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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジルコニウム化合物、チタン化合物及びバナジウム化合物からなる群より選ばれる少な
くとも一種の金属化合物と、マレイン酸、フマル酸、シトラコン酸、イタコン酸、メサコ
ン酸、これらの酸無水物、これらの半エステル及びこれらの塩からなる群より選択される
α,β－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸類と、を添加してなる表面処理剤であって、
前記金属化合物の添加量は前記表面処理剤の全固形分量に対して５～７０重量％であり、
前記α,β－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸類の添加量は前記金属化合物の添加量に
対してモル比で５～１５である、アルミニウム用塗布型表面処理剤。
【請求項２】
　前記金属化合物が、炭酸塩、ケイ酸塩、燐酸塩、有機酸塩、酸化物及び水酸化物からな
る群より選択される、請求項１記載のアルミニウム用塗布型表面処理剤。
【請求項３】
　前記金属化合物が、アンモニウム、フッ素、酢酸、硝酸及び硫酸を含有しない化合物か
らなる群より選択される、請求項２記載のアルミニウム用塗布型表面処理剤。
【請求項４】
　ケイ素、セリウム、リチウム、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、アルミニウム及びマ
ンガンからなる群から選択される少なくとも一種の金属成分並びに水溶性高分子からなる
群から選択される、少なくとも一種の成分を更に含有する、請求項１～３のいずれか一項
記載のアルミニウム用塗布型表面処理剤。
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【請求項５】
　前記金属成分は、水酸基を含有する無機成分であり、前記水溶性高分子は、セルロース
誘導体、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリ
グリセリン、水溶性ポリフェノール樹脂、タンニン及びポリマレイン酸から選択される成
分である、請求項４記載のアルミニウム用塗布型表面処理剤。
【請求項６】
　一時防錆剤及び／又は塗装下地剤としての、請求項１～５のいずれか一項記載のアルミ
ニウム用塗布型表面処理剤。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項記載のアルミニウム用塗布型表面処理剤をアルミニウム金
属材表面に塗布・乾燥することにより皮膜を形成させる工程を含む、表面処理方法。
【請求項８】
　請求項７記載の表面処理方法により皮膜が形成された表面処理アルミニウム金属材。
【請求項９】
　前記表面処理の皮膜質量が０．０１～５ｇ／ｍ２である、請求項８記載の表面処理アル
ミニウム金属材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種の金属材｛例えば、鉄系、亜鉛系、アルミニウム系及びマグネシウム系
等の群の中から選ばれる１種以上の金属から構成される金属材（金属板や金属構成体（例
えば、自動車車体や家庭電機製品））｝の一時防錆・塗装下地等のために使用される、上
塗り塗料との密着性及び耐食性に優れた表面皮膜を形成し得る、ノンクロム表面処理剤に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、家電、建材及び食品容器等の広い分野で使用されてきた亜鉛メッキ鋼板、アル
ミニウム又はアルミニウム合金板材の一時防錆や塗装下地方法として、クロム酸、重クロ
ム酸又はクロム酸塩を含む処理剤を用いるクロメート処理が知られている。クロメート処
理は、亜鉛メッキやアルミニウム合金表面に対して、防錆性の向上や上塗り塗料との密着
性向上を目的として行われている。そして、クロメート処理が施された表面処理亜鉛メッ
キやアルミニウム合金板材は、高い生産性や表面処理の均一性等の点で優れている。しか
しながら、クロメート処理は、環境汚染や人体への悪影響に繋がるという問題を抱えてい
るため、最近ではノンクロム防錆処理に対する要望が高まっている。
【０００３】
　ここで、クロムを含有しないノンクロメートタイプの表面処理の代表的な技術として、
