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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記（ｂ１）成分及び（ｂ２）成分からなる混合物で、各成分の割合が重量比で（ｂ１
）／（ｂ２）＝５０～９５／５０～５（両者の合計は１００）であり、耐アルカリ性及び
耐沸騰水性に優れたポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）に構成成分として着色剤を配合
した着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）に、印刷層（Ｄ）、透明樹脂フィルム（
Ｃ）を順次積層した積層シート状物を、基材金属板（Ａ）の表面に被覆したものであり、
　かつ、上記透明樹脂フィルム（Ｃ）が、二軸延伸されたポリエチレンテレフタレート系
樹脂シート状物であることを特徴とする樹脂被覆金属板。
（ｂ１）成分：示差走査熱量計により観測される結晶融解熱量が１０［Ｊ／ｇ］以下であ
るポリエステル系樹脂。
（ｂ２）成分：示差走査熱量計により観測される結晶融解ピークが存在し、その熱量が３
０［Ｊ／ｇ］以上であるポリエステル系樹脂。
【請求項２】
　上記（ｂ２）成分がポリブチレンテレフタレート系樹脂であり、上記の（ｂ１）成分と
（ｂ２）成分との混合割合（（ｂ１）／（ｂ２））が、重量比で６０～８０／４０～２０
の範囲であることを特徴とする請求項１に記載の樹脂被覆金属板。
【請求項３】
　上記（ｂ２）成分がポリプロピレンテレフタレート系樹脂であり、上記の（ｂ１）成分
と（ｂ２）成分との混合割合（（ｂ１）／（ｂ２））が、重量比で６０～８０／４０～２
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０の範囲であることを特徴とする請求項１に記載の樹脂被覆金属板。
【請求項４】
　上記（ｂ２）成分がポリブチレンテレフタレート系樹脂であり、上記の（ｂ１）成分と
（ｂ２）成分との混合割合（（ｂ１）／（ｂ２））が、重量比で５０～６５／５０～３５
の範囲であることを特徴とする請求項１に記載の樹脂被覆金属板。
【請求項５】
　上記（ｂ２）成分がポリプロピレンテレフタレート系樹脂であり、上記の（ｂ１）成分
と（ｂ２）成分との混合割合（（ｂ１）／（ｂ２））が、重量比で５０～６５／５０～３
５の範囲であることを特徴とする請求項１に記載の樹脂被覆金属板。
【請求項６】
　上記の印刷層（Ｄ）と着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）との間、又は上記の
基材金属板（Ａ）と着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）との間に塗布型の接着剤
層（Ｅ）を設け、積層一体化した請求項１乃至５のいずれかに記載の樹脂被覆金属板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［技術分野］
　この発明は、ポリエステル系樹脂シート状物、及びこれを用いた樹脂被覆金属板に関す
る。
【０００２】
［背景技術］
　従来、家庭電化製品、産業用機器、建築内装材等の用途に用いられる意匠性を有する樹
脂被覆金属板としては、所定の樹脂層の上に印刷層を設け、さらにその上に透明な樹脂フ
ィルムを積層して構成したものが使用されてきた。この構成における透明樹脂フィルムと
しては、厚さが１０～５０μｍのエチレン・ビニルアルコール共重合体フィルムや、アク
リル酸エステル系共重合体フィルム、二軸延伸ポリエチレンテレフタレート系樹脂（ＰＥ
Ｔ）フィルムなどを使用するのが一般的であり、この中でも各種物性のバランスに優れ、
下地の印刷層の透視性にも優れる二軸延伸ＰＥＴフィルムが好ましく使用されている。
【０００３】
　また、上記樹脂層としては、一般に顔料を添加して着色したものが用いられ、この材質
としては、軟質の塩化ビニル系樹脂層を使用するのが一般的であった。この軟質塩化ビニ
ル系樹脂を用いるのは、塩化ビニル系樹脂に可塑剤を添加することによって、柔軟性を任
意に変えることができるため、透明な二軸延伸ＰＥＴフィルムを積層して積層フィルムと
したものにおいても、その積層フィルムは加工性が良好であるばかりでなく、軟質塩化ビ
ニル系樹脂が耐酸性、耐アルカリ性、その他の耐薬品性に優れ、さらに耐熱性、耐熱水性
（耐沸騰水性）などにも優れているので、所謂プレコート鋼板としての用途でも充分な加
工性を付与することができ、バスユニットなどの用途にも好ましく使用できるからである
。
【０００４】
　しかし、近年、塩化ビニル系樹脂の安定剤に起因する重金属化合物の問題、一部の可塑
剤や安定剤に起因するＶＯＣ（揮発性有機化合物）問題や内分泌攪乱作用（環境ホルモン
作用）の問題、燃焼時に塩化水素ガスその他の塩素含有ガスを発生する問題等から塩化ビ
ニル系樹脂は、その使用に制限を受けるようになってきた。
【０００５】
　これに対し、上記樹脂層として、軟質塩化ビニル系樹脂に替えて、ポリプロピレンなど
のポリオレフィン系樹脂を主体とし、これに軟質化成分としてのスチレン系や共重合オレ
フィン系などの熱可塑性エラストマーを配合することによって、軟質塩化ビニル系樹脂に
近似させた物性としたものが使用されている。
【０００６】
　しかし、上記のポリオレフィン系樹脂を主体とし、スチレン系樹脂や共重合オレフィン
系樹脂等の軟質成分を配合した樹脂を使用すると、プレコート鋼板として充分な加工性を
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付与した場合は、軟質塩化ビニル系樹脂被覆金属板よりも耐傷入り性が劣るものとなる。
【０００７】
　また、耐傷入り性を軟質塩化ビニル系樹脂被覆金属板と同等にした場合は満足な加工性
が得られないという問題があり、広範に使用できるものではない。また、ポリオレフィン
は本質的に接着性に劣る材料であることから、印刷意匠の付与にもコロナ処理やプライマ
ーコート等の表面処理のような工程を必要とすることや、軟質塩化ビニル系樹脂より加工
後のパネル同士の接合部のシーリング性に劣ること等の問題もある。
【０００８】
