剤の液安定性が悪くなる場合などにおい
ては、酢酸、プロピオン酸、シュウ酸、グルコン酸、酒石酸、リンゴ酸、アスコルビン酸
、タンニン酸など、カルボン酸を適宜添加することによって、液安定性を向上させること
ができる。
【００３０】
　本発明の水系表面処理剤は、水分散性シリカ（Ｄ）を含有する。水分散性シリカ（Ｄ）
は、極性基の導入という点から密着性向上に寄与する。ただし、過剰な添加は水の界面へ
の侵入も容易となり、塗装二次密着性が低下する場合がある。また水分散性シリカ（Ｄ）
は、下地皮膜の硬度を上げ、かつ塗装密着性の向上に寄与する結果、耐コインスクラッチ
性向上に効果的に作用する。
　水分散性シリカ（Ｄ）には、気相反応により生成させた気相シリカと液相反応により水
に分散した状態で生成させた液相シリカがあり、共に使用可能である。
【００３１】
　本発明に用いられる水分散性シリカ（Ｄ）の粒子径は、一次粒子径として１～１００ｎ
ｍであることが好ましく、２ｎｍ～５０ｎｍであるであることがより好ましい。これら水
分散性シリカ（Ｄ）は、二次凝集、三次凝集して二次粒子径、三次粒子径をもつ場合があ
るが、凝集していても水中で安定に分散されていればよい。一次粒子径が１ｎｍ未満の場
合、チクソ性が出現するなど処理剤安定性が悪化する。また、１００ｎｍを超えると、折
曲げ密着性が悪化する。
【００３２】
　水分散性シリカ（Ｄ）の含有量は、シランカップリング剤（Ａ）に対し、（Ｄ）／（Ａ
）の固形分質量比として、１／５０～１０／１の範囲であることが必要であり、１／３０
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～４／１の範囲であることが好ましく、１／１０～２／１の範囲であることがより好まし
い。上記含有量が１／５０未満の場合には塗装密着性及び耐コインスクラッチ性が低下す
る傾向となり、１０／１を超える場合には耐薬品性が低下する傾向となる。
【００３３】
　本発明に用いられる水分散性シリカ（Ｄ）の市販品としては、液相シリカとしてスノー
テックスＣ、スノーテックスＯ、スノーテックスＮ、スノーテックスＮＸＳ、スノーテッ
クスＯＳ、スノーテックスＯＵＰ、スノーテックスＯＬ、スノーテックスＰＳ－ＭＯ、ス
ノーテックスＰＳ－Ｓ、スノーテックスＳ、スノーテックスＵＰ、スノーテックスＰＳ－
Ｍ、スノーテックスＰＳ－Ｌ、スノーテックス２０、スノーテックス３０、スノーテック
ス４０（いずれも日産化学工業（株）製）など；気相シリカとしてアエロジル５０、アエ
ロジル１３０、アエロジル２００、アエロジル３００、アエロジル３８０、アエロジルＴ
Ｔ６００、アエロジルＭＯＸ８０、アエロジルＭＯＸ１７０（いずれも日本アエロジル（
株）製）などが挙げられる。これらのうち１成分のみ、または複数を組み合わせて使用で
きる。
【００３４】
　本発明で用いる水分散性シリカ（Ｄ）には、分散安定性の観点から、酸又は塩基を適宜
添加してもよい。酸としては無機酸及び有機酸のいずれでもよく、例えば塩酸、硫酸、リ
ン酸、硝酸、酢酸などが挙げられる。また、塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水
酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化アルミニウムなどが挙げられる。
【００３５】
　本発明の水系表面処理剤のｐＨは、３～１０であることが好ましく、５～９であること
がより好ましい。特にアミノ性官能基を有するシランカップリング（Ａ）を用いる場合、
そのｐＨは７～９であることが好ましい。
　本発明の水系表面処理剤中には、処理剤のｐＨをコントロールするために適当な酸（例
えば、酢酸、リン酸など）やアルカリ（例えば、アンモニア、有機アミンなど）を添加し
てもよい。
