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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄型ディスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバー用の亜鉛系めっき鋼板であっ
て、
　前記亜鉛系めっき鋼板の前記バックカバーの外面となる側の面には、下層として皮膜量
が０．３～０．７ｇ／ｍ２である無機有機複合系処理皮膜が形成され、かつ、表層として
皮膜量が０．５～３ｇ／ｍ２である着色有機系処理皮膜が形成され、
　前記バックカバーの内面となる側の面の表面には、皮膜量が０．３～０．７ｇ／ｍ２で
ある無機有機複合系処理皮膜が形成されることを特徴とする、亜鉛系めっき鋼板。
【請求項２】
　前記着色有機系処理皮膜の上に、皮膜量が０．５～５．０ｇ／ｍ２であるクリアー有機
系処理皮膜が更に形成されることを特徴とする、請求項１に記載の亜鉛系めっき鋼板。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本発明は、薄型ディスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバー用亜鉛
系めっき鋼板に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　これまで、薄型ディスプレイパネル、特にプラズマディスプレイパネル（Ｐｌａｓｍａ
　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ：ＰＤＰ）を用いる表示装置のバックカバー用材料として
、下記のような提案がなされている。
【０００３】
　ＰＤＰを用いてテレビ映像等を表示する表示装置に係り、電磁波の不要輻射を防止した
表示装置の筐体構造に関するもので、ＰＤＰを収納する直方体の枠体を設け、その外部を
外カバー（バックパネル）で被って筐体とし、枠体として導電性材料、バックカバーとし
てプラスチック材料を用いるものが開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また上記と同様に、ＰＤＰの電磁波の不要輻射ノイズ漏れを防止する表示装置に関する
もので、ＰＤＰを用いる表示装置はＰＤＰが粘着シートを介してシャーシに固定され、Ｐ
ＤＰ側の前面からキャビネット、シャーシ側の後面からバックカバーで挟まれたサンドイ
ッチ構造になっている。表示装置のバックカバーとしては導電性材料からなるものや、樹
脂製パネルの内側に金属製またはアルミニウム製の箔を貼り付けて導電性を持たせたもの
が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　他方、放熱性、導電性および耐疵付性が優れた金属板に関するもので、用途の一例とし
て、ＰＤＰを用いる表示装置のバックカバーを挙げ、この金属板はアルミニウム素板の両
面にリン酸クロメート皮膜を形成し、その上に樹脂皮膜を形成してなることが開示されて
いる（例えば、特許文献３参照）。
【０００６】
　上記に記述したように、ＰＤＰをはじめとする薄型ディスプレイパネルを用いる表示装
置のバックカバー用途材料には、従来からパネルの導電性を主体要求としてアルミニウム
板等の非鉄材料が使われてきた。その後、意匠性の要求が高まり、色彩のバリエーション
に富んだＰＣＭ塗装鋼板等も用いられている。
【０００７】
【特許文献１】特開平９－１７２２６７号公報
【特許文献２】特開２０００－２０００４６号公報
【特許文献３】特開２００４－１６０９７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、ＰＣＭ塗装鋼板は塗膜厚みが数１０ｇ／ｍ２と厚く、且つ塗装工程の作
業性等の理由から比較的高価なため、近年、コストダウンの観点から、従来特性同等以上
の性能を担保し、より低コストな意匠性めっき鋼板の開発が要求され始めた。
【０００９】
　本発明は、上記現状に鑑み、廉価で用途特性に優れた薄型ディスプレイパネルを用いる
表示装置のバックカバー用亜鉛系めっき鋼板を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは，上記の問題を解決すべく鋭意検討し，本発明を完成した。本発明の要旨
は，以下の通りである。
【００１１】
　（１）薄型ディスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバー用の亜鉛系めっき鋼板
であって、前記亜鉛系めっき鋼板の前記バックカバーの外面となる側の面には、下層とし
て皮膜量が０．３～０．７ｇ／ｍ２である無機有機複合系処理皮膜が形成され、かつ、表
層として皮膜量が０．５～３ｇ／ｍ２である着色有機系処理皮膜が形成され、前記バック
カバーの内面となる側の面の表面には、皮膜量が０．３～０．７ｇ／ｍ２である無機有機
複合系処理皮膜が形成されることを特徴とする、亜鉛系めっき鋼板。
　（２）着色有機系処理皮膜の上に、皮膜量が０．５～５．０ｇ／ｍ２であるクリアー有
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機系処理皮膜が更に形成されることを特徴とする、上記（１）に記載の亜鉛系めっき鋼板
。
 
