
JP 4692146 B2 2011.6.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ラミネート鋼板の円状板を多段成形して、最終的に、高さｈ、最大半径ｒ、最小半径ｄ（
ｒとｄが同じ場合を含む）の最終成形体を製造する２ピース缶の製造方法において、面配
向係数が０．０６以下のポリエステル樹脂を被覆したラミネート鋼板を使用し、最終成形
体の高さｈ、最大半径ｒ、最小半径ｄが、最終成形体と重量が等価となる成形前の円状板
の半径Ｒに対して、０．１≦ｄ／Ｒ≦０．２５、かつ１．５≦ｈ／（Ｒ－ｒ）≦４の関係
を満足する範囲に成形するとともに、中間段階の成形体の高さｈ、最大半径ｒ、最小半径
ｄ（ｒとｄが同じ場合を含む）が、前記半径Ｒに対して、０．２≦ｄ／Ｒ≦０．５、かつ
１．５≦ｈ／（Ｒ－ｒ）≦２．５の関係を満足する１以上の中間成形段階において、成形
体をその温度が１５０℃以上、ポリエステル樹脂の融点以下となるように加熱する熱処理
を１回以上行うことを特徴とする２ピース缶の製造方法。
【請求項２】
ラミネート鋼板の円状板を多段成形して、最終的に、高さｈ、最大半径ｒ、最小半径ｄ（
ｒとｄが同じ場合を含む）の最終成形体を製造する２ピース缶の製造方法において、面配
向係数が０．０６以下のポリエステル樹脂を被覆したラミネート鋼板を使用し、最終成形
体の高さｈ、最大半径ｒ、最小半径ｄが、最終成形体と重量が等価となる成形前の円状板
の半径Ｒに対して、０．１≦ｄ／Ｒ≦０．２５、かつ２．０≦ｈ／（Ｒ－ｒ）≦４の関係
を満足する範囲に成形するとともに、中間段階の成形体の高さｈ、最大半径ｒ、最小半径
ｄ（ｒとｄが同じ場合を含む）が、前記半径Ｒに対して、０．２≦ｄ／Ｒ≦０．５、かつ
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１．５≦ｈ／（Ｒ－ｒ）≦２．５の関係を満足する１以上の中間成形段階において、成形
体をその温度がポリエステル樹脂の融点－３０℃以上、ポリエステル樹脂の融点以下とな
るように加熱する熱処理を１回以上行うことを特徴とする２ピース缶の製造方法。
【請求項３】
熱処理終了後１０秒以内に鋼板をポリエステル樹脂のガラス移転点Ｔｇ以下の温度に冷却
することを特徴とする請求項１または２に記載の２ピース缶の製造方法。
【請求項４】
ラミネート樹脂層は、ジカルボン酸成分とジオール成分の縮重合で得られ、ジカルボン酸
成分はテレフタル酸を主成分とし、その他の共重合成分に、イソフタル酸成分を含み、あ
るいは含まず、ジオール成分として、エチレングリコール及び／または、ブチレングリコ
ールを主成分として、その他の共重合成分に、ジエチレングリコール、シクロヘキサンジ
オ－ルを含む、あるいは含まない、面配向係数が０．０６以下のポリエステル樹脂を主相
として、さらにその副相に、主相と非相溶で、ガラス移転点Ｔｇが５℃以下の樹脂を含有
することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の２ピース缶の製造方法。
【請求項５】
請求項１～４のいずれかに記載の方法により製造した２ピースラミネート缶。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばエアゾール缶のような加工度の高い２ピース缶の製造方法および加工
度の高い２ピースラミネート缶に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　エアゾール用金属容器には、大別して２ピース缶と３ピース缶が存在する。２ピース缶
は、シーム部（溶接部）が存在しないことで外観が美麗である反面、一般的に加工程度が
高い。３ピース缶はシーム部が存在することで、２ピース缶に比較すると、外観性が劣る
が、一般的に加工程度が低い。この為、市場においては小容量で高級品には２ピース缶が
多く使用され、大容量で低価格品には３ピース缶が多く使用されている。
【０００３】
　エアゾール２ピース缶における金属素材は、一般的に、高価で板厚の厚いアルミニウム
などが用いられており、安価で板厚の薄いぶりきやティンフリースチールなどの鋼板素材
はほとんど用いられていない。その理由は、エアゾール２ピース缶は加工度が高いため、
絞り加工やＤＩ加工の適用が難しく、アルミニウムでは軟質金属材料に対して適用可能な
インパクト成形を適用して製造しているからである。このような状況下、安価で、薄くて
も強度の高いぶりきやティンフリースチールなどの鋼板素材を用いることができれば、産
業的な意義は非常に大きい。
【０００４】
　従来、ラミネート鋼板の絞り加工及びＤＩ加工法は種々提案されているが、エアゾール
２ピース缶のように、絞り加工比が高く、缶高さ方向の延伸度が大きな缶体の製造法は提
案されていない。