　これに対し、これら上記の諸欠点を解決する目的で、上記の樹脂層としてポリエステル
系樹脂を使用することが検討されてきている。ポリエステル系樹脂で被覆した金属板は、
耐傷入り性と加工性の双方を、軟質塩化ビニル系樹脂被覆金属板より高い水準とすること
が可能であり、ポリオレフィン系樹脂被覆金属板における上記諸欠点も解消できるもので
ある。
【０００９】
　しかしながら、上記の樹脂層を形成する樹脂として、ポリエステル系樹脂の中でも、カ
レンダー成形法による成形が可能な非晶性ポリエステル系樹脂を使用した場合には、その
ガラス転移温度（Ｔｇ）が１００℃より低いために、建築内装用の樹脂被覆金属板の評価
項目として一般的に含まれる耐沸騰水性試験を満足することができない。
【００１０】
　これに対し、着色された樹脂層形成用樹脂として、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）やポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）などの結晶性を有するポリエステル系樹脂
を使用したフィルムは、耐沸騰水浸漬試験を満たすものの、ＪＩＳで規定される耐アルカ
リ浸漬試験には合格しない。このため、加工時や施行時および使用中に、表層の透明二軸
延伸ＰＥＴフィルムに傷が付いた部分に、洗浄剤などに起因するアルカリ性水溶液が接す
ると、外観が箸しく悪化することがあり、バスユニットなど頻繁に洗剤によって洗浄され
る用途への使用には問題があった。
【００１１】
［発明の開示］
　そこで、この発明は、ハロゲン含有樹脂を使用せずに、加工性及び耐傷入り性に優れる
と共に、耐熱水性（耐沸騰水性）、耐アルカリ性等の耐薬品性に優れた樹脂被覆金属板を
提供することと、及びこの樹脂被覆金属板を作成するのに好適なポリエステル系樹脂シー
ト状物を提供することを目的とする。
【００１２】
　この発明は、下記（ｂ１）成分及び（ｂ２）成分からなる混合物で、各成分の割合が重
量比で（ｂ１）／（ｂ２）＝５０～９５／５０～５（両者の合計は１００）であり、耐ア
ルカリ性及び耐沸騰水性に優れることを特徴とするポリエステル系樹脂シート状物をもち
いることにより、上記の課題を解決したのである。
（ｂ１）成分：示差走査熱量計により観測される結晶融解熱量が１０［Ｊ／ｇ］以下であ
るポリエステル系樹脂。
（ｂ２）成分：示差走査熱量計により観測される結晶融解ピークが存在し、その熱量が３
０［Ｊ／ｇ］以上であるポリエステル系樹脂。
【００１３】
　上記のポリエステル系樹脂シート状物は、シート状物全体がポリエステル系樹脂製のた
め、耐傷入り性と加工性に優れる。そして、（ｂ１）成分により耐アルカリ性が確保され
、（ｂ２）成分により耐沸騰水性が確保される。
【００１４】
　さらに、上記のポリエステル系樹脂シート状物のうち、（ｂ２）成分をポリブチレンテ
レフタレート系樹脂とし、（ｂ１）成分と（ｂ２）成分との混合割合（（ｂ１）／（ｂ２
））を、重量比で６０～８０／４０～２０の範囲とすることができる。
【００１５】
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　（ｂ２）成分としてポリブチレンテレフタレート系樹脂を用いるので、ポリエチレンテ
レフタレート系樹脂を使用する場合に比較して、ポリエステル系樹脂から押出成形でシー
トやシート状物を成形する際の加工性が向上する。
さらにまた、上記のポリエステル系樹脂シート状物のうち、（ｂ２）成分をポリプロピレ
ンテレフタレート系樹脂とし、（ｂ１）成分と（ｂ２）成分との混合割合（（ｂ１）／（
ｂ２））を、重量比で６０～８０／４０～２０の範囲とすることができる。
【００１６】
　（ｂ２）成分としてポリプロピレンテレフタレート系樹脂を用いるので、加工性がポリ
ブチレンテレフタレート並みに良く、物性はポリエチレンテレフタレートとポリブチレン
テレフタレートの中間で、ポリブチレンテレフタレートより良くなる。
【００１７】
　さらに、上記のポリエステル系樹脂シート状物のうち、（ｂ２）成分をポリブチレンテ
レフタレート系樹脂とし、（ｂ１）成分と（ｂ２）成分との混合割合（（ｂ１）／（ｂ２
））を、重量比で５０～６５／５０～３５の範囲とすることができる。
【００１８】
　（ｂ２）成分としてポリブチレンテレフタレート系樹脂を用いるので、ポリエチレンテ
レフタレート系樹脂を使用する場合に比較して、ポリエステル系樹脂から押出成形でシー
トやシート状物を成形する際の加工性が向上する。
【００１９】
　さらにまた、上記のポリエステル系樹脂シート状物のうち、（ｂ２）成分をポリプロピ
レンテレフタレート系樹脂とし、（ｂ１）成分と（ｂ２）成分との混合割合（（ｂ１）／
（ｂ２））を、重量比で５０～６５／５０～３５の範囲とすることができる。
【００２０】
　（ｂ２）成分としてポリプロピレンテレフタレート刑樹脂を用いるので、加工性がポリ
ブチレンテレフタレート並みに良く、物性はポリエチレンテレフタレートとポリブチレン
テレフタレートの中間で、ポリブチレンテレフタレートより良くなる。
【００２１】
　また、上記のいずれかのポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）を、基材金属板（Ａ）の
表面に被覆して樹脂被覆金属板を得ることができる。
【００２２】
　ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）を基材金属板（Ａ）の表面に被覆するので、軟質
塩化ビニル系樹脂等のハロゲン含有樹脂を使用せずに、加工性及び耐傷入り性に優れると
ともに、耐熱水性、耐アルカリ性にも優れた樹脂被覆金属板を得ることができる。
【００２３】
　さらに、上記のいずれかのポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）に構成成分として着色
剤を配合した着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）の上に透明樹脂フィルム（Ｃ）
を積層した積層シート状物を、基材金属板（Ａ）の表面に被覆して樹脂被覆金属板を得る
ことができる。
【００２４】
　さらにまた、上記のいずれかのポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）に構成成分として