【００３６】
　本発明の水系表面処理剤は、処理皮膜を柔らかくするための水溶性樹脂、被塗面に均一
な皮膜を得るための濡性向上剤と呼ばれる界面活性剤、増粘剤、溶接性の向上のための導
電性物質、意匠性向上のための着色顔料等を含有していてもよい。
【００３７】
　本発明の水系表面処理剤の媒体は水である。本発明の水系表面処理剤における全固形分
濃度については特に制限はないが、塗膜形成性や操作性を考慮して、全固形分濃度は１～
２０質量％程度であるのが好ましい。
　本発明の水系表面処理剤は、シランカップリング剤（Ａ）、金属酸化物ゾル（Ｂ）、金
属化合物（Ｃ）及び水分散性シリカ（Ｄ）、並びに使用する場合の他の添加剤を水に添加
し、攪拌することによって製造でき、各成分の添加順序について特に制限はない。　
【００３８】
　本発明の水系表面処理剤を塗布する金属材料としては、冷延鋼板、熱延鋼板、溶融亜鉛
めっき鋼板、電気亜鉛めっき鋼板、溶融合金化亜鉛めっき鋼板、アルミニウムめっき鋼板
、アルミ－亜鉛合金めっき鋼板、ステンレス鋼板等の鋼板、アルミニウム板、銅板、チタ
ン板、マグネシウム板、その他のめっき金属板などの一般に公知の金属板を始めとする金
属材料を用いることができる。
【００３９】
　本発明の水系表面処理剤を金属材料に塗布するに先立って、任意的に、金属材料を湯洗
、アルカリ脱脂、表面調整などの通常の処理に付すことができる。
【００４０】
　本発明の水系表面処理剤は通常の塗布方法、例えば、ロールコート、カーテンフローコ
ート、エアースプレー、エアーレススプレー、浸漬、バーコート、刷毛塗りなどにより、
金属材料に塗布することができる。塗布後乾燥させるが、乾燥方法、乾燥温度、乾燥時間
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には特に制限はなく、水分が蒸散する温度、時間であれば構わない。例えば、オーブン中
で、塗布した金属板等の金属材料の最高到達温度を６０～１２０℃として乾燥させればよ
い。
【００４１】
　本発明の水系表面処理剤の塗布量は、乾燥皮膜量として、０．０１～１ｇ／ｍ２の範囲
であることが必要であり、０．０２～０．４ｇ／ｍ２の範囲であるのが好ましく、０．０
５～０．２ｇ／ｍ２の範囲であるのがより好ましい。皮膜量が０．０１ｇ／ｍ２未満では
皮膜量が少なすぎるため、部位による皮膜量のバラツキが生じやすく、密着性（金属材料
及び上層に対する密着性）が不十分となる傾向にある。また皮膜量が１ｇ／ｍ２を超える
場合には、塗装密着性が不十分となる傾向となり、またコスト面で不利になる。
【００４２】
　本発明の水系表面処理剤による処理は、通常、以下に説明するように、プレコート金属
材料における下地処理として行われるが、ラミネート鋼板における下地処理として行うこ
とも可能である。
【００４３】
　本発明は、また、プレコート金属材料に関する。本発明のプレコート金属材料は、金属
材料に本発明の水系表面処理剤を塗布し乾燥して形成させた皮膜上に、クロムを含まない
上層皮膜層を形成させることにより得ることができる。上層皮膜層は、通常、ノンクロメ
ートプライマー層とその上に形成させたトップコート層（トップコート層は、通常、クロ
ムを含まない）からなり、かかる上層皮膜層は、本発明の水系表面処理剤を塗布し乾燥し
て形成させた皮膜上に、ノンクロメートプライマーを塗布乾燥後、その上にさらにトップ
コートを塗布することにより形成させることができる。また、上層皮膜層は、トップコー
ト層のみからなっていてもよく、この場合、上層皮膜層は、本発明の水系表面処理剤を塗
布し乾燥して形成させた皮膜上に、トップコートを塗布することにより形成させることが
できる。
【００４４】
　本発明で使用できる上記ノンクロメートプライマーとしては、プライマーの配合中にク