【０００５】
　例えば、特許文献１～３は、樹脂被覆金属板の絞り加工及び絞りしごき加工の加工方法
を開示したものであるが、特許文献１～３に記載の加工度（特許文献１～３では絞り比）
は本発明で規定するものよりも低い範囲にある。特許文献１～３は飲料缶、食缶などをタ
ーゲットとしており、飲料缶、食缶は、本発明で規定する加工度の範囲より低い加工度の
缶体であるためである。
【０００６】
　特許文献２、３においては、樹脂層の剥離防止や加工後のバリア性を意図して、加工中
、及びあるいは加工の途中段階、あるいは最終段階で熱処理を施すことが記載されており
、特許文献２では配向性熱可塑性樹脂が用いられ、特許文献３では飽和ポリエステルとア
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イオノマーのコンパウンド材などが用いられている。
【０００７】
　特許文献４、５は、主として樹脂の融点以上で熱処理を施すことによって内部応力を緩
和するものであり、缶成形後の段階で適用することが記載されている。また、その缶体の
加工度は、明細書本文や実施例の記載を見る限り低い。
【０００８】
　また、特許文献２は、内部応力の緩和と配向結晶化促進の為の熱処理の提案であり、現
在、飲料缶などで一般的に用いられる手法となっている。特許文献中に明確な記載はない
が、配向結晶化は、融点以下の温度で促進する為、熱処理温度は融点以下だと推定される
。また、本文、実施例の記載を見る限り、本発明で規定する加工度に比較するとそれより
低い加工度のものを対象としていることがわかる。
【特許文献１】特公平７－１０６３９４号公報
【特許文献２】特許第２５２６７２５号公報
【特許文献３】特開２００４－１４８３２４号公報
【特許文献４】特公昭５９－３５３４４号公報
【特許文献５】特公昭６１－２２６２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来技術においては、ラミネート鋼板を用いてエアゾール２ピース缶のように高加工度
の成形を行う缶体の製造法は提案されていなかった。そこで、発明者らは、ラミネート鋼
板を用いて、絞りしごき加工によって有底筒状に成形後その開口部近傍部分を縮径加工す
る加工度の高い２ピース缶を製造したところ、高加工特有の問題が発生、具体的には、樹
脂層の剥離と破断の問題があった。発明者らの検討の結果、定性的には熱処理が有効であ
ったが、それだけでは十分ではなく、高加工度領域において樹脂層の剥離が避けられなか
った。したがって、先行技術を単純に適用しても樹脂層剥離の問題は解決できなかった。
また、熱処理工程以降の工程で樹脂層の加工性が劣化する問題もあった。
【００１０】
　本発明の課題は、上記問題点を解決し、エアゾール２ピース缶のような高加工度の缶体
を製造してもラミネート樹脂層の剥離と破断を防止できる２ピース缶の製造方法を提供す
ることである。また本発明の課題は、ラミネート鋼板を用いたエアゾール２ピース缶の如
き高加工度の缶体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　発明者らは、鋭意検討の結果、エアゾール２ピース缶のような高加工度の加工において
は、最終工程まで連続成形するよりは、加工度が特定された範囲にある成形の途中段階で
特定の条件で熱処理を施すことで、その後の成形段階での樹脂の剥離と破断を抑制できる
ことを見出した。本発明はこの知見に基づくものである。
【００１２】
　上記課題を解決する本発明の手段は次のとおりである。
【００１３】
　（１）ラミネート鋼板の円状板を多段成形して、最終的に、高さｈ、最大半径ｒ、最小
半径ｄ（ｒとｄが同じ場合を含む）の最終成形体を製造する２ピース缶の製造方法におい
て、面配向係数が０．０６以下のポリエステル樹脂を被覆したラミネート鋼板を使用し、
最終成形体の高さｈ、最大半径ｒ、最小半径ｄが、最終成形体と重量が等価となる成形前
の円状板の半径Ｒに対して、０．１≦ｄ／Ｒ≦０．２５、かつ１．５≦ｈ／（Ｒ－ｒ）≦
４の関係を満足する範囲に成形するとともに、中間段階の成形体の高さｈ、最大半径ｒ、
最小半径ｄ（ｒとｄが同じ場合を含む）が、前記半径Ｒに対して、０．２≦ｄ／Ｒ≦０．
５、かつ１．５≦ｈ／（Ｒ－ｒ）≦２．５の関係を満足する１以上の中間成形段階におい
て、成形体をその温度が１５０℃以上、ポリエステル樹脂の融点以下となるように加熱す
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る熱処理を１回以上行うことを特徴とする２ピース缶の製造方法（第１発明）。
【００１４】
　（２）ラミネート鋼板の円状板を多段成形して、最終的に、高さｈ、最大半径ｒ、最小
半径ｄ（ｒとｄが同じ場合を含む）の最終成形体を製造する２ピース缶の製造方法におい