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の薄型ディスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバー用亜鉛系めっき鋼板
は、上述した構成よりなるので、皮膜厚みが小さくて低コスト化を実現でき、かつ薄型デ
ィスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバー用途性能を満足することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の第１の実施形態に係る亜鉛系めっき鋼板は、薄型ディスプレイパネルを用いる
表示装置のバックカバーの外面となる面が必要性能（例えば、意匠性と耐食性）を有する
ように、亜鉛系めっき鋼板の表面に設けられた、無機有機複合系処理皮膜と着色有機系処
理皮膜との複層構造からなり、且つバックカバーの内面となる面が必要性能（例えば、導
電性と耐食性）を有するように、亜鉛系めっき鋼板の表面に設けられた無機有機複合系処
理皮膜からなる。また、場合によっては、更に耐色落ち性を付与するために、上記複層構
造の着色有機系処理皮膜の上に、クリアー有機系処理皮膜を更に備えてもよい。表裏異な
る皮膜構成を基本設計に持ち、且つ表裏皮膜の最適化を図ることで、薄型ディスプレイパ
ネルを用いる表示装置のバックカバー用途に優れた意匠性亜鉛系めっき鋼板を提供するこ
とができる。
 
【００１４】
　ここで、上記の薄型ディスプレイパネルとしては、例えば、プラズマディスプレイパネ
ル、液晶ディスプレイパネル、電界放出ディスプレイパネル等のディスプレイパネルがあ
る。また、本実施形態に係る亜鉛系めっき鋼板は、例えば、パーソナルコンピュータ用の
ディスプレイやＴＶに使用されるディスプレイパネル等、あらゆる薄型ディスプレイパネ
ルに用いることが可能である。
【００１５】
　本実施形態に係る薄型ディスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバー用意匠性亜
鉛系めっき鋼板において、バックカバーの外面となる面は、亜鉛系めっき鋼板の表面に直
接着色有機系処理皮膜を有することで亜鉛系めっき鋼板のめっき腐食生成物が保持され、
めっき腐食生成物のバリアー効果によって耐赤錆性が向上する。更に、亜鉛系めっきと着
色有機系処理皮膜の間に無機有機複合系処理皮膜を被覆することで、このバリアー効果は
格段と向上し、高耐食性が発現する。これは、無機有機複合系処理皮膜が、めっき表面の
－Ｏ、－ＯＨ基や有機系皮膜表面の親水性官能基と水素結合やファンデルワールス力を介
して架橋構造を形成するため、界面の密着力を向上すると共に、腐食の過程で無機有機複
合系処理皮膜から無機成分が溶解し、腐食生成物の安定化に寄与するものと推定している
。更に、意匠性の観点からは、有機系皮膜中の顔料、ビーズ、アルミペースト等の種類お
よび含有率を変化させることで、要求に合った多種多様な深みを持った意匠性外観が可能
となる。
【００１６】
　更に、場合によって耐色落ち性を必要とするときは、着色有機系処理皮膜の上にクリア
ー有機系処理皮膜を被覆するようにしてもよい。このようなクリアー有機系処理皮膜を形
成することで、双方の皮膜表面の官能基同士の水素結合やファンデルワールス力等を介し
て架橋構造が形成されるため、界面の密着力を担保し、かつクリアー有機系処理皮膜が着
色有機系処理皮膜のガードコートの役割を担うため、加工時の面摺動や拭き取り時の着色
有機系処理皮膜の耐色落ち性が著しく向上する。
【００１７】
　他方、本実施形態に係る意匠性亜鉛系めっき鋼板の薄型ディスプレイパネルを用いる表
示装置のバックカバーの内面となる面は、亜鉛系めっき鋼板の表面に薄膜の無機有機複合
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系処理皮膜を被覆することで導電性が確保されるとともに、且つめっきの腐食が抑制され
、結果的に耐赤錆性が向上する。これは、無機有機複合系処理皮膜が、めっき表面の－Ｏ
、－ＯＨ基と水素結合やファンデルワールス力を介して架橋構造を形成し、タイトな皮膜
となっているため、めっき面への水、塩分等の腐食因子のバリアー効果を発現するためで
あると考えられる。同時に、腐食の過程で無機有機複合系処理皮膜から無機成分が溶解し
、腐食生成物の安定化も寄与するものと推定している。
【００１８】
　上記無機有機複合系処理皮膜は、下限０．３ｇ／ｍ２、上限０．７ｇ／ｍ２の皮膜量で
形成されたものである。下限０．３ｇ／ｍ２未満であると、白錆や赤錆が発生し易くなり
、耐食性は低下する。この理由としては、主にめっき表面の無機有機複合系処理皮膜の被
覆量が極めて少なく、充分に表面を覆えないため、腐食因子のバリアー効果が不足し、め
っきの腐食が起き易いものと考えられる。一方、上限皮膜量決定の理由としては、バック
カバーの内面となる側の面の表面において上限皮膜量が０．７ｇ／ｍ２を超えると、皮膜
が良伝導性でないため、電磁波の不要輻射ノイズ漏れを防止するために必要とされる導電
性が著しく低下するからである。安定した耐食性と導電性とを確保するためには、例えば
、上記下限は０．３５ｇ／ｍ２であることがより好ましく、上記上限は０．６５ｇ／ｍ２