着色剤を配合した着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）、印刷層（Ｄ）、透明樹脂
フィルム（（Ｃ））を順次積層した積層シート状物を、基材金属板（Ａ）の表面に被覆し
て樹脂被覆金属板を得ることができる。
【００２５】
　また、印刷層（Ｄ）と着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）との間、又は上記の
基材金属板（Ａ）と着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）との間に塗布型の接着剤
層（Ｅ）を設け、積層一体化することができる。
【００２６】
　さらに、上記透明樹脂フィルム（Ｃ）として、二軸延伸されたポリエチレンテレフタレ
ート系樹脂シート状物を用いることができる。
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【００２７】
［発明を実施するための最良の形態］
　以下、この発明の実施形態を説明する。
この発明にかかるポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）は、２種類の所定の成分からなる
ポリエステル系樹脂を所定割合で混合した混合物をシート状にしたものである。また、こ
の発明にかかる樹脂被覆金属板は、上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）を、基材金
属板（Ａ）の表面に被覆したものである。
【００２８】
　なお、この発明において、「シート状物」とは、シート又はフィルムを意味する。この
シートとフィルムとの区別は、通常の区別と同様に、厚さが０．２５ｍｍ（２５０μｍ）
未満の場合をフィルムとし、厚さが０．２５ｍｍ以上の場合をシートとする。
【００２９】
　上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）は、下記の（ｂ１）成分と（ｂ２）成分とを
混合した混合物をシート状にしたものである。
【００３０】
　上記（ｂ１）成分は、上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）の耐アルカリ性を向上
させるように機能するポリエステル系樹脂であり、示差走査熱量計により観測される結晶
融解熱量が１０［Ｊ／ｇ］以下であることが必要である。結晶融解熱量が１０［Ｊ／ｇ］
を越えると、上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）の耐アルカリ性を向上させること
ができないので、好ましくない。
【００３１】
　上記（ｂ１）成分を構成するポリエステル系樹脂は、ジオール成分としてエチレングリ
コール、プロピレングリコール、１，４－シクロヘキサンジメタノール等が使用され、ジ
カルボン酸成分としてテレフタル酸やイソフタル酸が使用されたエチレンテレフタレート
系共重合ポリエステルが好適に用いられる。各ジオール成分及びジカルボン酸成分の割合
は、得られたポリエステル系樹脂の、示差走査熱量計により観測される結晶融解熱量が１
０［Ｊ／ｇ］以下となるように適宜選択される。
【００３２】
　この（ｂ１）成分を構成するポリエステル系樹脂の例としては、ポリエチレンテレフタ
レートのエチレングリコールの約３０～６０モル％を１，４シクロヘキサンジメタノール
で置換したイーストマンケミカル社製の商品名ＰＥＴ－Ｇや、ジカルボン酸成分としてテ
レフタル酸、ジオール成分としてエチレングリコールと１，４－シクロヘキサンジメタノ
ールとを含む共重合体で１，４－シクロヘキサンジメタノールの比率の高い同社のＰＣＴ
Ｇ等が商業的に入手可能なものとして挙げられる。
【００３３】
　（ｂ１）成分を構成するポリエステル系樹脂は、結晶性が低く、単独でも耐アルカリ性
に優れるが、Ｔｇを超える温度では、急激に弾性率が低下し、柔軟となる。また、一般的
にポリエステル樹脂のＴｇは１００℃以下であり、このような結晶性の低いポリエステル
樹脂を金属板に被覆すると、沸騰水中で柔軟化し、起泡により表面に膨れを生じる。
【００３４】
　上記（ｂ２）成分は、上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）の耐沸騰水性を向上さ
せるように機能するポリエステル系樹脂であり、示差走査熱量計により観測される結晶融
解ピークが存在し、その結晶融解熱量が３０［Ｊ／ｇ］以上であることが必要である。結
晶融解熱量が３０［Ｊ／ｇ］未満であると、ガラス転移温度（Ｔｇ）以上の温度での弾性
率が下がり、耐沸騰水性が低下するので好ましくない。
【００３５】
　上記（ｂ２）成分を構成するポリエステル系樹脂は、ジオール成分としてエチレングリ
コール、プロピレングリコール、１，４－シクロヘキサンジメタノール等が使用され、ジ
カルボン酸成分としてテレフタル酸やイソフタル酸が使用されたエチレンテレフタレート
系共重合ポリエステルが好適に用いられる。但し、各ジオール成分及びジカルボン酸成分
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の割合は、得られたポリエステル系樹脂の、示差走査熱量計により観測される結晶融解熱
量が３０［Ｊ／ｇ］以上となるように適宜選択される。
【００３６】
　この（ｂ２）成分を構成するポリエステル系樹脂の例としては、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリプロピレンテレフタレ
ート若しくはポリトリメチレンテレフタレート（ＰＰＴ）、又はこれらの共重合体等が挙
げられる。固有粘度（ＩＶ値）は、製膜性の面から、０．７以上であることが好ましい。
【００３７】
　なお、結晶融解熱量が３０［Ｊ／ｇ］以上となるポリエステル系樹脂は、Ｔｇを超える
温度でも、融点以下であれば、弾性率は保持されるが、高い結晶性のため、耐アルカリ性
に劣る。
【００３８】
　上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）を構成する（ｂ１）成分と（ｂ２）成分との