て、面配向係数が０．０６以下のポリエステル樹脂を被覆したラミネート鋼板を使用し、
最終成形体の高さｈ、最大半径ｒ、最終成形体と重量が等価となる成形前の円状板の半径
Ｒに対して、０．１≦ｄ／Ｒ≦０．２５、かつ２．０≦ｈ／（Ｒ－ｒ）≦４の関係を満足
する範囲に成形するとともに、中間段階の成形体の高さｈ、最大半径ｒ、最小半径ｄ（ｒ
とｄが同じ場合を含む）が、前記半径Ｒに対して、０．２≦ｄ／Ｒ≦０．５、かつ１．５
≦ｈ／（Ｒ－ｒ）≦２．５の関係を満足する１以上の中間成形段階において、成形体をそ
の温度がポリエステル樹脂の融点－３０℃以上、ポリエステル樹脂の融点以下となるよう
に加熱する熱処理を１回以上行うことを特徴とする２ピース缶の製造方法（第２発明）。
【００１５】
　（３）熱処理終了後１０秒以内に鋼板をポリエステル樹脂のガラス移転点Ｔｇ以下の温
度に冷却することを特徴とする（１）または（２）に記載の２ピース缶の製造方法（第３
発明）。
【００１６】
　（４）ラミネート樹脂層は、ジカルボン酸成分とジオール成分の縮重合で得られ、ジカ
ルボン酸成分はテレフタル酸を主成分とし、その他の共重合成分に、イソフタル酸成分を
含み、あるいは含まず、ジオール成分として、エチレングリコール及び／または、ブチレ
ングリコールを主成分として、その他の共重合成分に、ジエチレングリコール、シクロヘ
キサンジオ－ルを含む、あるいは含まない、面配向係数が０．０６以下のポリエステル樹
脂を主相として、さらにその副相に、主相と非相溶で、ガラス移転点Ｔｇが５℃以下の樹
脂を含有することを特徴とする（１）～（３）のいずれかに記載の２ピース缶の製造方法
（第４発明）。
【００１７】
　（５）　（１）～（４）のいずれかに記載の方法により製造した２ピースラミネート缶
（第５発明）。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ラミネート鋼板を素材として、樹脂層の剥離と破断を防止して高加工
度の２ピース缶を製造することができる。本発明法で製造された２ピース缶は、高加工度
が必要なエアゾール２ピース缶等の用途に使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の実施の形態と限定理由について説明する。
【００２０】
　図１は本発明の缶体の製造工程の一実施形態を説明する図で、円形状ブランクを絞り加
工（ＤＩ加工を含む）で有底筒状の成形体に成形し、さらに前記の成形体の開口部近傍を
縮径加工して、開口部付近が縮径された２ピース缶を製造する工程順を示している。
【００２１】
　図１において、１は加工前の円板状ブランク（ブランクシート）、２は基体部で成形体
のストレート壁部分（工程Ｄでは縮径加工されていないストレート壁部分）、３はドーム
形状部、４はネック形状部で縮径加工されたストレート壁部分、５はテーパ形状部で、縮
径加工後のテーパ壁部分である。
【００２２】
　まず円状板ブランク１に１段または複数段の絞り加工（ＤＩ加工を含む）を行い、所定
の缶径（半径ｒ；缶外面の半径）を有する有底筒状の成形体に成形する（工程Ａ）。次に
成形体の底部を上方に凸状形状に成形してドーム形状部３を形成するドーム加工を行い（
工程Ｂ）、さらに成形体の開口側端部をトリムする（工程Ｃ）。次に成形体の開口側部分
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に１段または複数段の縮径加工を行い成形体の開口部側部分を所定の缶径（半径ｄ；缶外
面の半径）に縮径加工し、所望の最終成形体（２ピース缶）を得る。図中、Ｒ０は成形前
円状板ブランク１の半径、ｈ、ｒ、ｄは、各々、成形途中の段階の成形体または最終成形
体の高さ、最大半径、最小半径、Ｒは最終成形体と重量が等価となる成形前の円状板の半
径Ｒ最終成形体と重量が等価となる成形前の円状板の半径である。本２ピース缶の製造工
程では、工程Ａは最大半径と最小半径が同一、すなわちｒ＝ｄであり、工程Ｄはｒ＞ｄで
ある。
【００２３】
　最終成形体と重量が等価となる成形前の円状板の半径Ｒは、最終成形体の測定重量に基
づき決定される。すなわち、最終成形体の重量を測定し、この重量と同じにな重量になる
成形前の円状板の寸法（半径）を求め、これを最終成形体と重量が等価となる成形前の円
状板の半径Ｒとする。缶体の製造工程の途中で缶端部がトリムされるが、最終成形体と重
量が等価となる成形前の円状板の半径Ｒは、トリムの影響が排除されているので、より適
切な加工度の評価が可能になる。
【００２４】
　このように円状板ブランクに絞り加工（ＤＩ加工を含む）、縮径加工を適用して作成さ
れる２ピース缶においては、樹脂層は、高さ方向に伸ばされ周方向に縮むこととなる。加
工度が高い場合、樹脂の変形量が大きくなり、樹脂層の破断につながる。本発明では加工