特許文献１には、バナジウム化合物と、チタン塩、ジルコニウム塩及び亜鉛塩の群から選
択された少なくとも一種の化合物とを含む水溶液よりなることを特徴とする化成処理液が
開示されている。しかしながら、この処理方法は、当該化成処理液中にアルミニウム合金
を１～２０分間（好ましくは３～５分間）浸漬するといった、金属板材の表面処理法とし
てはあまり合理的とはいえない手法を採用している。
【０００４】
　また、特許文献２、特許文献３及び特許文献４には、ｐＨを１．５～４．０に調整した
、Ｖイオンと、Ｚｒイオンと、ＰＯ４イオンと、有効Ｆイオンとを含有する化成処理剤及
びそれを適用する化成処理方法が開示されている。しかしながら、化成処理方式であるた
め、ライン管理や排水処理等が複雑であり、作業性の観点から非効率的であった。加えて
、得られる皮膜付着量にも限界があり、用途によっては耐食性や密着性を確保できないと
いう問題も存する。
【０００５】
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　更に、特許文献５～９には、水系樹脂と金属化合物を含有する塗布型ノンクロム金属表
面処理剤が開示されている。これらの処理剤には、アンモニアやアミン等のアルカリ成分
が、アニオン系水系樹脂の中和剤として含まれている。また、別の処理剤には、第１～３
アミノ基や第４アンモニウム塩基が、カチオン性水系樹脂の水溶性官能基として含まれて
いる。更には、水系樹脂の架橋剤としての金属化合物は、アンモニウム錯体やアミン錯体
として表面処理剤に添加されているケースが多い。
【０００６】
　ここで、当該タイプの処理剤が処理対象物に塗布されると、乾燥の過程でアンモニアや
アミンが揮発し、フリーになった金属は、樹脂のカルボキシル基や水酸基などの官能基と
反応して共重合体間を架橋する。このような金属架橋型共重合体を含有する処理剤は、優
れた性質を有する一方、塗布時に多量のアンモニアが揮発するために、アンモニア臭が著
しく、塗布作業者からの苦情が多いという問題点がある。また、場合により、アンモニア
やアミンなどにより、銅など金属が応力腐食割れを起こす恐れもある。
【０００７】
　また、金属化合物、例えばジルコニウム化合物に関しては、フッ素含有ジルコニウム化
合物が、水溶性Ｚｒ供給源として多く使用されている｛例えば、ジルコンフッ化水素酸（
Ｈ2ＺｒＦ6）、ジルコンフッ化アンモニウム（（ＮＨ4）2ＺｒＦ6）、ジルコンフッ化カ
リウム（Ｋ2ＺｒＦ6）等｝。ここで、反応型金属表面処理剤の分野では、金属素材のエッ
チングに効くためにフッ素が反応促進剤としてよく使用されているものの、反応処理後の
水洗により余計なフッ素が皮膜中に残らないことから、フッ素残存の問題は無い。しかし
ながら、塗布型ノンクロ表面処理剤の分野では、場合により加熱乾燥中、塗布液中の一部
のフッ素が金属素材のエッチングにより消費されるものの、大部分のフッ素は揮発せずに
皮膜中に残存するので、フッ素が水溶性の原因となり耐食性と密着性に悪影響を与えると
いう問題がある。
【０００８】
　更には、単なるジルコニウム化合物、チタン化合物及びバナジウム化合物等の金属化合
物からなる無機皮膜は、クロム皮膜のような薄く緻密な膜にはならないため、水、酸素、
塩分に対するバリア性が十分でないという問題がある。加えて、無機膜の硬さや応力によ
り膜の柔軟性を欠くため、クラック等の欠陥を生じ易いという問題もある。
【特許文献１】特開昭５６－１３６９７８号
【特許文献２】特開平１－２４６３７０号
【特許文献３】特開平７－３１０１８９号
【特許文献４】特開平１１－１３１２５４号
【特許文献５】特開２００１－０８１３９２号
【特許文献６】特開２００１－３４２５７８号
【特許文献７】特開２００２－２６５８２１号
【特許文献８】特開２００３－２０１５７８号
【特許文献９】特開２００４－２９５８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明は、アンモニア臭の問題がなく、耐食性や上塗り塗料との密着性に優れ
た、塗布型の表面処理技術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】
【００１０】
　本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、本発明（１）～（１３）を
完成させたものである。
【００１１】