ロメート系の防錆顔料を使用しないプライマーであれば、いずれのプライマーも使用でき
る。ノンクロメートプライマーのベース樹脂は水系、溶剤系、粉体系等のいずれの形態の
ものでもよい。樹脂の種類としては一般に公知のもの、例えばポリアクリル系樹脂、ポリ
オレフィン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリブ
チラール系樹脂、メラミン系樹脂等をそのままあるいは組み合わせて使用することができ
る。防錆顔料としては一般に公知のもの、例えば（１）リン酸亜鉛、リン酸鉄、リン酸ア
ルミニウムなどのリン酸系防錆顔料、（２）モリブデン酸カルシウム、モリブデン酸アン
モニウム、モリブデン酸バリウムなどのモリブデン酸系防錆顔料、（３）酸化バナジウム
などのバナジウム系防錆顔料、（４）水分散性シリカ、ヒュームドシリカなどの微粒シリ
カなどを用いることができる。ノンクロメートプライマー全体に対する各成分の固形分基
準での配合量については、ノンクロメートプライマー全体に対する防錆顔料の固形分基準
での配合量は１～４０質量％であるのが好ましい。防錆顔料の配合量が１質量％より少な
いと耐食性が十分でなく、４０質量％を超えると加工性が低下する。　
【００４５】
 プライマーの塗布膜厚は乾燥膜厚で１～３０μｍであることが好ましい。１μｍ未満で
は耐食性が低下し、また３０μｍを超えると加工時の密着性が低下する。上記ノンクロメ
ートプライマーの焼付け乾燥条件については、特に制限はなく、例えば１３０～２５０℃
で１０秒～５分とすることができる。
【００４６】
　上記トップコートとしては特に制限されず通常の塗装用トップコートのいずれも用いる
ことができる。トップコートのベース樹脂は水系、溶剤系、粉体系等のいずれの形態のも
のでもよい。樹脂の種類としては一般に公知のもの、例えばポリアクリル系樹脂、ポリオ
レフィン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリブチ
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ラール系樹脂、メラミン系樹脂等をそのままあるいは組み合わせて使用することができる
。
トップコートには着色顔料を配合してもよく、着色顔料としては、特に制限はなく、チタ
ン白、亜鉛黄、アルミナ白、カーボンブラック、ベンガラ、黄色酸化鉄、モリブデートオ
レンジ、酸化ジルコニウム（ＩＶ）等の無機顔料や、ハンザエロー、ピラゾロンオレンジ
、アゾ系顔料等の有機顔料などを用いることができる。また、トップコートには、上述し
た
防錆顔料を適宜配合してもよく、また、消泡剤、レベリング剤、分散補助剤、塗料粘度を
下げるための希釈剤等の添加剤を適宜配合してもよい。
【００４７】
　トップコートの塗布膜厚は乾燥膜厚で３～４０μｍであることが好ましい。３μｍ未満
では耐食性が低下し、また４０μｍを超えると密着性が低下する上、コスト高となる。上
記トップコートの焼付け乾燥条件については、特に制限はなく、例えば１６０～３５０℃
で１０秒～２０分とすることができる。
【００４８】
　上記ノンクロメートプライマー及びトップコートの塗布方法ついては、特に制限されず
、一般に使用される浸漬法、スプレー法、ロールコート法、エアースプレー法、エアレス
スプレー法等を用いることができる。
【実施例】
【００４９】
　以下に本発明の実施例及び比較例を挙げ、本発明を具体的に説明する。
１．試験板の作製
１．１　供試材
・電気亜鉛めっき鋼板（以下記号：ＥＧ）
  板厚０．６ｍｍ、めっき付着量片面当たり２０ｇ／ｍ２（両面めっき）
・溶融亜鉛めっき鋼板（以下記号：ＧＩ）
  板厚０．６ｍｍ、亜鉛付着量片面当たり５０ｇ／ｍ２（両面めっき）
・アルミ－亜鉛合金めっき鋼板（以下記号：ＧＬ）