であることがより好ましい。
【００１９】
　上記無機有機複合系処理皮膜は、無機化合物を主体とし、無機塩は特に限定されないが
、リン酸塩及びケイ酸塩の単独もしくは両方が配合されていることが望ましい。無機塩の
種類としては、特に限定されることはないが、無機塩中のカチオン成分は亜鉛イオン、マ
グネシウムイオン、マンガンイオンが好ましい。
【００２０】
　また、成膜性向上の観点から、上記無機有機複合系処理皮膜中に有機化合物を含有させ
ている。有機化合物としては、例えば、有機チタン化合物、有機ケイ素化合物、ポリエス
テル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、アクリル系樹脂、ビニル系樹
脂、エポキシ系樹脂、シリコン系樹脂等を挙げることができる。これらの有機化合物のう
ち、エポキシ系樹脂、フェノール系樹脂、ウレタン系樹脂、アクリル酸系樹脂、有機ケイ
素化合物が好ましく、上記無機塩と混合するか脱水縮合等の化学結合を用いて複合化して
も良い。有機化合物の有機系官能基としては、脂肪族および芳香族炭化水素系官能基であ
れば特に限定されることはなく、上記無機塩と脱水縮合等の化学結合を用いて複合化され
ることが望ましい。成膜性を向上させるために、有機系官能基の末端にアミノ基、エポキ
シ基等の反応性の異なる単独もしくは二種類以上の官能基を導入すると、更に好適である
。
【００２１】
　上記無機有機複合系処理皮膜は、耐食性向上の観点から、防錆処理剤に使用されうる防
錆インヒビターを適宜含有してもよい。防錆インヒビターとしては、特に限定されること
はないが、亜鉛、ケイ素、リン、マグネシウム、ジルコニウム、硫黄、バナジウム、アル
ミニウム、コバルト、チタン、マンガン、ニオブ、モリブデン、バリウム、タングステン
の単体あるいはこれらを含有する酸化物、フッ化物、窒化物等の化合物の単独あるいは二
種以上が配合されていることが好ましい。
【００２２】
　上記の無機有機複合系処理皮膜における無機化合物（無機系成分）の具体例として、例
えば、リン酸マグネシウム、硫酸マグネシウム、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、
硝酸マグネシウム、酸塩化ジルコニウム、硫酸ジルコニウム、酢酸ジルコニウム、バナジ
ン酸アンモニウム、オキシ二塩化バナジウム、三酸化バナジウム、五酸化バナジウム、オ
キシシュウ酸バナジウム、チッ化バナジウム、オキシ硫酸バナジウム、バナジン酸ナトリ
ウム、硫酸アルミニウム、酸化アルミニウム、塩化コバルト、硫酸コバルト、炭酸コバル
ト、酸化コバルト、硝酸コバルト、酢酸コバルト、酸化チタン、塩化チタン、チタン酸バ
リウム、チタンフッ化水素酸、塩化マンガン、硫酸マンガン、炭酸マンガン、四三酸化マ
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ンガン、硝酸マンガン、酢酸マンガン、二酸化マンガン、五塩化ニオブ、オキシ塩化ニオ
ブ、五酸化ニオブ、シュウ酸水素ニオブ、ニオブ酸バリウム、モリブデン酸アンモニウム
、モリブデン酸ナトリウム、三酸化モリブデン、三酸化タングステン、パラタングステン
酸アンモニウム、メタタングステン酸アンモニウム、タングステン酸カリウム、タングス
テン酸カルシウム、塩化バリウム、炭酸バリウム、硝酸バリウム、酸化バリウム、硫酸バ
リウム、過酸化バリウム等を挙げることができる。しかしながら、本発明に係る無機有機
複合系処理皮膜における無機化合物成分は、上記の化合物に限定されるわけではない。
【００２３】
　上記無機有機複合系処理皮膜を形成する処理液としては、無機塩の解離イオンを主成分
として、さらに有機樹脂等の有機系官能基を含む有機化合物、防錆インヒビター等も必要
に応じて添加された処理液が使用できる。
【００２４】
　上記無機有機複合系処理剤による亜鉛系めっき鋼板への処理方法としては、浸漬型処理
、塗布型処理のいずれの方法によっても上記無機有機複合系処理皮膜を形成させることが
可能である。浸漬型処理としては、例えば、亜鉛系めっき鋼板に脱脂、水洗を行った後に
、上記無機系処理液と接触させ、リンガーロール法やエアナイフ法等によって膜厚を制御
した後に乾燥を行うことにより上記無機有機複合系処理皮膜を形成することができる。上
記無機有機複合系処理皮膜の皮膜量は、例えばリンガーロール法であればロール押し付け
圧、エアナイフ法ではエア圧の調整によりそれぞれ制御が可能である。
【００２５】
　塗布型処理としては、例えば、亜鉛系めっき鋼板に、必要な皮膜量に応じた量の上記無
機有機複合系処理液をロールコート法により必要な塗布量に調整する方法がある。上記無
機有機複合系処理液を亜鉛系めっき鋼板に塗布した後、乾燥炉等を用いて乾燥させること
により、皮膜を形成させる。
【００２６】
　上記着色有機系処理皮膜は、下限０．５ｇ／ｍ２、上限３ｇ／ｍ２の皮膜量で形成され
たものである。下限０．５ｇ／ｍ２未満であると、白錆や赤錆が発生し易くなり、耐食性
は低下する。この理由としては、めっき表面のうねりの頂上部位での有機皮膜厚みが薄く
なり、この部位での腐食因子の透過性が高くなるため、めっきの腐食が起き易いものと考
えられる。一方、上限３ｇ／ｍ２の皮膜量を超えると、ロールコーター系の塗布方法で容
易に有機皮膜厚みを制御することが難しく（すなわち均一膜厚成膜がしづらく）、塗布ム
ラ模様が発生しやすくなるため外観品位上も難しい。安定した耐食性と成膜性とを確保す
るためには、例えば、上記下限は０．７ｇ／ｍ２であることがより好ましい。
 