　本発明（１）は、ジルコニウム、チタン及びバナジウムからなる群より選択される少な
くとも一種の金属と、α,β－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸類とを含有する塗布型
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表面処理剤である。
【００１２】
　本発明（２）は、α,β－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸類が、マレイン酸、フマ
ル酸、シトラコン酸、イタコン酸、メサコン酸、これらの酸無水物、これらの半エステル
及びこれらの塩からなる群より選択される、前記発明（１）の塗布型表面処理剤である。
【００１３】
　本発明（３）は、ジルコニウム化合物、チタン化合物及びバナジウム化合物からなる群
より選択される少なくとも一種の金属化合物と、α,β－モノエチレン性不飽和ジカルボ
ン酸類とを添加してなる、前記発明（１）又は（２）の塗布型表面処理剤である。
【００１４】
　本発明（４）は、前記金属化合物が、炭酸塩、ケイ酸塩、燐酸塩、有機酸塩、酸化物又
は水酸化物である、前記発明（３）の塗布型表面処理剤である。
【００１５】
　本発明（５）は、前記金属化合物が、アンモニウム、フッ素、酢酸、硝酸及び硫酸を含
有しない化合物である、前記発明（３）又は（４）の塗布型表面処理剤である。
【００１６】
　本発明（６）は、α,β－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸類の含有量又は添加量は
、前記金属の含有量又は添加量に対して、モル比で１～１００である、前記発明（１）～
（５）のいずれか一つの塗布型表面処理剤である。
【００１７】
　本発明（７）は、ケイ素、セリウム、リチウム、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、ア
ルミニウム及びマンガンからなる群から選択される少なくとも一種の金属成分並びに水溶
性高分子からなる群から選択される、少なくとも一種の成分を更に含有する、前記（１）
～（６）のいずれか一つの塗布型表面処理剤である。
【００１８】
　本発明（８）は、カルボキシル基反応性基及び／又は不飽和基反応性基を有する成分を
更に含有する、前記発明（１）～（７）のいずれか一つの塗布型表面処理剤である。
【００１９】
　本発明（９）は、一時防錆剤及び／又は塗装下地剤としての、前記発明（１）～（８）
のいずれか一つの塗布型表面処理剤である。
【００２０】
　本発明（１０）は、前記発明（１）～（９）のいずれか一つの塗布型表面処理剤を金属
材表面に塗布・乾燥することにより皮膜を形成させる工程を含む、表面処理方法である。
【００２１】
　本発明（１１）は、前記金属材が、鉄系、亜鉛系、アルミ系及び／又はマグネシウム系
基材である、前記発明（１０）の表面処理方法である。
【００２２】
　本発明（１２）は、前記発明（１０）又は（１１）の表面処理方法により皮膜が形成さ
れた表面処理金属材である。
【００２３】
　本発明（１３）は、前記表面処理の皮膜質量が０．０１～５ｇ／ｍ２である、前記発明
（１２）の表面処理金属材である。
【００２４】
　ここで、本特許請求の範囲及び本明細書における各用語の意義について説明する。「塗
布型」とは、液状の表面処理剤を金属材料に塗布した後、乾燥させることにより皮膜を形
成させるタイプを指す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の最良形態について説明する。但し、以下の記載は、あくまでも最良形態
であり当該記載に限定されるものではない。例えば、数値範囲の上限や下限を好適範囲と
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して記載しているが、当該上限や下限を超えた場合であっても、本発明の構成要件を充足
する限り、本発明の技術的範囲内である。
【００２６】
　はじめに、本最良形態に係る塗布型表面処理剤を説明する。ここで、本表面処理剤は、
使用時には水溶液の形態であるが、使用時に水で希釈する濃縮タイプや水を添加する乾燥
タイプも本表面処理剤の概念に包含される。以下では、液状の塗布型表面処理剤（処理液
）を例に採り説明する。
【００２７】