度の指標として、縮み程度を表すパラメータｄ／Ｒだけでなく、さらに缶高さ方向の伸び
と関連するパラメータｈ／（Ｒ－ｒ）を用いる。これは、高加工度領域において、加工度
を表現するのに、絞り比に加えて、伸び量も加味する必要があるからである。即ち、縮み
の程度と伸びの程度で加工度を規定することで、樹脂層の変形度合いを定量化しているこ
ととなる。樹脂層は高さ方向に伸び、周方向に縮むことで、剥離しやすくなるので、縮み
の程度に加えて、高さ方向の伸び量も重要な因子となる。
【００２５】
　第１発明では、最終的に製造された缶体（最終成形体）の加工度について、最終成形体
の高さｈ、最大半径ｒ、最小半径ｄを、最終成形体と重量が等価となる成形前円状板の半
径Ｒに対して、０．１≦ｄ／Ｒ≦０．２５、かつ１．５≦ｈ／（Ｒ－ｒ）≦４の缶径を満
足する範囲に規定する。
【００２６】
　前述したように、本発明の目的は、ラミネート鋼板を用いて、従来技術では困難であっ
た高加工度の缶体を製造できるようにすることである。従来技術では、ラミネート鋼板を
用いて、縮みの程度を規定するパラメータｄ／Ｒが０．２５以下を満足し、かつ伸びの程
度を規定するパラメータｈ／（Ｒ－ｒ）が１．５以上を同時に満足する高加工度の缶体を
製造することが困難であった。そのため、第１発明では、製造する缶体の加工度ｄ／Ｒを
０．２５以下、かつｈ／（Ｒ－ｒ）を１．５以上に規定した。また、第２発明は、より加
工度の高い缶体を製造する観点から、伸びの程度を規定するパラメータｈ／（Ｒ－ｒ）を
２．０以上に規定した。
【００２７】
　縮みの程度を規定するパラメータｄ／Ｒが０．１以下になり、または伸びの程度を規定
するパラメータｈ／（Ｒ－ｒ）が４を超える高い加工度であると、成形が可能であっても
いたずらに成形段数が増加したり、または加工硬化に伴い板の伸び限界に達し、板破断す
る問題が生じたりするためである。そのため、第１発明及び第２発明では、製造する缶体
の加工度について、０．１≦ｄ／Ｒ、かつｈ／（Ｒ－ｒ）≦４と規定した。
【００２８】
　なお、本発明が対象とする多段成形は、絞り加工、絞り・しごき加工、縮径加工のうち
のいずれかの加工またはこれらを組み合わせた加工である。縮径加工を含む場合は、最終
成形体の寸法ｄは、ｒ＞ｄである。縮径加工を含まない場合は、最終成形体の寸法はｒ＝
ｄ（ｒ、ｄは最終成形体の缶径）である。
【００２９】
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　本発明では、素材金属板として、ポリエステル樹脂を被覆したラミネート鋼板を規定し
ている。
【００３０】
　下地金属素材が、鋼板であるのは、アルミニウムなどに比較して安価であり、経済性に
優れるからである。鋼板は、一般的なティンフリースチールやぶりきなどを用いると良い
。ティンフリースチールは、例えば、表面に付着量５０～２００ｍｇ／ｍ２の金属クロム
層と、金属クロム換算の付着量が３～３０ｍｇ／ｍ２のクロム酸化物層を有することが好
ましい。ぶりきは０．５～１５ｇ／ｍ２のめっき量を有するものが好ましい。板厚は、特
に限定されないが、例えば、０．１５～０．３０ｍｍの範囲のものを適用できる。また、
経済性を考慮に入れなければ、本技術はアルミニウム素材にも単純に適用できる。
【００３１】
　また、樹脂層をポリエステル樹脂に限定したのは、加工に樹脂層が追随する必要がある
が、そのためには、熱硬化性樹脂は困難で、熱可塑性樹脂を使用する必要がある。熱可塑
性樹脂の中では、特にポリエステル樹脂が好適であることによる。これは、ポリエステル
樹脂は伸び性と強度のバランスが良い為である。
【００３２】
　本発明が対象とする加工領域は、従来よりも加工が厳しい高加工領域であり、特に缶周
方向の縮みが大きな領域である。また、フィルムは、周方向に大きく縮むだけでなく、缶
高さ方向にも大きく伸び、結果として、膜厚も増減するので、３次元の変形となる。高加
工度領域の加工においては、途中の段階で熱処理を行わないと内部応力の著しい増加によ
る樹脂層の剥離が避けられない。高加工度の加工において、成形の途中段階で熱処理を施
すと、内部応力の緩和には有効であるが、配向結晶化によって加工性が劣化する。熱処理
を施すと、配向状態に従って結晶化が促進する。その結果、周方向の分子主鎖密度が低下
し、周方向結合力が低下し、フィルム破断が生じやすくなる。従って、熱処理は必要であ
るが無制限に行ってよい処理でもない。
【００３３】
　発明者らは、熱処理のタイミング及び熱処理条件を特定することで、例え加工性が劣化
してもその後の加工が十分に可能で、かつ密着力の回復が可能となることを突き止めた。
【００３４】
　本発明において熱処理のタイミングを、中間段階の成形体の高さｈ、最大半径ｒ、最小