【００２７】
　上記着色有機系処理皮膜は、有機化合物に各種着色顔料を含む皮膜であるが、更に、こ
の中にビーズ、アルミペースト、増粘剤、有機防錆剤、無機防錆剤、染料、界面活性剤、
潤滑剤等の他の添加剤が、単独あるいは二種以上配合されていてもよい。ここで、添加剤
の材質等は特に限定されない。特に、ビーズやアルミペーストを添加することで、ゆず肌
感やメタリック調の意匠性が得られる。
【００２８】
　上記有機化合物の役割は、着色有機系処理皮膜中に含有されることによって、めっき上
に欠陥のない均一な着色有機系処理皮膜を形成させることである。また、着色顔料等の添
加剤を皮膜中で固定するのに好適である。更に、無機有機複合系処理皮膜をめっきと着色
有機系処理皮膜との間に形成させると、めっきと着色有機系処理皮膜間の密着性は更に向
上する。
【００２９】
　上記有機化合物としては主に有機樹脂であり、特に限定されないが、ポリエステル樹脂
、ポリウレタン樹脂、ポリオレフィン樹脂、アクリル樹脂、ビニル樹脂、エポキシ樹脂、
シリコン樹脂等の単独もしくは二種以上の混合物、または複数樹脂の変性体を使用するこ
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とが、添加剤の皮膜中での固定および無機有機複合系処理皮膜あるいはめっきと着色有機
系処理皮膜の密着性の向上に好適である。
【００３０】
　上記着色有機系処理皮膜は、亜鉛系めっき鋼板に無機有機複合系処理皮膜を介して、上
記着色有機系処理剤を塗布することによって形成することができる。上記塗布方法として
は、均一な成膜がなされ塗膜厚が制御出来さえすれば、特に限定されず、例えば、浸漬法
、スプレー法、エアレススプレー法、ロール法等を挙げることができる。
 