  板厚０．６ｍｍ、めっき付着量片面当たり５０ｇ／ｍ２（両面めっき）
【００５０】
１．２　前処理
　アルカリ脱脂剤であるＣＬ－Ｎ３６４Ｓ（日本パ－カライジング（株）製）を濃度２０
ｇ／Ｌ、温度６０℃の水溶液とし、これに供試材を１０秒間浸漬し、純水で水洗した後乾
燥した。
【００５１】
１．３　表面処理
・実施例１～３３、比較例１～１８
　前処理後の供試材の表面（片面）に、表１～３に示す組成の表面処理剤を、表４～６に
示すように供試材を選定して、ロールコーターを用いて乾燥皮膜量が０．１ｇ／ｍ２とな
るように塗布し、熱風乾燥炉中において到達板温度８０℃の条件下で乾燥した。
・塗布型クロメート処理（比較例１９、２０）
　前処理後の供試材の表面（片面）に、塗布型クロメート薬剤であるＺＭ－１３００ＡＮ
（日本パ－カライジング（株）製）を、ロールコーターを用いてＣｒ付着量が４０ｍｇ／
ｍ２となるように塗布し、熱風乾燥炉中において到達板温度８０℃の条件下で乾燥した。
【００５２】
１．４　下塗り塗料及び上塗り塗料の塗布
　１．３で作製した各表面処理板の処理表面上に、下記の２通りの組合せで、プライマー
及びトップコートを塗布した。
＜上層Ａ＞：市販のプライマー塗料（大日本塗料（株）製、Ｖニット＃２００）を塗布し
た（乾燥膜厚５．５μｍ）後、２００℃で焼き付け、ついで、焼付け表面にさらにトップ
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コート塗料（大日本塗料（株）製、Ｖニット＃５００）を塗布した（乾燥膜厚１７μｍ）
後、２２０℃で焼き付けて試験板を作製した。
＜上層Ｂ＞：市販のプライマー塗料（日本ペイント（株）製、フレキコート６００）を塗
布した（乾燥膜厚５．０μｍ）後、２００℃で焼き付け、ついで、焼付け表面にさらにト
ップコート塗料（日本ペイント（株）製、フレキコート５０３０）を塗布した（乾燥膜厚
１５μｍ）後、２２５℃で焼き付けて試験板を作製した。
【００５３】
２．評価試験
２．１ 耐食性
　作製した各試験板の塗膜に、カッターで金属素地に達する傷を入れ、ＪＩＳ－Ｚ２３７
１に規定された塩水噴霧試験を４８０時間実施した。判定基準はカット部からの塗膜膨れ
幅（片側最大値）を測定した。また、端面耐食性は、端面からの塗膜膨れ幅（最大値）を
測定した。
＜評価基準－カット部＞
◎：２ｍｍ未満
○：２ｍｍ以上６ｍｍ未満
△：６ｍｍ以上１０ｍｍ未満
×：１０ｍｍ以上
＜評価基準－端面＞
◎：４ｍｍ未満
○：４ｍｍ以上６ｍｍ未満
□：６ｍｍ以上８ｍｍ未満
△：８ｍｍ以上１２ｍｍ未満
×：１２ｍｍ以上　
【００５４】
２．２　折曲げ密着性試験
２．２．１ 一次折曲げ密着性試験（塗装一次密着性）
　ＪＩＳ－Ｇ３３１２の試験法に準じて、各試験板について、内側間隔板を２枚とした２
Ｔ折曲げ試験を２０℃で行い、テープ剥離後の塗膜の剥離状態を肉眼で観察し、下記の判
定基準に従って塗装密着性の評価を行った。
＜評価基準＞
◎：剥離なし
○：剥離面積１０％未満
□：剥離面積１０％以上５０％未満
△：剥離面積５０％以上８０％未満
×：剥離面積８０％以上
【００５５】
２．２．２ 二次折曲げ密着性（塗装二次密着性）
　試験板を沸水中に２時間浸漬した後、一日放置し、ついで一次折曲げ密着性試験と同じ
試験を行った。判定基準は以下の通りである。
＜評価基準＞
◎：剥離なし
○：剥離面積１０％未満
□：剥離面積１０％以上５０％未満
△：剥離面積５０％以上８０％未満
×：剥離面積８０％以上
【００５６】
２．３ 耐コインスクラッチ性
　各試験板に対して４５°の角度に１０円硬貨を設置し、塗膜を３Ｋｇの荷重、一定速度
でこすり、塗膜の傷つき度を肉眼で観察し、下記の判定基準に従って耐コインスクラッチ