半径ｄ（ｒとｄが同じ場合を含む）が、最終成形体と重量が等価となる成形前円状板の半
径Ｒに対して、０．２≦ｄ／Ｒ≦０．５、かつ１．５≦ｈ／（Ｒ－ｒ）≦２．５の関係を
満足する中間成形段階と規定したのは、加工度はこの範囲にあると、樹脂層の破断と剥離
を防止する観点から、熱処理が最も効果的に行なわれるからである。即ち、加工度が低い
段階で熱処理を行うのは、内部応力が高くない段階での内部応力緩和であるため前述の効
果が小さいからのみならず、配向結晶化を促進し、加工性が劣化するためである。また、
加工度が高すぎる段階で熱処理を行うのは、密着力が落ち、その結果として、剥離が生じ
る可能性があり、熱処理のタイミングが遅すぎる場合があるためである。このような観点
から加工度の上下限を上記のように定めた。
【００３５】
　熱処理は、図１の製造工程の工程Ａ、工程Ｄのいずれか一方または両方で行うことがで
きる。上述の熱処理のタイミングに関し、ｒとｄが同じ場合を含むのは、縮径加工を含む
缶の製造工程において、工程Ａで熱処理を行う場合が含まれることがあり、あるいは縮径
加工を含まない缶の製造工程では、ｒとｄが同じ径になるためである。熱処理は、内部応
力緩和の必要性に応じて２以上の中間段階で行ってもよい。
【００３６】
　本発明において定めた熱処理温度条件は、加工によって生じる内部応力を緩和する為の
ものである。具体的には、密着力の回復である。樹脂層は加工が進むと、加工による内部
応力が蓄積することとなる。この内部応力は、より単純化して説明すると、伸ばせば縮も
うとし、縮めれば伸びようとする力である。この力によって、樹脂層は変形しようとして
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いるが、下地鋼板との密着に支えられて変形できない状態でいる。したがって、密着力が
弱ければ、この力によって樹脂は剥離し、逆に、内部応力が密着力で支えきれないくらい
に大きくなると、樹脂層は剥離に到る。内部応力を緩和する為には樹脂層の分子がある程
度動ける状態になければならない。この観点から言えば、ガラス転移点Ｔｇ以上の温度が
必要であるが、ガラス転移点Ｔｇ以上の温度であっても温度が低すぎると処理時間が長く
かかりすぎ現実的ではない。この観点から熱処理の下限温度を１５０℃と定めた。上限温
度をポリエステル樹脂の融点に規定したのは、ポリエステル樹脂の融点を超えると、フィ
ルムの表面が粗くなり、結果として外観を損なうばかりでなく、以降の加工性にも影響を
与えるためである。
【００３７】
　第２発明において、熱処理の下限温度をポリエステル樹脂の融点－３０℃と規定したの
は、熱処理において配向結晶化が進み難い温度領域であり、加工性の観点からより望まし
い温度領域だからである。これによって第２発明で規定するより加工度の高い缶体（最終
成形体）の製造が可能となる。
【００３８】
　熱処理の方法については、特に限定されるものではなく、電気炉、ガスオーブン、赤外
炉、インダクションヒーターなどで同様の効果が得られることが確認されている。また、
加熱速度、加熱時間は内部応力の緩和によるプラス効果と配向結晶化によるマイナス効果
の双方を考慮して適宜選択すればよい。加熱速度は速いほど効率的であり、加熱時間の目
安は１５秒～６０秒程度であるが、この範囲に限定されるものではなく、内部応力の緩和
によるプラス効果と配向結晶化によるマイナス効果の双方を考慮して適宜選択すればよい
。
【００３９】
　熱処理終了後、１０秒以内にガラス転移点Ｔｇ以下の温度に冷却するのは、冷却過程中
の球晶化を避けるためである。冷却速度が緩やかな場合、樹脂中に球晶が成長する傾向に
ある。この球晶は加工性を阻害する為、加工度や用途目的に応じて、熱処理終了後、ガラ
ス転移点Ｔｇ以下の温度に１０秒以内で冷却すればよい。
【００４０】
　本発明で規定する加工領域は、周方向の縮みと缶高さ方向の伸びが大きくなることから
、缶高さ方向への樹脂の配向が大きくなりやすい領域である。本発明で規定する高加工度
の変形に樹脂層が追随する為には、ラミネート鋼板の初期の配向も重要となることが判明
した。即ち、２軸延伸等で作成されたフィルムは面方向に配向しているが、ラミネート後
も配向が高い状態にあると、加工に追随できず、破断にいたる。このような観点から、本
発明では面配向係数を０．０６以下と規定した。
【００４１】
　また、ラミネート樹脂層は、ジカルボン酸成分とジオール成分の縮重合で得られ、ジカ
ルボン酸成分はテレフタル酸を主成分とし、その他の共重合成分に、イソフタル酸成分を
含み、あるいは含まず、ジオール成分として、エチレングリコール及び／または、ブチレ
ングリコールを主成分として、その他の共重合成分に、ジエチレングリコール、シクロヘ
キサンジオ－ルを含む、あるいは含まない、面配向係数が０．０６以下のポリエステル樹