【００３１】
　上記クリアー有機系処理皮膜は、下限０．５ｇ／ｍ２、上限５ｇ／ｍ２の皮膜量で形成
されたものである。下限０．５ｇ／ｍ２未満であると、耐色落ち性は低下する。この理由
としては、クリアー有機系処理皮膜量が少ないと、着色有機系処理皮膜の色落ちのバリア
ー効果が効かないことが考えられる。また、上限５ｇ／ｍ２の皮膜量を超えると、ロール
コーター系の塗布方法で容易に有機皮膜厚みを制御することが難しく（すなわち均一膜厚
成膜がしづらく）、塗布ムラ模様が発生しやすくなるため外観品位上も難しい。安定した
耐色落ち性と成膜性とを確保するためには、例えば、上記下限は０．７ｇ／ｍ２であるこ
とがより好ましく、上記上限は４．５ｇ／ｍ２であることがより好ましい。
【００３２】
　上記クリアー有機系処理皮膜は、有機化合物であるが、更に、この中に増粘剤、有機防
錆剤、無機防錆剤、界面活性剤、潤滑剤等の他の添加剤が、単独あるいは二種以上配合さ
れていてもよい。ここで、添加剤の材質等は特に限定されない。
【００３３】
　上記有機化合物の役割は、クリアー有機系処理皮膜中に含有されることによって、めっ
き上に欠陥のない均一なクリアー有機系処理皮膜を形成させることである。また、潤滑剤
（ｗａｘ）等の添加剤を皮膜中で固定するのに好適である。更に、有機化合物は着色有機
系処理皮膜とクリアー有機系処理皮膜間の密着性の向上に寄与する。
【００３４】
　上記有機化合物としては主に有機樹脂であり、特に限定されないが、ポリエステル樹脂
、ポリウレタン樹脂、ポリオレフィン樹脂、アクリル樹脂、ビニル樹脂、エポキシ樹脂、
シリコン樹脂等の単独もしくは二種以上の混合物、または複数樹脂の変性体を使用するこ
とが、添加剤の皮膜中での固定および着色有機系処理皮膜とクリアー有機系処理皮膜の密
着性の向上に好適である。
【００３５】
　上記クリアー有機系処理皮膜の塗布方法としては、均一な成膜がなされ塗膜厚が制御出
来さえすれば、特に限定されるものではなく、例えば、浸漬法、スプレー法、エアレスス
プレー法、ロール法等を挙げることができる。
【００３６】
　本実施形態に係る薄型ディスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバー用意匠性亜
鉛系めっき鋼板に使用する亜鉛系めっき鋼板は特に限定されず、例えば、亜鉛めっき鋼板
、亜鉛－ニッケルめっき鋼板、亜鉛－鉄めっき鋼板、亜鉛－クロムめっき鋼板、亜鉛－マ
ンガンめっき鋼板、亜鉛－アルミニウムめっき鋼板、亜鉛－マグネシウムめっき鋼板等の
亜鉛系の電気めっき、溶融めっき、蒸着めっき、置換めっき鋼板等の亜鉛又は亜鉛系合金
めっき鋼板等を挙げることができる。
【００３７】
　なお、上記の無機有機複合系処理皮膜や着色有機系処理皮膜、クリアー有機系処理皮膜
の付着量は、例えば皮膜形成前および皮膜形成後の亜鉛系めっき鋼板の質量をそれぞれ測
定し、皮膜形成前後での質量差を被覆面積で除することで決定することができる。
【００３８】
　また、上記の無機有機複合系処理皮膜や着色有機系処理皮膜、クリアー有機系処理皮膜
を形成するための塗布液は、例えば蒸留水に所定比率の成分を固形分濃度が所定範囲（例