　本表面処理剤は、ジルコニウム、チタン及びバナジウムからなる群より選択される少な
くとも一種の金属（以下、「成分Ａ」という）と、α,β－モノエチレン性不飽和ジカル
ボン酸類（以下、「成分Ｂ」という）とを含有する。ここで、本表面処理剤は、これらの
成分を溶液状態、ゾル状態又は分散状態で均一に含有している。例えば、該当成分がイオ
ンとして液中に存在していたり、コロイドとして液中に存在している態様を挙げることが
できる。尚、「イオン」とは、該当成分がイオン状態で存在することを意味し、価数（例
えば４価）や存在形態（例えば、金属単独イオン、金属含有錯イオン）は問わない。以下
、各成分について説明する。
【００２８】
　まず、成分Ａである「ジルコニウム、チタン及びバナジウムからなる群より選択される
少なくとも一種の金属」について説明する。ジルコニウム、チタン及び／又はバナジウム
の供給源となる金属化合物は、特に限定されないが、例えば、炭酸塩、ケイ酸塩、燐酸塩
、有機酸塩、酸化物又は水酸化物を挙げることができ、好適には、アンモニウム、フッ素
、酢酸、硝酸及び硫酸等を含有しない化合物、更に好適にはそれらの水難溶性の塩を挙げ
ることができる。ここで、アンモニウム等の成分を含有しないことが好適な理由は、まず
、アンモニウムに関しては、本表面処理剤が塗布型であるために水洗工程が無く余分な成
分は無い方がよいことに加え、乾燥時の揮発によるアンモニア臭の問題も生じるからであ
る。また、フッ素に関しては、本表面処理剤が塗布型であるためにエッチングの必要がな
いことに加え、フッ素がキレート成分として膜中に残存してしまうという問題を生じるか
らである。また、酢酸に関しては、乾燥時の揮発による酢酸臭の問題を生じるからである
。また、硝酸及び硫酸に関しては、当該成分の存在により膜形成が妨げられるという問題
を生じるからである。但し、これらの問題成分を含有する金属化合物を唯一の金属供給源
として用いない限り、これらの問題成分を一部含有していてもよい。また、水難溶性の塩
が好適である理由は、一般的に、可溶化成分であるフッ素等の上記非好適成分を当該塩が
含有していないケースが多いからである。
【００２９】
　以下具体例を列記すると、まず、ジルコニウム源としては、水分散性酸化ジルコニウム
コロイド、水酸化ジルコニウム、オキシ炭酸ジルコニウム、塩基性炭酸ジルコニウム、炭
酸ジルコニウムカリウム、ケイ酸ジルコニウム、リン酸ジルコニウム、チタン酸ジルコニ
ウム、タングステン酸ジルコニウム、ジルコニウム酸リチウム、ジルコニウム酸アルミニ
ウム、ジルコニウム酸マグネシウム、ジルコニウム酸ストロンチウム、マレイン酸ジルコ
ニウム、ジマレイン酸ハーフエステルジルコニウム、ジイタコン酸ジルコニウム、乳酸ジ
ルコニウム、オキシオレイン酸ジルコニウム、オキシステアリン酸ジルコニウム、ジルコ
ニウムエトキシド、ジルコニウムテトラｎ－ブトキシド等が挙げられる。チタン源として
は、水分散性酸化チタンコロイド、チタン酸、チタン酸リチウム、チタン酸ジルコニウム
、チタンのアルコキシド等が挙げられる。バナジウムとしては、メタバナジン酸、バナジ
ン酸及びこれらの塩（例えば、ナトリウム、カリウム等）、五酸化バナジウム等の酸化バ
ナジウム、五塩化バナジウム等のハロゲン化バナジウム、燐酸バナジウム、重燐酸バナジ
ウム、並びに、バナジウムアセチルアセトネートやバナジルアセチルアセトネート等の有
機バナジウム化合物が好ましいものとして挙げられる。
【００３０】
　次に、成分Ｂである「α,β－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸類」について説明す
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る。まず、「α,β－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸類」とは、分子内にエチレン性
二重結合を一つ有すると共に、当該二重結合に係る炭素の夫々に一つずつカルボキシル基
がペンダントしたジカルボン酸、これらの酸無水物、これらの半エステル及びこれらの塩
を指す。ここで、当該ジカルボン酸としては、例えば、マレイン酸、フマル酸、シトラコ
ン酸（メチルマレイン酸）、イタコン酸（メチリデンコハク酸）、メサコン酸（メチルフ
マル酸）を挙げることができる。また、半エステルとしては、炭素数１～１８のアルコー
ルのエステル類を挙げることができ、ここで、水溶解性の観点から、炭素数１～１０のア