脂を主相として、さらにその副相に、主相と非相溶で、ガラス移転点Ｔｇが５℃以下の樹
脂を含有するものが好適である。
【００４２】
　面配向係数を上記のように定めたのは、面配向係数が０．０６超になると加工性が劣化
する傾向があるためである。ポリエステル樹脂の樹脂種を上記の如く定めたのは、樹脂の
伸びと強度のバランスが本発明で定める加工に適しているためである。伸び性が不足する
樹脂では、本発明で規定する加工度に加工できないし、強度が不足する樹脂では金型との
摺動によって樹脂が破断してしまうことがある。また前記樹脂を主相とし、さらに副相と
して、主相と非相溶で、ガラス転移点Ｔｇが５℃以下の樹脂を含有することを定めたのは
、非相溶部分（副相）が変形することで配向そのものを緩和したり、配向による内部応力
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を緩和する効果があるためである。その際、非相溶部分（副相）は容易に変形する必要が
あり、そのためには、ガラス転移点Ｔｇを５℃以下の樹脂がよい。
【００４３】
　前述の主相と非相溶でガラス転移点Ｔｇが５℃以下の樹脂としては、ポリプロピレン、
ポリエチレン、及びこれらの酸変性体、あるいはアイオノマー、ポリ－４－メチルペンテ
ン－１、ポリイソブチレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリル酸エチル、ポリブタジエ
ンなどが例示され、この中で、ポリプロピレン、ポリエチレン、及びこれらの酸変性体、
あるいはアイオノマーのうちから選ばれる一種以上を好適に使用できる。
【００４４】
　前述の効果を発現するには、主相と副相が混合した混合樹脂中の副相の体積比率は、３
ｖｏｌ％以上３０ｖｏｌ％以下が好ましい。３ｖｏｌ％未満では副相の効果が発現されず
、３０ｖｏｌ％を超えると副相粒が樹脂層中に安定的して存在できなくなることによる。
【００４５】
　本発明で規定するラミネート鋼板は、樹脂層中に顔料や滑剤、安定剤などの添加剤を加
えて用いても良いし、本発明で規定する樹脂層に加えて他の機能を有する樹脂層を上層ま
たは下地鋼板との中間層に配置しても良い。
【００４６】
　樹脂層の膜厚は特に限定されないが、１０μｍ以上５０μｍ以下が好ましい。フィルム
ラミネートの場合、１０μｍ未満のフィルムコストは一般的に高価になり、また、膜厚は
厚いほど加工性に優れるが高価になり、５０μｍを超えた場合は、加工性に対する寄与は
飽和しており、高価となるためである。
【００４７】
　本発明で規定するラミネート鋼板は、鋼板の少なくとも片面に本発明で規定する樹脂層
が被覆されていればよい。
【００４８】
　鋼板へのラミネート方法は特に限定されないが、２軸延伸フィルム、あるいは無延伸フ
ィルムを熱圧着させる熱圧着法、Ｔダイなどを用いて鋼板上に直接樹脂層を形成させる押
し出し法など適宜選択すればよく、いずれも十分な効果が得られることが確認されている
。面配向係数の高い２軸延伸フィルムを用いてこのようなラミネート鋼板を作成するには
、ラミネート時の温度を上げ、十分に配向結晶を融解してやればよい。あるいは、押出し
法によって作成されたフィルムは、ほとんど無配向であるので、この観点からは好適であ
る。同様に、鋼板に直接溶融樹脂をラミネートするダイレクトラミネート法も同様の理由
で好適となる。
【実施例１】
【００４９】
　以下、本発明の実施例について説明する。
【００５０】
　「ラミネート鋼板の作製」
　下地金属板として厚さ０．２０ｍｍのＴ４ＣＡ、ＴＦＳ（金属Ｃｒ層：１２０ｍｇ／ｍ
２、Ｃｒ酸化物層：金属Ｃｒ換算で１０ｍｇ／ｍ２）を用い、この原板に対して、フィル
ムラミネート法（フィルム熱圧着法）、あるいはダイレクトラミネート法（直接押し出し
法）を用いて種々の樹脂層を形成させた。尚、フィルムラミネートについては、２軸延伸
フィルムを用いたものと無延伸フィルムを用いたものの２通りを実施した。金属板の両面
に各々厚さ２５μｍのフィルムをラミネートした。
【００５１】
　前記で作製したラミネート鋼板のラミネートフィルムの面配向係数を以下のようにして
算出した。
【００５２】
　「面配向係数の測定」
　アッベ屈折計を用い、光源はナトリウム／Ｄ線、中間液はヨウ化メチレン、温度は２５
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℃の条件で屈折率を測定して、フィルム面の縦方向の屈折率Ｎｘ、フィルム面の横方向の
屈折率Ｎｙ、フィルムの厚み方向の屈折率Ｎｚを求め、下式から面配向係数Ｚｓを算出し
た。
面配向係数（Ｎｓ）＝（Ｎｘ＋Ｎｙ）／２－Ｎｚ
【００５３】
　ラミネート鋼板の製造方法と作製したラミネート鋼板の内容を表１に示す。表１に記載
の樹脂種は次のとおりである。