混合比は、（ｂ１）／（ｂ２）＝５０～９５／５０～５（両者の合計は１００）、好まし
くは５０～９０／５０～１０の重量比で混合して、非晶性樹脂と結晶性樹脂との配合比率
をバランスさせることにより、耐アルカリ性を持たせつつ、Ｔｇ以上であっても弾性率が
保持される材料を得ることができ、沸騰水と接触、沸騰水への浸漬などによっても外観不
良が生じることがなくなる。
【００３９】
　また、耐傷入り性の点からは、結晶性である成分が多い方が優れるが、重量比で５０％
を超えると、耐アルカリ性が低下するため好ましくない。（ｂ２）成分の量が少なすぎる
と、結晶部によりＴｇ以上の弾性率が保持されても、その値が低いために耐沸騰水性を満
たすことができない。
【００４０】
　（ｂ２）成分のより好ましい配合量は、得られるポリエステル系樹脂シート状物を用い
た樹脂被覆金属板に鏡面性を要求する場合と要求しない場合で異なる。
【００４１】
　得られるポリエステル系樹脂シート状物を用いた樹脂被覆金属板に鏡面性を要求しない
場合においては、（ｂ２）成分となる材料がＰＥＴでは（ｂ１）／（ｂ２）＝５０～８０
／５０～２０、ＰＢＴおよびＰＰＴでは（ｂ１）／（ｂ２）＝６０～８０／４０～２０が
より好ましく、いずれも（ｂ１）成分を過剰とすることが必要である。
【００４２】
　（ｂ２）が上記範囲より少ないと、十分な耐沸騰水性を有さない場合があり、一方、（
ｂ２）が上記範囲より多いと、得られるポリエステル系樹脂シート状物を用いた樹脂被覆
金属板を形成し、後述する透明樹脂フィルム（Ｃ）を積層しない場合において、耐アルカ
リ性に問題が生じる場合がある。さらに、後述する透明樹脂フィルム（Ｃ）を積層した上
記樹脂被覆金属板は、変形部における透明樹脂フィルム（Ｃ）の層間剥離が生じ、加工部
耐久性が不十分となる場合がある。
【００４３】
　これに対し、（ｂ２）が上記範囲内にあると、十分な表面硬度を有し、かつ、耐沸騰水
性に優れる。また、後述する透明樹脂フィルム（Ｃ）の積層の有無に関わらず、耐アルカ
リ性に優れ、特に、上記透明樹脂フィルム（Ｃ）を積層した場合、この透明樹脂フィルム
（Ｃ）に傷がついた場合であっても、耐アルカリ性に優れる。さらに、後述する透明樹脂
フィルム（Ｃ）を積層した上記樹脂被覆金属板は、変形部における透明樹脂フィルム（Ｃ
）の層間剥離が生じにくく、充分に使用に耐えるものとなり、加工部耐久性を有する。
【００４４】
　また、得られるポリエステル系樹脂シート状物を用いた樹脂被覆金属板に後述する透明
樹脂フィルム（Ｃ）を積層し、かつ、鏡面性を要求する場合においては、（ｂ２）成分と
なる材料がＰＥＴ、ＰＢＴ、ＰＰＴのいずれであっても、（ｂ１）／（ｂ２）＝５０～６
５／５０～３５がより好ましい。
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【００４５】
　（ｂ２）が上記範囲より少ないと、得られるポリエステル系樹脂シート状物を用いた樹
脂被覆金属板に後述する透明樹脂フィルム（Ｃ）を鏡面状に積層した際、変形部における
透明樹脂フィルム（Ｃ）の層間剥離が生じる場合がある。一方、（ｂ２）が上記範囲より
多いと、得られるポリエステル系樹脂シート状物を用いた樹脂被覆金属板を形成した場合
に、耐アルカリ性に問題が生じる場合があり、また、鏡面性を出しにくくなる。さらに、
後述する透明樹脂フィルム（Ｃ）を積層した上記樹脂被覆金属板は、変形部における透明
樹脂フィルム（Ｃ）の層間剥離が生じ、加工部耐久性が不十分となる場合がある。
【００４６】
　これに対し、（ｂ２）が上記範囲内にあると、十分な表面硬度を有し、かつ、耐沸騰水
性に優れる。また、後述する透明樹脂フィルム（Ｃ）の積層の有無に関わらず、耐アルカ
リ性を有し、充分に使用に耐え得る。特に、上記透明樹脂フィルム（Ｃ）を積層した場合
、この透明樹脂フィルム（Ｃ）に傷がついた場合であっても、耐アルカリ性を有し、充分
に使用に耐え得る。さらに、後述する透明樹脂フィルム（Ｃ）を積層した上記樹脂被覆金
属板は、変形部における透明樹脂フィルム（Ｃ）の層間剥離が生じず、優れたものとなり
、加工部耐久性に優れたものとなる。
【００４７】
　なお、上記（ｂ２）成分として、ポリエチレンテレフタレートを用いた場合、汎用樹脂
であるためにコストメリットがある。
【００４８】
　上記（ｂ１）成分の結晶融解熱量は、１０Ｊ／ｇ以下が好ましく、（ｂ２）成分の結晶
融解熱量は、３０Ｊ／ｇ以上が好ましい。（ｂ１）成分の結晶融解熱量が、１０Ｊ／ｇを
超えると、耐アルカリ性を向上することができない可能性がある。また、（ｂ２）成分の
結晶融解熱量が、３０Ｊ／ｇ未満であると、Ｔｇ以上における弾性率が下がり、耐沸騰水
性が低下する虞がある。
【００４９】
　上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）を構成する（ｂ１）成分及び（ｂ２）成分の
混合物には、着色剤を配合することができる。上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）
に上記着色剤を配合することにより、着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）を得る
ことができる。この着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）は、下地の基材金属板（
Ａ）の隠蔽、意匠性の付与、印刷層の発色性改良などの機能を果たすことができる。樹脂
着色の目的で使用される着色剤は、樹脂着色用として従来から知られている顔料でよく、
配合量は樹脂を着色する際の一般的な量で選ぶことができる。
【００５０】
　上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）を構成する（ｂ１）成分及び（ｂ２）成分の
混合物には、上記着色剤以外に、この発明の目的を損なわない種類の各種の添加剤を、こ
の発明の目的を損なわない量で添加することができる。各種の添加剤としては、熱安定剤
、リン系・フェノール系などの酸化防止剤、加水分解防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、
核剤、金属不活化剤、抗菌・防かび剤、帯電防止剤、滑剤、難燃剤、充填材などが挙げら