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性の評価を行った。なお、以下の評価において、トップコートのみの剥がれによりプライ
マーが露出した箇所については、下地処理皮膜に起因しない傷付きとして、素地の露出面
積には含めなかった。
＜評価基準＞
◎：素地の露出が０％（プライマーのみが露出した場合も含む）
○：素地の露出が１０％未満
□：素地の露出が１０％以上５０％未満
△：素地の露出が５０％以上８０％未満
×：素地の露出が８０％以上
【００５７】
２．４　耐アルカリ性
　試験板を５％の水酸化ナトリウム水溶液に室温で２４時間浸漬した後、ブリスターの発
生数と発生密度の評価を行った。判定基準は以下の通りである。
◎：ブリスターなし
○：１つのブリスターが０．２ｍｍ以下でかつ発生密度もＦである。
□：１つのブリスターの大きさが０．２ｍｍ～１ｍｍ程度でかつ発生密度がＦであるか、
又は１つのブリスターの大きさが０．２ｍｍ～０．４ｍｍ程度でかつ発生密度がＭである
。
△：１つのブリスターの大きさが１ｍｍ～１．５ｍｍ程度でかつ発生密度がＦであるか、
１つのブリスターの大きさが０．４ｍｍ～１ｍｍ程度でかつ発生密度がＭであるか、又は
１つのブリスターの大きさが０．２ｍｍ以下でかつ発生密度がＭＤである。
×：１つのブリスターの大きさが１．５ｍｍ以上であるか、ブリスターの大きさが０．２
ｍｍ以上で発生密度がＭＤであるか、又はブリスターの大きさに関わらず発生密度がＤで
ある。
　なお、上記耐アルカリ性及び下記耐酸性の評価試験において、Ｆ、Ｍ、ＭＤ、Ｄは以下
の意味を表す。Ｆ
Ｆ：ブリスター発生個数がごく僅かである。　　　　　
Ｍ：ブリスター発生個数が少ない。　　　　　
ＭＤ：ブリスター発生個数が多い。　　　　　
Ｄ：ブリスター発生個数が非常に多い。
【００５８】
２．５　耐酸性
　試験板を５％の硫酸水溶液に室温で２４時間浸漬した後、ブリスターの発生数と発生密
度の評価を行った。判定基準は以下の通りである。
◎：ブリスターなし
○：１つのブリスターが０．２ｍｍ以下でかつ発生密度もＦである。
□：１つのブリスターの大きさが０．２ｍｍ～１ｍｍ程度でかつ発生密度がＦであるか、
又は１つのブリスターの大きさが０．２ｍｍ～０．４ｍｍ程度でかつ発生密度がＭである
。
△：１つのブリスターの大きさが１ｍｍ～１．５ｍｍ程度でかつ発生密度がＦであるか、
１つのブリスターの大きさが０．４ｍｍ～１ｍｍ程度でかつ発生密度がＭであるか、又は
１つのブリスターの大きさが０．２ｍｍ以下でかつ発生密度がＭＤである。
×：１つのブリスターの大きさが１．５ｍｍ以上であるか、ブリスターの大きさが０．２
ｍｍ以上で発生密度がＭＤであるか、又はブリスターの大きさに関わらず発生密度がＤで
ある。
【００５９】
２．６　耐湿性
　試験板の塗膜に、カッターで金属素地に達する傷を入れ、湿度９８％、温度４０℃の雰
囲気下１０００時間放置した。判定基準はカット部からの塗膜膨れ幅（片側最大値）を測
定した。
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◎：２ｍｍ未満
○：２ｍｍ以上４ｍｍ未満
□：４ｍｍ以上６ｍｍ未満
△：６ｍｍ以上１０ｍｍ未満
×：１０ｍｍ以上
【００６０】
３．評価結果
　上記評価試験の結果を表４～６に示す。表４及び５の実施例１～３３は、本発明の水系
表面処理剤（表１のＮｏ．１～２９）を塗布後乾燥して皮膜を形成させた金属材料の塗装
板（試験板）の性能であり、耐食性（カット部及び端面耐食性）、塗装密着性（Ｔ折曲げ
試験後、一次、二次）、耐コインスクラッチ性の各性能がいずれも良好であり、比較例１
９、２０のクロメート処理の場合と同等もしくはそれ以上の性能を示した。
　また、アミノ性官能基を有するシランカップリング剤を使用した場合、エポキシ基を有