ＰＥＴ：ポリエチレンテレフタレート
ＰＥＴ－Ｉ（１２）：ポリエチレンテレフタレート－イソフタレート共重合体（イソフタ
ル酸共重合比率１２ｍｏｌ％）
ＰＥＴ－Ｉ（５）：ポリエチレンテレフタレート－イソフタレート共重合体（イソフタル
酸共重合比率５ｍｏｌ％）
ＰＥＴ－ＰＢＴ（６０）：ポリエチレンテレフタレート－ブチレンテレフタレート共重合
体（ブチレンテレフタレート共重合比率６０ｍｏｌ％）
ＰＥＴ－ＤＥＧ：ポリエチレンテレフタレート－ジエチレングリコール共重合体
ＰＥＴ－ＣＨＤＭ：ポリエチレンテレフタレート－シクロヘキサンジオール共重合体
ＰＥＴ－ＰＥ：主相がＰＥＴ、副相がポリエチレン（Ｔｇ：－１２５℃）で含有量１５ｖ
ｏｌ％
ＰＥＴ－ＰＰ：主相がＰＥＴ、副相がポリプロピレン（Ｔｇ：－２０℃）で含有量１３ｖ
ｏｌ％
ＰＥＴ－ＩＯ：主相がＰＥＴ、副相がアイオノマー（エチレン不飽和カルボン酸共重合体
Ｚｎ中和物、Ｔｇ：－３０℃以下）で含有量１４ｖｏｌ％。
【００５４】
　ラミネート法は次のとおりである。
フィルム熱圧着法１：２軸延伸法で作成したフィルムを、鋼板を樹脂の融点＋１０℃まで
加熱した状態で、ニップロールにて熱圧着し、次いで７秒以内に水冷によって冷却した。
フィルム熱圧着法２：無延伸フィルムを、鋼板を樹脂の融点＋１０℃まで加熱した状態で
ニップロールにて熱圧着し、次いで７秒以内に水冷によって冷却した。
直接押し出し法：樹脂ペレットを押し出し機にて混練、溶融させ、Ｔダイより、走行中の
鋼板上に被覆し、次いで樹脂被覆された鋼板を８０℃の冷却ロールにてニップ冷却させ、
更に、水冷によって冷却した。
比較例の塗装鋼板は、エポキシ系熱硬化樹脂を塗布し、２２０℃で１０分加熱して厚さ８
μｍの塗膜を形成した。
【００５５】
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【表１】

【００５６】
　「缶体成形」
　作製した供試鋼板を用いて、図１に示した製造工程に準じて、以下の手順で缶体（最終
成形体）を作製した。中間成形体（工程Ｃ）及び最終成形体（工程Ｄ）の形状を表２に示
す。工程Ａの絞り加工は５段階で行い、工程Ｄの縮径加工は７段階で行った。熱処理は工
程Ａ～工程Ｄの途中段階で行い、赤外線式加熱炉を用いて缶体を加熱し、熱処理終了後水
冷した。熱処理のタイミング（熱処理実施時の缶体の加工度）及び熱処理条件を表３に示
す。
【００５７】
　表２において、最終成形体（工程Ｄ）のｈ、ｒ、ｄ、ｈａ、ｈｃ、Ｒは、各々最終成形
体の開口端部までの高さ、基体部２の直径、ネック形状部３の直径、基体部２の高さ、ネ
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ック形状部３の高さ、最終成形体と重量が等価となる成形前の円状板ブランクの半径であ
る（図１参照）。円状板ブランクの半径Ｒは、次のようにして求めた。成形前のブランク
シートの重量及びトリム工程後の最終成形体の重量を測定し、この測定結果に基づき、最
終成形体と重量が等価となる成形前ブランクシートの半径を求め、この半径を最終成形体
と重量が等価となる成形前の円状板ブランクの半径Ｒとした。
【００５８】



(12) JP 4692146 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

【表２】

【００５９】
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【表３】

【００６０】
１）ブランキング（ブランクシートの直径：６６、８２ｍｍφ）
２）絞り加工及びしごき加工（工程Ａ）
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　５段の絞り加工にて、缶体の半径ｒ、高さｈが、ｒ／Ｒ：０．２７～０．３４、ｈ／（
Ｒ－ｒ）：２．２３～３．０９の範囲の缶体（中間缶体）を作製した。また、所望の缶体
を作製するために、適宜、しごき加工も併用した。
３）缶底部のドーム形状加工（工程Ｂ）
　缶底部に、深さ６ｍｍの半球状の張り出し加工を行った。
４）トリム加工（工程Ｃ）
　缶上端部を２ｍｍほどトリムした。
５）円筒上部の縮径加工（工程Ｄ）
　円筒上部に縮径加工を施し、具体的には、内面テーパ形状のダイに開口端部を押し当て
て縮径を行うダイネック方式にて実施し、表２に示した最終的な缶体形状の缶体を作製し
た。
【００６１】
　上記手順で作製した缶体のフィルム層の密着性、加工性、外観を以下のようにして評価
した。評価結果を表３に併せて記載した。
【００６２】
　「密着性試験」
　缶体を周方向巾１５ｍｍになるように缶高さ方向に略長方形に剪断し、その缶高さ方向
で底面から１０ｍｍの位置を、周方向に直線状に、鋼板のみを剪断した。結果、剪断位置