れる。
【００５１】
　また、意匠性を高めるために、上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）に印刷やエン
ボス加工等を適宜施してもよい。
【００５２】
　この発明の、上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）は、公知の製膜方法で製造され
る。例えば、Ｔダイを用いる押出キャスト法やインフレーション法等を採用することがで
き、特に限定されるものではないが、シート状物の製膜性や安定生産性等の面から、Ｔダ
イを用いる押出キャスト法が好ましい。
【００５３】
　Ｔダイを用いる押出キャスト法での成形温度は組成物の流動特性や製膜性等によって適
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宜調整されるが、概ね融点以上２８０℃以下、好ましくは２４０～２７０℃の範囲が好適
である。
【００５４】
　また、上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）のうち、上記着色ポリエステル系樹脂
シート状物（Ｂ’）以外のシート状物の厚みは、５０～５００μｍの範囲で選ぶのが好ま
しい。厚みが５０μｍ未満では樹脂被覆金属板用として使用した場合、金属板に対する保
護層としての性能やエンボス加工適性が劣る。一方、厚みが５００μｍを超えると、樹脂
被覆金属板用としての打ち抜き加工等の二次加工性が劣り易い。
【００５５】
　さらに、上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）のうち、上記着色ポリエステル系樹
脂シート状物（Ｂ’）の厚みは、３０μｍ～２５０μｍの範囲で選ぶのが好ましい。厚さ
が３０μｍ未満であると、充分な下地隠蔽性を付与するためには、コストの高い特殊な顔
料を多量配合する必要があり、フィルム化が困難となり、フィルム化できたとしてもフィ
ルムにピンホールが生じ易く、基材金属板（Ａ）に対する保護効果が低下するので好まし
くない。厚さが２５０μｍを越えると、これより厚くしても下地基材金属の隠蔽効果、基
材金属の保護効果ともに飽和し、また、打ち抜き作業や折り曲げ作業などの２次加工性が
低下し、原料コストが上昇するので、好ましくない。
【００５６】
　次に、この発明にかかる樹脂被覆金属板について説明する。この発明にかかる樹脂被覆
金属板１は、上記の通り、図１に示すように、上記ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）
３を、基材金属板（Ａ）２の表面に被覆したものである。
【００５７】
　上記基材金属板（Ａ）２は、この発明にかかる樹脂被覆金属板の基材となるものである
。この基材金属板（Ａ）２としては、特に制限はなく、一般の樹脂被覆金属板の基材に使
用される金属板がそのまま使用できる。具体的には、熱延鋼板、冷延鋼板、ステンレス鋼
板などの各種鋼板や、アルミニウム板などが挙げられる。上記鋼板は、表面がメッキや他
の方法で表面処理されたものでもよい。メッキの種類には特に制限はなく、溶融亜鉛メッ
キ、電気亜鉛メッキ、スズメッキなどが挙げられ、表面処理にはクロメート処理、燐酸被
膜処理などが挙げられる。基材金属板（Ａ）の厚さは、樹脂被覆金属板の用途により異な
るが、０．１～１０ｍｍの範囲で選ぶことができる。
【００５８】
　上記のポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）３を基材金属板（Ａ）２に接着させる方法
としては、図１に示すように、接着剤４を使用する方法、図示しないが、接着剤を使用し
ないで熱融着させる方法や押出コーティングする方法等があり、特に限定されない。例え
ば、図１に示すように、ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）３を貼り合わせる基材金属
板（Ａ）２の表面に、ポリエステル系、エポキシ系等の接着剤４を塗布し、ポリエステル
系樹脂シート状物（Ｂ）３を被覆する方法がある。この方法では、リバースロールコータ
ー、キスロールコーター等の一般的に使用されるコーティング設備を使用し、ポリエステ
ル系樹脂シート状物（Ｂ）３を貼り合わせる基材金属板（Ａ）２の表面に乾燥後の接着剤
膜厚が２～４μｍ程度になるように接着剤４を塗布する。次いで赤外線ヒーター及び熱風
加熱炉により塗布面の乾燥及び加熱を行い、基材金属板（Ａ）２の表面温度をポリエステ
ル系樹脂シート状物（Ｂ）３の融点以上に保持しつつ、直ちにロールラミネータを用いて
ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）３を被覆、冷却することにより樹脂被覆金属板を得
ることができる。
【００５９】
　この発明に係る樹脂被覆金属板に積層される皮膜として、上記の着色ポリエステル系樹
脂シート状物（Ｂ’）を用いる場合、これ単独で積層する場合でなく、下記に示すような
、上記の着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）に透明樹脂フィルム状物（Ｃ）等を
積層した積層シート状物を積層してもよい。
【００６０】
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　このような樹脂被覆金属板としては、図２に示すような、着色ポリエステル系樹脂シー
ト状物（Ｂ’）３’の上に透明樹脂フィルム（Ｃ）５を積層した積層シート状物を、基材
金属板（Ａ）２の表面に被覆した樹脂被覆金属板１ａ、図２や図３に示すような、着色ポ
リエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）３’、印刷層（Ｄ）６、透明樹脂フィルム（Ｃ）５
を順次積層した積層シート状物を、基材金属板（Ａ）２の表面に被覆した樹脂被覆金属板
１ｂや１ｃ等があげられる。
【００６１】
　また、上記印刷層（Ｄ）６を積層する場合、この印刷層（Ｄ）６と着色ポリエステル系
樹脂シート状物（Ｂ’）３’との間、又は上記の基材金属板（Ａ）２と着色ポリエステル
系樹脂シート状物（Ｂ’）３との間に塗布型の接着剤層（Ｅ）４を設け、積層一体化して