ルコールのエステル類が好適であり、特に好適には、メチル、エチル、ベンジル等のアル
コールのエステル類である。また、塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩
等のアルカリ金属塩、マグネシウム塩、亜鉛塩等のアルカリ土類金属塩が挙げられる。こ
の中では、マレイン酸が、少量で金属化合物を水溶化（又は水分散化）可能という点で好
適である。
【００３１】
　次に、本最良形態に係る表面処理剤は、更に、ケイ素、セリウム、リチウム、亜鉛、マ
グネシウム、カルシウム、アルミニウム及びマンガンからなる群から選択される少なくと
も一種の金属成分（以下、「成分Ｃ」という）並びに水溶性高分子（以下、「成分Ｄ」と
いう）からなる群から選択される、少なくとも一種の成分を含有することが好適である。
これらの成分を含有することにより、より耐食性や塗膜密着性を向上させることができる
。尚、成分Ｃの存在形態は、イオン状でも酸化物等の粒子・微粒子状であってもこれらの
混合であってもよい。
【００３２】
　ここで、成分Ｃの供給源となる金属化合物としては特に限定されず、例えば、水分散性
酸化物、水酸化物、炭酸塩、ケイ酸塩、リン酸塩を挙げることができる。具体的には、例
えばケイ素化合物に関しては、水分散性シリカ等のシリカ、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カ
リウム、ケイ酸リチウム等の水溶性ケイ酸塩化合物、ケイ酸エステル類、ジエチルシリケ
ート等のアルキルシリケート類、シランカップリング剤等を挙げることができる。中でも
、皮膜のバリア性を高める効果があることからシリカが好ましく、表面処理液中での分散
性が高いことから水分散性シリカがより好ましい。上記水分散性シリカとしては特に限定
されず、例えば、「スノーテックス」系（いずれも日産化学工業株式会社製）のコロイダ
ルシリカや、「アエロジル」（日本アエロジル株式会社製）等のヒュームドシリカ等を挙
げることができる。
【００３３】
　次に、成分Ｄである上記水溶性高分子は、特に限定されず、例えば、水溶性又は水分散
性の各種水系樹脂を挙げることができる。中でも、セルロース誘導体、ポリビニルアルコ
ール、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリグリセリン、水溶性ポリフ
ェノール樹脂、水溶性不飽和ポリエステル樹脂、水溶性エポキシ樹脂、タンニン、ポリマ
レイン酸等が好適である。
【００３４】
　ここで、成分Ｃと成分Ｄは、α、β－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸に対しての、
（１）残存カルボキシル基の消去、及び／又は、（２）不飽和基の重合反応による架橋・
高分子化、の二つの機能を有することが好適である。前記（１）の機能を有する成分Ｃと
しては、例えば、水酸基を含有する無機成分、具体的には、水分散性酸化物、水酸化物、
炭酸塩、ケイ酸塩、リン酸塩等を挙げることができる。また、前記（１）及び／又は（２
）の機能を有する成分Ｄとしては、例えば、セルロース誘導体、ポリビニルアルコール、
ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリグリセリン、水溶性ポリフェノー
ル樹脂、タンニン、ポリマレイン酸等を挙げることができる。尚、成分ＣとＤが上記機能
を有することが好適であるが、成分Ｃ及びＤが上記機能を有していない場合には、別途当
該機能を有する成分を添加してもよく、また、成分ＣとＤの少なくとも一部が上記機能を
有している場合であっても、重ねて当該機能を有する成分を添加してもよい。
【００３５】
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　尚、本表面処理剤は、必要に応じて、濡れ剤、レベリング剤、消泡剤、増粘剤等の公知
の各種添加剤を添加し得る。
【００３６】
　次に、本最良形態に係る表面処理剤における各成分の含有量や物性について説明する。
まず、成分Ａの供給源となる金属化合物の添加量は、表面処理剤の全固形分量に対して０
．５～９５ｗｔ％であることが好適である。これは、添加量が０．５ｗｔ％未満では耐食
性と塗装後の密着性が不十分となる傾向があり、９５ｗｔ％を超える場合には皮膜中の金