するシランカップリング剤を使用した場合に比し、耐薬品性（耐アルカリ性及び耐酸性）
及び耐湿性が優れていた（実施例２及び５と実施例１８及び１９との比較）。また、アミ
ノ性官能基を有するシランカップリング剤とエポキシ基を有するシランカップリング剤と
を併用した場合、前者のみを使用した場合に比し、特に塗装密着性及び耐コインスクラッ
チ性が優れていた（実施例６と実施例３１～３３との比較）。
【００６１】
　一方、本発明の範囲外である表３のＮｏ．３０及び３２（金属酸化物ゾル（Ｂ）及び金
属化合物（Ｃ）不使用）、Ｎｏ．３３及び３５（シランカップリング剤（Ａ）及び金属酸
化物ゾル（Ｂ）不使用）、並びにＮｏ．３１及び３４（金属酸化物ゾル（Ｂ）及び水分散
性シリカ（Ｄ）不使用）の水系表面処理剤を用いた表６の比較例１～６においては、耐食
性（カット部及び端面耐食性）、塗装密着性（Ｔ折曲げ試験後、一次、二次）、耐コイン
スクラッチ性、耐湿性及び耐薬品性（耐アルカリ性及び耐酸性）の少なくとも３つが劣っ
ていた。Ｎｏ．３６、３７及び４４～４７（金属化合物（Ｃ）の使用量が本発明外）の水
系表面処理剤を用いた比較例７、８及び１５～１８においては、耐食性（カット部及び端
面耐食性）、塗装密着性（Ｔ折曲げ試験後、一次、二次）、耐コインスクラッチ性及び耐
薬品性（耐アルカリ性及び耐酸性）の少なくとも２つが劣っていた。また、Ｎｏ.３８（
水分散性シリカ（Ｄ）の使用量が本発明外）の水系表面処理剤を用いた比較例９において
は、耐食性（カット部及び端面耐食性）、耐湿性及び耐薬品性（耐アルカリ性及び耐酸性
）が劣っていた。また、Ｎｏ.３９～４３（金属酸化物ゾル（Ｄ）の使用量が本発明外）
の水系表面処理剤を用いた比較例１０～１４においては、耐食性（カット部及び端面耐食
性）及び耐薬品性（耐アルカリ性及び耐酸性）が劣っていた。
【００６２】
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【表１】

【００６３】
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【表２】

【００６４】
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【表３】

【００６５】
金属酸化物ゾル（Ｂ）
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ジルコニアゾル：ナノユースＺＲ３０ＡＬ（日産化学（株）製）
Ｙ２Ｏ３ゾル：Ｎａｎｏｔｅｋ　Ｙ２Ｏ３（シーアイ化成（株）製）
ＣｅＯ２ゾル：ＣＥＳＬ－１５Ｎ（第一希元素化学工業（株）製）
ＳｎＯ２ゾル：第一希元素化学工業（株）製
ＺｎＯゾル：Ｎａｎｏｔｅｋ　ＺｎＯ（シーアイ化成（株）製）
Ｂｉ２Ｏ３ゾル：Ｎａｎｏｔｅｋ　Ｂｉ２Ｏ３（シーアイ化成（株）製）
【００６６】
金属化合物（Ｃ）
Ｗ：メタタングステン酸アンモニウム
Ｍｏ：モリブデン酸アンモニウム
Ａｌ：水酸化アルミニウム
Ｃｅ：酸化セリウム
Ｖ：バナジルアセチルアセトネート
【００６７】
水分散性シリカ（Ｄ）
液相シリカ：スノーテックスＮ（日産化学工業（株）製）
気相シリカ：アエロジル２００（日本アエロジル（株）製）
【００６８】
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【表４】

【００６９】
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【表５】

【００７０】
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【表６】
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