樹脂被覆金属板１ｂ又は１ｃとすることができる。
【００６２】
　上記の着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）に透明樹脂フィルム状物（Ｃ）等を
積層した積層シート状物を積層した樹脂被覆金属板の構造例としては、次のような例をあ
げることができる。なお、「／」は隣接する層の界面を意味する。
【００６３】
・透明樹脂フィルム（Ｃ）／着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）／基材金属板（
Ａ）（図２参照）
・透明樹脂フィルム（Ｃ）／接着剤層（Ｅ）／着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’
）／基材金属板（Ａ）
・透明樹脂フィルム（Ｃ）／接着剤層（Ｅ）／着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’
）／接着剤層（Ｅ）／基材金属板（Ａ）
・透明樹脂フィルム（Ｃ）／印刷面（Ｄ）／着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）
／接着剤層（Ｅ）／基材金属板板（Ａ）（図３参照）
・透明樹脂フィルム（Ｃ）／印刷面（Ｄ）／接着剤層（Ｅ）／着色ポリエステル系樹脂シ
ート状物（Ｂ’）／基材金属板板（Ａ）
・透明樹脂フィルム（Ｃ）／印刷層（Ｄ）／接着剤層（Ｅ）／着色ポリエステル系樹脂シ
ート状物（Ｂ’）／接着剤層（Ｅ）／基材金属板板（Ａ）（図４参照）などが挙げられる
。
【００６４】
　上記透明樹脂フィルム（Ｃ）を構成する樹脂は、耐傷入り性の一層の改良、印刷層の保
護、深みのある意匠性の付与、表面の各種物性の改良などを目的とし、これらの目的を達
成することができれば特に制限はなく、具体的には、アクリル系樹脂、エチレン・ビニル
アルコール共重合体、ポリエチレンテレフタレート系樹脂、ポリカーボネート、ポリアミ
ド樹脂などが挙げられる。中でも、透明性や平滑性、表面の耐傷入り性などの観点から、
二軸延伸されたポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルムが好適である。
【００６５】
　上記透明樹脂フィルム（Ｃ）の厚さは、着色ポリエステル系樹脂シート状物（Ｂ）より
薄くするのが好ましく、１５μｍ～７５μｍの範囲で選ばれる。
【００６６】
　上記のように、上記透明樹脂フィルム（Ｃ）の裏面に印刷層（Ｄ）を形成し、樹脂被覆
金属板（Ａ）に被覆される積層シート状物の意匠性を一層向上させることができる。印刷
層を形成する方法には特に制限がなく、従来から知られているグラビア印刷法、オフセッ
ト印刷法、スクリーン印刷法などによることができる。印刷模様は特に制限がなく、石目
調、木目調、幾何学横様、抽象模様などのいずれであってもよい。印刷模様の印刷は、全
面ベタ印刷、部分印刷、全面ベタ印刷したあと部分印刷する、などのいずれであってもよ
い。
【００６７】
　着色ポリエステル系樹脂フィルム（Ｂ’）と透明樹脂フィルム（Ｃ）との積層は、（１
）二種類の原料樹脂を別々に溶融させ、共押出成形用ダイ内で積層させて二層にする共押
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出成形法、（２）二種類の樹脂フィルムを別々の押出機で製造し、双方または一方の樹脂
フィルムが溶融状態にある間に二種類の樹脂フィルムを圧着する熱溶着法、（３）あらか
じめ製造した二種類の樹脂フィルムを、接着剤を介して積層するドライラミネート法、な
どによることができる。上記（３）の方法で使用される接着剤（Ｅ）は、二種類の樹脂フ
ィルムを接着することができるものであれば、特に制限されるものではない。
【００６８】
　上記の印刷層（Ｄ）を含む樹脂被覆金属板用に使用される積層シート状物は、その製造
方法は特に限定されるものではない。例えば、透明樹脂フィルム（Ｃ）の裏面に印刷層（
Ｄ）を形成し、この印刷層（Ｄ）層の面、または、別途調製した着色ポリエステル系樹脂
シート状物（Ｂ）の面に、塗布型の接着剤（Ｅ）からなる層を設け、両者を重ね合わせて
、加熱された一対の加圧ロール間を通過させて接着させて積層させる方法によることがで
きる。加圧ロールの加熱温度、圧力などの条件は、積層シート状物の種類、接着剤の種類
などにより、適宜選ぶことができる。
【００６９】
　上記基材金属板（Ａ）の表面に上記積層シート状物を接着することによって、この発明
に係る樹脂被覆金属板が製造される。この製造方法としては、上記の接着剤を使用する方
法、接着剤を使用しないで熱融着させる方法や押出コーティングする方法等があり、特に
限定されない。上記の接着剤を使用する方法を用いる場合、上記基材金属板（Ａ）の表面
に、あらかじめアンカー処理を施した後、アンカー処理した面に接着剤を塗布し、上記積
層フィルムを接着する。この接着剤としては、エポキシ系接着剤、ウレタン系接着剤など
が挙げられる。この接着剤の塗布法は、リバースコート法、キスコート法などの従来から
知られている方法によることができる。塗布した接着剤は、赤外線ヒーターおよび熱風加
熱炉により塗布面の乾燥する。基材金属（Ａ）の接着剤塗布面を、着色ポリエステル系樹
脂｛（Ｂ）成分｝の融点以上に加熱し、この接着剤塗布面に上記積層フィルムを重ねて、
一対の加圧ロール間を通過させて接着一体化させることによって、樹脂被覆金属板とする
ことができる。
【００７０】
　本発明に係る樹脂被覆金属板は、建造物の壁面材、天井材、仕切り壁面材、ユニットバ
ス壁面材および天井材、他の建築内装材、家庭電化製品のハウジング製造用、その他各種
の産業用機器の用途に用いられる。特に、ユニットバス壁面材および天井材の用途に好適
である。
【００７１】
　以下、実施例及び比較例によりさらに詳しく説明する。なお、各実施例及び比較例で使
用した（ｂ１）成分及び（ｂ２）成分は以下のとおりである。
【００７２】
（１）（ｂ１）成分（非晶性ポリエステル系樹脂）
・イーストマンケミカル社製：ＰＥＴ－Ｇ：ガラス転移温度（Ｔｇ）；８１℃、結晶融解
ピーク；なし（以下、「ＰＥＴ－Ｇ」と略する。）
・イーストマンケミカル社製：ＰＣＴＧ：ガラス転移温度（Ｔｇ）；８８℃、結晶融解ピ