属化合物が過剰となり処理液の安定性が低下する傾向があるからである。ここで、下限値
に関しては、５ｗｔ％以上がより好適であり、３０ｗｔ％以上の場合は特に好適である。
上限値に関しては、７０ｗｔ％以下がより好適であり、５０ｗｔ％以下の場合が特に好適
である。
【００３７】
　次に、成分Ｂの添加量は、成分Ａの供給源となる金属化合物（固形分）１００重量部に
対して５～９９００重量部であることが好適である。ここで、下限値に関しては、５０重
量部以上がより好適であり、１００重量部以上が特に好適である。上限値に関しては、５
０００重量部以下がより好適であり、２５００重量部以下が特に好適である。
【００３８】
　次に、成分Ｃの添加量は、成分Ａの供給源となる金属化合物（固形分）１００重量部に
対して５～１９００重量部であることが好適である。ここで、下限値に関しては、５０重
量部以上がより好適であり、７５重量部以上が特に好適である。上限値に関しては、５０
０重量部以下がより好適であり、特に２５０重量部以下が特に好適である。
【００３９】
　次に、成分Ｄの添加量は、成分Ａの供給源となる金属化合物（固形分）１００重量部に
対して５～１９００重量部であることが好適である。ここで、下限値に関しては、５０重
量部以上がより好適であり、７５重量部以上が特に好適である。上限値に関しては、５０
０重量部以下が好適であり、２５０重量部以下が特に好適である。
【００４０】
　ここで、成分Ｂ（α,β－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸類）は、処理剤調整時に
は、成分Ａに係る金属化合物を溶解（又は分散）させ、また、溶解（又は分散）後は、成
分Ａの安定化剤として機能する。当該機能を発揮させるためには、α,β－モノエチレン
性不飽和ジカルボン酸類の添加量は、前記金属化合物の添加量に対して、モル比で１～１
００であることが好適であり、より好適には５～５０であり、最も好適には１０±５であ
る。尚、類似構造の他の酸の中には、濃度を高くすれば成分Ａに係る金属化合物を溶解さ
せることも可能なものも存在するが、希釈すると成分Ａが凝集してしまう。本発明に係る
α,β－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸類は、希釈しても凝集しない点でも類似酸と
比較して優れている。
【００４１】
　本表面処理剤の物性に関しては特に限定されない。尚、使用するα,β－モノエチレン
性不飽和ジカルボン酸類にもよるが、基本的には、アンモニウムやアミン等でｐＨ調整す
ることが無いため、酸性であることが多い。
【００４２】
　次に、本表面処理剤の製造方法について説明する。本表面処理剤の製造方法は特に限定
されず、溶媒に上記各成分を溶解又は分散させて得ることができる。ここで、溶媒は、好
適には水である。また、上記各成分に関しては、別個のソースで液中に存在させても同一
のソースで液中に存在させてもよい。例えば、マレイン酸ジルコニウム、ジマレイン酸ハ
ーフエステルジルコニウム、ジイタコン酸ジルコニウムを溶媒中に添加した場合には、成
分Ａと成分Ｂが同時に液中に提供される。尚、この場合は、当該化合物が、成分Ａ＋成分
Ｂに該当する。また、この場合、成分Ａの供給源となる金属化合物の添加量と成分Ｂの添
加量の比は、当該化合物における金属部分と当該化合物における成分Ｂ部分との比である
。また、上記各成分に関しては、溶解させる場合には常温下で行っても加熱（＜１００℃
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）下で行ってもよい。
【００４３】
　次に、本表面処理剤の使用方法（金属材の表面処理方法）について説明する。当該方法
は、金属材表面に塗布する工程と、塗布後に乾燥する工程を含む。尚、一般的には、当該
方法は、前記塗布工程の前に、脱脂工程と水洗工程を含む。
【００４４】
　そこで、まず塗布工程について説明する。塗布方法としては、従来の方法がそのまま適
用でき、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、刷毛塗り等で行なうことができる。
【００４５】
　次に、乾燥工程について説明する。まず、乾燥方法としては、従来の方法がそのまま適
用でき、加熱乾燥や風乾を挙げることができる。ここで、処理膜乾燥温度（到達板温度）
は、６０～３００℃が好適であり、１００～２５０℃がより好適である。水分を揮発乾燥