(7) JP 5098257 B2 2012.12.12

10

20

30

40

えば、１０～２０質量％）になるように添加し、常温で均一分散するまで撹拌を行うこと
で製造することができる。
【００３９】
　本発明は、薄型ディスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバーの外面となる側の
面に、第一層として無機有機複合系処理皮膜を０．３～０．７ｇ／ｍ２の皮膜量で、第二
層として着色有機系処理皮膜を０．５～３ｇ／ｍ２の皮膜量で被覆し、その上に場合によ
りクリアー有機系処理皮膜を０．５～５．０ｇ／ｍ２の皮膜量で被覆し、カバーの内面と
なる側の面に無機有機複合系処理皮膜を０．３～０．７ｇ／ｍ２の皮膜量で被覆すること
により得られるものであることから、鋼板の全面を均一皮膜で覆うことができる。
 
【００４０】
　これにより、亜鉛系めっき鋼板のめっき表面と無機有機複合系処理皮膜、無機有機複合
系処理皮膜と着色有機系処理皮膜、着色有機系処理皮膜とクリアー有機系処理皮膜の各界
面の密着力を向上させることが可能となり、薄型ディスプレイパネルを用いる表示装置の
バックカバーの具備すべき主たる性能要件であるバックカバーの外面となる側の面の必要
性能（例えば、意匠性と耐食性、外観品位、特にクリアー有機系処理皮膜の被覆があるこ
とで耐色落ち性）および内面となる側の面の必要性能（例えば、導電性と耐食性）が同時
に確保できる。従って、本発明の意匠性亜鉛系めっき鋼板を適用することで充分な薄型デ
ィスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバー用途性能を満足できる。
 
【実施例】
【００４１】
　以下本発明について実施例を掲げて更に詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例の
みに限定されるものではない。
【００４２】
　用いためっき鋼板を表１、無機有機複合系処理を表２、着色有機系処理を表３－１、ク
リアー有機系処理皮膜を表３－２にそれぞれ示す。
【００４３】

【表１】

【００４４】
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【００４５】
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【表３】