ーク；なし（以下、「ＰＣＴＧ」と略する。）
【００７３】
（２）（ｂ２）成分（結晶性ポリエステル系樹脂）
・ポリブチレンテレフタレート（以下、「ＰＢＴ」と略する。）：結晶融解ピーク温度；
２２２℃、結晶融解熱量；４１Ｊ／ｇ
・ポリエチレンテレフタレート（以下、「ＰＥＴ」と略する。）：結晶融解ピーク温度；
２４７℃、結晶融解熱量；３７Ｊ／ｇ）
また、各実施例及び比較例における各評価方法を下記に示す。
【００７４】
［ガラス転移温度（Ｔｇ）、結晶融解熱量、結晶融解ピーク温度の測定］
　パーキンエルマー製ＤＳＣ－７を用いて、試料１０ｍｇをＪＩＳ－Ｋ７１２１、ＪＩＳ
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【００７５】
［表面硬度］
　ＨＢの鉛筆を用いて、ＪＩＳ－Ｓ１００５ ９．８（２）鉛筆引っ掻き試験に従い、８
０ｍｍ×６０ｍｍの樹脂被覆金属板の樹脂シート面に対し４５°の角度を保ちつつ５００
ｇの荷重をかけて線引きし、線引き部の樹脂シートの面状態を目視で判定し、全く傷が付
かなかったものを（○）、若干線引きの跡が残ったものを（△）、明確に傷が付いたもの
を（×）として表示した。
【００７６】
［耐沸騰水性試験］
　５０ｍｍ×６０ｍｍの樹脂被覆金属板を、沸騰水中に３時間浸漬し、その樹脂シートの
面状態を目視で判定し、全く変化のなかったものを（○）、若干表面に荒れができたもの
を（△）、起泡による膨れが生じたものを（×）として表示した。
【００７７】
［耐アルカリ性試験］
　ＪＩＳ－Ｋ６７４４５（５）に従い、５０ｍｍ×６０ｍｍの樹脂被覆金属板の、樹脂シ
ートを被覆していない面及び切断面を、塩化ビニル樹脂で被覆し、更に透明樹脂フィルム
（Ｃ）を用いる場合は、透明樹脂フィルム（Ｃ）に市販のカッターナイフにより、着色ポ
リエステル系樹脂シート状物（Ｂ’）に達する十字状の切り込みを入れた。次いで、２０
℃の雰囲気下で、１０％水酸化ナトリウム水溶液中に５時間浸漬し、その樹脂シートの面
状態を目視で判定し、全く変化のなかったものを（○）、若干表面に浮き、膨れ、剥離な
どのクラックが発生したものを（△）、全面に浮き、膨れ、剥離などのクラックが入った
ものを（×）として表示した。
【００７８】
［加工性］
　樹脂被覆金属板に衝撃密着曲げ試験を行い、曲げ加工部の化粧シートの面状態を目視で
判定し、ほとんど変化がないものを（○）、若干クラックが発生したものを（△）、割れ
が発生したものを（×）として表示した。
なお、衝撃密着曲げ試験は次のようにして行った。樹脂被覆金属板の長さ方向及び幅方向
からそれぞれ５０ｍｍ×１５０ｍｍの試料を作製し、２３℃で１時間以上保った後、折り
曲げ試験機を用いて１８０°（内曲げ半径２ｍｍ）に折り曲げ、その試料に直径７５ｍｍ
、質量５ｋｇの円柱形の錘を５０ｃｍの高さから落下させた。
【００７９】
（参考例１～５、参考比較例１～４）
　表１に示す配合割合（重量％）で（ｂ１）及び（ｂ２）の各成分をそれぞれ黒色系の着
色剤とともにＴダイを備えた二軸混練押出機を用いて均質となるように混練し、厚さ１５
０μｍの着色ポリエステル系樹脂シート（Ｂ’）を製膜した。次に接着剤（Ｅ）として、
市販されているポリ塩化ビニル被覆金属板用のポリエステル系接着剤を、基材金属板（Ａ
）である亜鉛メッキ鋼板（厚み０．４５ｍｍ）の金属面に乾燥後の接着剤膜厚が２～４μ
ｍ程度になるように塗布する。次いで、熱風加熱炉及び赤外線ヒーターにより塗布面の乾
燥及び加熱を行い、上記亜鉛メッキ鋼板の表面温度をポリエステル系樹脂シートの融点以
上に保持しつつ、直ちにロールラミネータを用いてポリエステル系樹脂シートを被覆、冷
却することにより樹脂被覆金属板を作製した。得られた樹脂被覆金属板を用いて前記の評
価を行った。その結果を表１に示す。
【００８０】
【表１】
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【００８１】
（結果）
　表１から明らかなように、いずれの配合でも加工性は満足できるが、結晶融解ピークを
持たない非晶性ポリエステル系樹脂（ｂ１）のみの場合（参考比較例２）や、ブレンド量
が重量割合で９５％の場合（参考比較例１）には、非晶性樹脂（ｂ１）の影響が強く、耐
沸騰水性が満足できない。また、若干表面硬度が低下する。
【００８２】
　また、結晶融解熱量が３０Ｊ／ｇ以上の結晶性ポリエステル系樹脂（ｂ２）のみの場合
（参考比較例３）や、ブレンド量が重量割合で５０％を超える場合（参考比較例４）には
、結晶性樹脂（ｂ２）の影響が強く、表面硬度は高いが、耐アルカリ性に劣る。
【００８３】
　一方、（ｂ２）成分（結晶性ポリエステル系樹脂）のブレンド量が重量割合で１０％以
上５０％以下の配合（参考例１～５）では、耐沸騰水性及び耐アルカリ性を両立できるこ
とが分かる。しかし、非晶性ポリエステル系樹脂（ｂ１）の重量割合が９０％である配合
（参考例５）では、耐沸騰水性及び耐アルカリ性を両立しているが、若干表面硬度が低下
するため、結晶性ポリエステル系樹脂（ｂ２）は重量割合で２０％以上とする方が好まし
い。また、結晶性ポリエステル系樹脂（ｂ２）にポリブチレンテレフタレートを用いた場
合、結晶化速度が速いため、好適には、重量割合で４０％までに抑える方が好ましい。
【００８４】
（実施例１～６、比較例１～５）
＜積層フィルムの調製＞
　まず、（ｂ１）成分と（ｂ２）成分とを、表２に示す割合（重量％）で秤量し、黒色系
の着色剤とともにブレンダーで混合した。得られた混合物を、先端にＴダイを装備した二
軸混練押出機を使用し、シリンダー温度を２４０℃～２７０℃の範囲に設定して溶融・混
練し、厚さ１５０μｍの着色ポリエステル系樹脂フィルム（Ｂ’）を調製した。厚さが２
５μｍの二軸延伸されたポリエステルフィルム（三菱化学ポリエステル社製）（Ｃ）の片
面に、グラビアコート法によって抽象模様の部分印刷を施し、この印刷面にポリエステル
系接着剤を塗布し、上記着色ポリエステル系樹脂フィルム（Ｂ’）と積層して積層フィル
ムの調製した。
【００８５】
＜樹脂被覆銅板の調製＞
　基材金属板（Ａ）である、幅が５０ｃｍ、長さが１００ｃｍ、厚さが０．４５ｍｍの亜
鉛メッキ鋼板の表面全面に、ポリエステル系接着剤を、乾燥後の接着剤の厚さが２～４μ
ｍ程度になるように塗布し、次いで熱風加熱炉および赤外線ヒーターによって塗布面の乾