できる範囲であれば特に限定するものではない。但し、１００℃～２５０で乾燥させるの
が、本発明の目的とする防錆性、及び形成した下地処理皮膜の金属表面や上塗り塗膜また
は接着フィルムとの密着性等の点で特に好ましい。
【００４６】
　また、対象となる金属材は、冷延鋼板、熱延鋼板、溶融亜鉛メッキ鋼板、電気亜鉛メッ
キ鋼板、溶融合金化亜鉛メッキ鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、アルミ－亜鉛合金メッキ
鋼板、スズ－亜鉛合金メッキ鋼板、亜鉛－ニッケル合金メッキ鋼板、ステンレス鋼板、ア
ルミニウム板、銅板、チタン板、マグネシウム板等、一般に公知の金属材やメッキ板に適
用できる。更には、複数種の素材の混在処理にも対応できる。これらの金属材は、処理前
に湯洗、アルカリ脱脂等の通常の処理を行っても構わない。
【００４７】
　次に、前記表面処理により皮膜が形成された金属材について説明する。まず、形成され
る皮膜の皮膜質量は、０．０１～５ｇ／ｍ２（乾燥質量）であることが好適である。皮膜
質量が０．０１ｇ／ｍ２未満では、皮膜質量が少ない為、耐食性が不十分となる傾向があ
る。逆に、５ｇ／ｍ２を超えた場合は、造膜性が悪くなる。更には、密着性が不十分であ
ったりコスト面で不利になる。尚、より好ましい範囲は、０．０５ｇ／ｍ２以上、１．５
ｇ／ｍ２以下である。
【００４８】
　ここで、形成される皮膜は、ジルコニウム等とα,β－モノエチレン性不飽和ジカルボ
ン酸類とのハイブリッド皮膜であると推定される。具体的には、処理膜の乾燥中、α,β
－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸類のカルボキシル基とジルコニウム等の金属イオン
との架橋反応と、当該金属が触媒として作用することによるα,β－モノエチレン性不飽
和ジカルボン酸類の重合反応が同時に起こり、より緻密な膜を形成し、耐食性及び塗膜密
着性に優れるものと推定される。更に、α,β－モノエチレン性不飽和ジカルボン酸類は
揮発し易いので、乾燥中にこれら易揮発成分が膜中から揮発し、当該溶解成分が皮膜中に
残らない結果、一層耐食性及び密着性に優れたものとなると推定される。
【００４９】
　次に、本表面処理剤による皮膜が形成された金属材の利用方法（用途）について説明す
る。まず、当該金属材を所望の形状に加工することにより、各種金属製品を得ることがで
きる。当該金属製品としては、例えば、家電向けに耐指紋用亜鉛メッキ鋼板、建築向けに
住宅用プレコート鋼板、エアコン向けにアルミフィン材、自動車向け各種金属部品等を挙
げることができる。また、当該皮膜上に設ける上塗り皮膜は、特に限定されず、例えば、
上塗り皮膜としては、電着塗装、溶剤塗装、粉体塗装及び特殊皮膜、例えば、親水性皮膜
層、潤滑有機皮膜層、防黴防菌性皮膜等を挙げることができる。また、防錆性レベルによ
っては、上塗り皮膜を設けなくてもよい（例えば一時防錆）。
【実施例】
【００５０】



(9) JP 4970773 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

　以下、具体的な実施例を挙げて本発明を説明する。尚、本発明はこれらの実施例によっ
て何ら限定されるものではない。
１．試験板の作製
冷間圧延鋼板（ＳＰＣＣ－ＳＤ）
合金化溶融亜鉛メッキ鋼板（ＧＡ）　メッキ付着量片面当たり４５ｇ／ｍ２（両面メッキ
）
溶融亜鉛メッキ鋼板（ＧＩ）　亜鉛付着量片面当たり６０ｇ／ｍ２（両面メッキ）
電解亜鉛メッキ鋼板（ＥＧ）　亜鉛付着量片面当たり４０ｇ／ｍ２（両面メッキ）
５５％アルミ亜鉛メッキ鋼板（ＧＬ）　亜鉛付着量片面当たり６０ｇ／ｍ２（両面メッキ
）
アルミニウム板（Ａｌ）
各供試材の寸法　７０ｍｍ×１５０ｍｍ×０．８ｍｍ
【００５１】
２．前処理
　供試材をアルカリ脱脂剤のパルクリーンＮ３６４Ｓ（日本パ－カライジング社製）を用
いて、濃度２０ｇ／Ｌ、温度６０℃の水溶液中に１０秒間浸漬し、純水で水洗した後、乾
燥した。
【００５２】
３．表面処理
［実施例１～３９、比較例１～２４］
　ＳＰＣＣ材、ＥＧ材、ＧI材、ＧＡ材、ＧＬ材又はＡｌ材に対して、一時防錆用耐食膜
及び／又は一般塗装、プレコート塗装の下地処理膜として、表１に示す組成の表面処理剤
を用いてバーコート法により所定の膜厚となるよう塗布し、乾燥炉でＰＭＴ１２０℃まで