【００４６】
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【表４】

【００４７】
　これらの組み合わせによって、本実施形態に示す意匠性亜鉛系めっき鋼板を作製し、導
電性、外観品位性、耐食性を調査した。なお、無機有機複合系処理皮膜は、表２に示した
１～１１の塗布液を市販のゴムロールコーターにて塗布し、鋼板到達温度１１０～１８０
℃で焼付け放冷し作製した。着色有機系処理皮膜は、表３－１に示した１～１０の塗布液
を市販のゴムロールローターにて塗布し、鋼板到達温度１１０～１８０℃で焼付け放冷し
作製した。また、各皮膜の付着量は、皮膜形成前後の質量差を被覆面積で除することで決
定した。なお、表２に示した１～１１の塗布液の無機系成分と有機系成分の質量比、およ
び、有機樹脂と有機チタン化合物もしくは有機ケイ素化合物との質量比は、表２に記載の
通りである。クリアー有機系処理皮膜は表３－２に示した１～１０の塗布液を市販のゴム
ロールローターにて塗布し、鋼板到達温度１１０～１８０℃で焼付け放冷し作製した。各
種評価内容および基準は次の通りである。
【００４８】
（導電性評価方法）
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　平滑なＡ４サイズの平板表面について、ロレスター４探針法（ロレスターＥＰ）を用い
て任意に１０点の表面抵抗を測定した。評価基準は以下の通りである。
【００４９】
　導電性（評価４点以上が合格）
　評点５：１ｍΩ未満が１０点中１０点
　　　４：１ｍΩ未満が１０点中８～９点
　　　３：１ｍΩ未満が１０点中６～７点
　　　２：１ｍΩ未満が１０点中４～５点
　　　１：１ｍΩ未満が１０点中０～３点
　以上の評価結果を、以下に示す表４－１、４－２中に示した。
【００５０】
（外観品位性評価方法）
ロールコーター法を用いてＡ４サイズの平板に着色有機系処理皮膜を塗布し、目視にて塗
布ムラ模様発生の有無を目視評価した。評価基準は以下の通りである。
【００５１】
　外観品位性（評価２点が合格）
　評点２：目視判定で塗布ムラ模様発生無し
　　　１：目視判定で塗布ムラ模様発生有り
　以上の評価結果を、以下に示す表４－１、４－２、４－３中に示した。
【００５２】
（耐食性評価方法）
平板を１５０ｍｍ（長手）×７０ｍｍ（幅）サイズに切断し、長手方向下から５０ｍｍの
位置に７ｍｍ高さのエルクセン張り出しを行い、板端面部と裏面部を市販の防錆テープで
シーリングした後で、塩水噴霧試験ＳＳＴ（ＪＩＳ　Ｚ２３７１）環境に仰角６０°で放
置し、３日後の腐食外観を下記の評点で評価した。評価基準は以下の通りである。百分率
は部位の錆発生面積率を表す。平面部、張り出し部それぞれについて、耐食性評価３点以
上が合格である。
【００５３】
　平面部
　評点５：白錆発生なし
　　　４：白錆発生５０％
　　　３：全面白錆発生
　　　２：白錆発生多、赤錆発生微少
　　　１：赤錆発生多
【００５４】
　張り出し部
　評点５：白錆発生５０％未満
　　　４：全面白錆発生
　　　３：赤錆発生５０％未満
　　　２：全面赤錆発生
　　　１：全面赤錆発生
　以上の評価結果を、以下に示す表４－１、４－２中に示した。
【００５５】
（耐色落ち性評価方法）
平板を１５０ｍｍ（長手）×７０ｍｍ（幅）サイズに切断し、長手方向に摺動試験機にて
市販の白ネル（布）にて荷重５００ｇ／ｃｍ２にて、ストローク３０ｍｍの往復スライド
摩耗にて５０００回往復後の布への色付き、平板上の色落ち痕の発生を、目視評価によっ
て下記の評点で評価した。評価基準は以下の通りである。耐色落ち性評価３点以上が合格
である。
【００５６】
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　評点５：平板表面外観変化なし、布着色なし
　　　４：平板表面外観変化なし、布着色微少
　　　３：平板上の色落ち痕微少、布着色微少
　　　２：明らかな平板上の色落ち痕あり、布着色あり
　　　１：メッキ下地露出、布着色大
　以上の評価結果を、以下の表４－３中に示した。
【００５７】
【表５】

【００５８】
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【００５９】
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【表７】

【００６０】
　前出の表４－１、４－２の評価結果に示す通り、上記の製造方法で作製した本発明鋼板
（実施例Ｎｏ．１－２６、３１－３７）は、内面となる側の面の導電性と耐食性、および
外面となる側の面の、外観品位性、耐食性が良好である。それに比較して、本発明範囲を
逸脱する場合（比較例Ｎｏ．１－１４）は、導電性あるいは外観品位、耐食性が不良であ
る。すなわち、本発明は、薄型ディスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバーの外
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面となる側の面に、第一層として無機有機複合系処理皮膜、第二層として着色有機系処理
皮膜を所定量有し、カバーの内面となる側の面に無機有機複合系処理皮膜を所定量有する
ことで、薄型ディスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバーとして必要とされる性
能を具備できる。その上に更に皮膜量が０．５～５．０ｇ／ｍ２であるクリアー有機系処
理皮膜を形成することで、前出の表４－３の評価結果に示す通り、上記の製造方法で作製
した本発明鋼板（実施例Ｎｏ．４２－４７）は、耐色落ち性と外面品位性に極めて優れる
。それに比較して、本発明範囲を逸脱する場合（比較例Ｎｏ．１５－２４）は、耐色落ち
性または外面品位性のどちらかが不良であることがわかった。また、クリアー有機系処理
皮膜を形成しない場合（比較例Ｎｏ．２５－３３）は、耐色落ち性が不良であることがわ
かった。
 
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明の薄型ディスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバー用亜鉛系めっき鋼板
は、上述した構成よりなるので、皮膜厚みが小さくて低コスト化を実現でき、かつ薄型デ
ィスプレイパネルを用いる表示装置のバックカバー用途性能を満足している。
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