を境に缶高さ方向底面側に１０ｍｍ部分と残余の部分からなる試験片が作成された。１０
ｍｍの部分に巾１５ｍｍ、長さ６０ｍｍの鋼板を繋ぎ（溶接）、６０ｍｍ鋼板部分を持っ
て、残余部分のフィルムを破断位置から１０ｍｍほど剥離させる。フィルムを剥離した部
分と６０ｍｍ鋼板部分を掴みしろとして１８０°方向にピール試験を実施した。観測され
たピール強度の最小値を密着性の指標とした。
（ピール強度）
４Ｎ／１５ｍｍ未満：×
４Ｎ／１５ｍｍ以上：○
【００６３】
　「フィルム加工性評価」
　缶上端より１０ｍｍの位置を中心に、１５ｍｍφの小窓を開けたシールを貼り、測定面
積が１５ｍｍφとなるようにした。次に、小窓部分を電解液（ＫＣｌ：５％溶液、温度は
常温）に浸し、鋼板と電解液間に６．２Ｖの電圧をかけた。この時測定される電流値に応
じて下記のように評価した。
（電流値）
０．１ｍＡ以下：◎
０．１ｍＡ超え、１．０ｍＡ以下：○
１．０ｍＡ超え：×
【００６４】
　「外観評価」
　作製された缶のネック形状部の外観を目視評価して、肌粗れが確認された場合は×、確
認されなかった場合は○とした。
【００６５】
　「評価結果」
　缶体Ｃ１～Ｃ１２及びＣ１４～Ｃ３０は本発明の実施例であり、フィルム密着性、加工
性、外観がともに良好である。
【００６６】
　缶体Ｃ１３は、本発明の実施例であるが、冷却時間が第３発明範囲を外れた例である。
フィルム加工性、密着性、外観がいずれも合格ではあるが、加工性の評価は○であった。
【００６７】
　缶体Ｃ３１は、樹脂層に本発明範囲外の熱硬化性の塗料を塗布したものである。加工性
、密着性、外観の全てが×となった。
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【００６８】
　缶体Ｃ３２は、熱処理温度が本発明範囲上限を外れるものである。外観が×となった。
【００６９】
　缶体Ｃ３３～Ｃ３５は、熱処理のタイミングが本範囲の規定を外れるものである。加工
性の評価は○で、密着性の評価は×となった。
【００７０】
　缶体Ｃ３５は、面配向係数が本発明範囲を外れるものである。フィルム加工性性が×と
なった。
【００７１】
　缶体Ｃ３６は、熱処理温度が本発明範囲下限を外れるものである。フィルム密着性が×
となった。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明の２ピース缶の製造方法は、ラミネート樹脂層の剥離と破断を防止して、高加工
度の２ピース缶を製造する方法として利用することができる。本発明法で製造された２ピ
ースラミネート缶は、高加工度が要求されるエアゾール缶等の用途に利用することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の缶体の製造工程の一実施形態を説明する図である。
【符号の説明】
【００７４】
１　　ブランクシート
２　　基体部
３　　ドーム形状部
４　　ネック形状部
５　　テーパ形状部



(16) JP 4692146 B2 2011.6.1

【図１】



(17) JP 4692146 B2 2011.6.1

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  西原　友佳
            東京都千代田区内幸町二丁目２番３号　ＪＦＥスチール株式会社内
(72)発明者  安江　良彦
            東京都千代田区内幸町二丁目２番３号　ＪＦＥスチール株式会社内
(72)発明者  岩佐　浩樹
            東京都千代田区内幸町二丁目２番３号　ＪＦＥスチール株式会社内

    審査官  石田　宏之

(56)参考文献  特開平８－３０９４６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２４６６９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１４８３２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特公昭５９－３５３４４（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開平７－２２３６４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５６－１２５８２８（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６５Ｄ　　　８／１６　　　　
              Ｂ２１Ｄ　　５１／２６　　　　
              Ｂ６５Ｄ　　　１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