乾燥した。また、Ａｌ材に対して親水性塗剤の下地処理膜として、表１に示す組成の表面
処理剤を用いてバーコート法により所定の膜厚となるよう塗布し、乾燥炉でＰＭＴ（最高
到達板温度）１８０℃まで乾燥した。
［比較例２５～２８（塗布クロメート処理）］
　Ａｌ材、ＥＧ材、ＧＩ材又はＧＬ材を使用し、塗布クロメート薬剤としてジンクロム１
３００ＡＮ（日本パ－カライジング社製）を用いて、ロールコート法により、付着量が４
０ｍｇ／ｍ２となるよう塗布し、熱風乾燥炉で到達板温度が８０℃となるように乾燥した
。
【００５３】
４．上塗塗装
　下記条件で一般塗装を行った（ＳＰＣＣ材、ＥＧ材、ＧＩ材、ＧＬ材又はＡｌ材）。
塗料：アミラック＃１０００（関西ペイント社製）
塗装方法：バーコート法　焼き付け：１４０℃、２０分　膜厚：２５μｍ
下記条件でプレコート塗装（プライマー＋ＴＯＰ）を行った（ＥＧ材、ＧＩ材、ＧＬ材又
はＡｌ材）。
プライマー：　７μｍ　ＴＱ８８（日本油脂社製）
塗装方法：バーコート法　焼き付け：ＰＭＴ２００℃　膜厚：７μｍ
トップ：　１７μｍ　ＳＲＦ－０５（日本油脂社製）
塗装方法：バーコート法　焼き付け：ＰＭＴ２２５℃　膜厚：１７μｍ
下記条件で親水性塗剤を塗布した（Ａｌ材）。
塗料：パーレン５０１３（日本パ－カライジング社製親水性塗剤）
塗装方法：　ロールコーター　焼き付け：ＰＭＴ２００℃　皮膜量：０．８ｇ／ｍ２

【００５４】
５．評価
［皮膜質量］
　皮膜質量は、蛍光Ｘ線分析装置（ＦＸＡ）を用いて金属（Ｚｒ、Ｔｉ又はＶ）の付着量
を測定し、処理剤中の配合量から換算して求めた。



(10) JP 4970773 B2 2012.7.11

10

20

30

40

［耐食性］
［ＳＳＴ］
　ＥＧ材、ＧＩ材、ＧＬ材又はＡｌ材の裸板（上塗塗装をしていない表面処理板）及びＡ
ｌ材の親水塗装板について、ＪＩＳ－Ｚ２３７１に規定された塩水噴霧試験を２４０時間
実施した。平面部の耐白錆性を目視にて測定し、評価した。
評価基準は以下の通りである。
◎：白錆発生率５％未満　○：白錆発生率５％以上、１０％未満　△：白錆発生率１０％
以上、５０％未満　×：白錆発生率５０％以上
　また、ＳＰＣＣ材、ＥＧ材、ＧＩ材、ＧＬ材、Ａｌ材の一般塗装板、ＥＧ材、ＧＩ材、
ＧＬ材及びＡＬ材のプレコート塗装板について、ＪＩＳ－Ｚ２３７１に規定された塩水噴
霧試験を４８０時間実施した。Ｘカット部の両側最大膨れ幅を測定し、評価した。
評価基準を以下に示す。
◎：膨れなし　○：６ｍｍ未満　　△：６ｍｍ以上１０ｍｍ未満　×：１０ｍｍ以上
［塗膜密着性］
［一次密着性］
　ＳＰＣＣ材、ＥＧ材、ＧI材、ＧＬ材又はＡｌ材の一般塗装板を、塗装面に１ｍｍ角の
碁盤目をカッターナイフで入れ、塗装面が凸となるようにエリクセン試験機で５mm押し出
した後、テープ剥離試験を行った。碁盤目の入れ方、エリクセンの押し出し方法、テープ
剥離の方法については、ＪＩＳ－Ｋ５４００．８．２、及びＪＩＳ－Ｋ５４００．８．５
記載の方法に準じて実施した。評価は塗膜剥離個数にて行った。
評価基準を以下に示す。
◎：剥離無し　○：剥離個数１個以上、１０個未満　△：剥離個数１１個以上、５０個未
満　×：剥離個数５１個以上
　また、ＥＧ材、ＧＩ材、ＧＬ材及びＡＬ材のプレコート塗装板を、折り曲げ試験（２Ｔ
）を実施し、テープ剥離後で塗膜剥離面積にて行った。
　評価基準を以下に示す。
◎：剥離無し　○：剥離面積５％以下　□：剥離面積１０％以下　△：剥離面積５０％以
下　×：剥離面積８０％以上
また、Ａｌ材の親水塗装板の表面に脱イオン水を少量付着させ、ガーゼで２０回強く摩擦
した後の表面状態を外観観察した。
評価基準を以下に示す。
◎：被験部位の１％未満で素地が露出　○：被験部位の１％以上５％未満で素地が露出　
△：被験部位の５％以上５０％未満で素地が露出　×：被験部位の５０％以上で素地が露
出
［二次密着性］
　ＳＰＣＣ材、ＥＧ材、ＧＩ材、ＧＬ材及びＡｌ材の一般塗装板を沸騰水中に２時間浸漬
した後、一次密着性と同様なテストを行い評価した。また、ＥＧ材、ＧＩ材、ＧＬ材及び
ＡＬ材のプレコート塗装板を沸騰水中に２時間浸漬した後、取り出して２４時間後一次密
着性と同様なテストを行い評価した。上記の結果を表２及び表３に示す。表２の結果から
明らかな通り、本塗装下地処理剤を用いた実施例は、良好な塗装密着性、耐食性が得られ
た。
【００５５】
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