燥および加熱を行い、表面温度を着色ポリエステル系樹脂（Ｂ’）の融点以上に保持しつ
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つ、直ちにロールラミネータを用いて、上記積層フィルムを積層し、冷却することにより
樹脂被覆鋼板を作製し、上記した各項目の評価、及び下記に示す加工部耐久性試験を行っ
た。評価結果を、表２にまとめて示した。
【００８６】
［加工部耐久性試験］
　ＪＩＳ－Ｋ６７４４（エリクセン試験）、ＪＩＳ－Ｋ５４００（同試験機）に従い、５
０ｍｍ×６０ｍｍの樹脂被覆金属板の樹脂被覆側を試験機のダイス側とし、被覆金属板の
中心がポンチ、ダイスなどの中心と一致するように置き、ポンチを一定速度で６ｍｍ押し
込むことにより、樹脂被覆側が凸になるよう変形を与えた。
次いで、その被覆金属板を沸騰水中に１時間浸漬した後、取り出し、加工部の外観を目視
で評価した。沸騰水浸漬前と変化のないものを「○」、表層の２軸延伸ＰＥＴに顕著な浮
き上がりが認められたものを「×」、「×」よりは比較的よいものの僅かに浮き上がりが
認められるものを「△」とした。
【００８７】
【表２】

【００８８】
表２から、次のことが明らかとなる。
（１）着色ポリエステル系樹脂フィルム（Ｂ’）を構成する樹脂成分が、結晶性ポリエス
テル樹脂（ｂ２）の含有量が、重量比で１０～５０％の範囲であると、樹脂被覆鋼板は、
耐沸騰水性、耐アルカリ性ともに優れている（実施例１～６参照）。
【００８９】
（２）これに対して、着色ポリエステル系樹脂フィルム（Ｂ’）を構成する樹脂成分が、
結晶性ポリエステル樹脂（ｂ２）の含有量が１０重量％以下になると、樹脂被覆鋼板の被
覆樹脂の表面硬度が低下するので、結晶性ポリエステル系樹脂は、１０重量％以上とする
のが好ましい（比較例５参照）。
【００９０】
（３）着色ポリエステル系樹脂フィルム（Ｂ’）を構成する樹脂成分が、結晶融解ピーク
を持たない非結晶性ポリエステル系樹脂（ｂ１）のみ（比較例１参照）、または、含有量
が９０重量％を越えると（比較例５参照）、いずれの例でも加工性は優れているが、非結
晶性樹脂の影響が強く、表面硬度が低下し、耐沸騰水性が劣る。
【００９１】
（４）また、結晶融解熱量が３０Ｊ／ｇ以上の結晶性ポリエステル系樹脂（ｂ２）のみ（
比較例２）、または、含有量が５０重量％を越えると（比較例３参照）、結晶性樹脂の影
響が強く、表面硬度は高いが、耐アルカリ性に劣る。
【００９２】
（５）さらに、結晶性ポリエステル系樹脂（ｂ２）がポリブチレンテレフタレート（ＰＢ
Ｔ）であり、かつ、ＰＢＴが１０重量％の場合は、加工部耐久性が十分でないものの、他
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の試験化結果、表面硬度、耐沸騰水性試験、耐アルカリ性試験の結果は良好であった（実
施例６参照）。
【００９３】
（６）また、結晶性ポリエステル系樹脂（ｂ２）がポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ
）であり、かつ、ＰＢＴの範囲が２０～４０重量％の範囲内にある実施例２においては、
耐アルカリ性に優れるが、加工部の耐久性がやや劣る。さらに、ＰＢＴの範囲が３５～５
０重量％の範囲内にある実施例４においては、加工部耐久性に優れるが耐アルカリ性の耐
久性がやや劣る。さらに、実施例３は、上記の両方のＰＢＴの範囲内にあるので、耐アル
カリ性及び加工部の耐久性のいずれも優れている。
【００９４】
　よって、耐アルカリ性及び加工部の耐久性のいずれを重要視するかによって、（ｂ２）
成分の配合の使い分けをすることができる。
【００９５】
この実施の形態では以下の効果を有する。
（１）　示差走査熱量計により観測される結晶融解ピークが存在せず、結晶融解熱量が１
０［Ｊ／ｇ］以下の非晶性ポリエステル系樹脂成分（ｂ１）と、前記結晶融解ピークを有
し、その結晶融解熱量が３０［Ｊ／ｇ］以上の結晶性ポリエステル系樹脂成分（ｂ２）と
を特定の比率で混合した混合物でポリエステル系樹脂シート状物を形成した。従って、樹
脂シート状物は加工性及び耐傷入り性に優れるとともに、耐熱水性、耐アルカリ性にも優
れている。その結果、樹脂被覆金属板の被覆材料として好適に使用できる。
（２）　前記結晶性ポリエステル系樹脂として汎用のポリエチレンテレフタレートを使用
した場合は、ポリエステル系樹脂シート状物、ひいては樹脂被覆金属板を低コストで製作
できる。
【００９６】
（３）　樹脂被覆金属板は、被覆材料として前記各ポリエステル系樹脂シート状物を使用
しているため、軟質塩化ビニル樹脂等のハロゲン含有樹脂を使用せずに、加工性及び耐傷
入り性に優れるとともに、耐熱水性、耐アルカリ性にも優れる。
（４）　金属板として各種鋼板又はアルミニウム板が使用されるため、樹脂被覆金属板の
二次加工性や耐久性に優れる。
（５）　前記結晶性ポリエステル系樹脂としてポリブチレンテレフタレートを使用した場
合は、ポリエステル系樹脂から押出成形でシートやフィルムを成形する際の加工性が向上
する。
【００９７】
実施の形態は前記に限定されるものではなく、例えば、次のように具体化してもよい。
（６）　非晶性ポリエステル系樹脂の（ｂ１）成分及び結晶性ポリエステル系樹脂の（ｂ
２）成分は、それぞれ一種類のポリエステル系樹脂を使用するものに限らず、複数種のポ
リエステル系樹脂を混合してもよい。例えば、（ｂ２）成分の場合には、ポリエチレンテ
レフタレートとポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレートとポリプロピ
レンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートとポリプロピレンテレフタレートを混
合してもよい。
【００９８】
（６－１）　また、前記ポリエステル系樹脂シート状物はその厚みが５０～５００μｍと
してもよい。
（６－２）　さらに、前記ポリエステル系樹脂シート状物は接着剤を使用して金属板の表
面に貼付され、接着剤層の厚みは２～４μｍとしてもよい。
（６－３）　さらにまた、前記金属板には各種鋼板又はアルミニウム板を使用してもよい
。
【００９９】
［産業上の利用可能性］
　この発明によると、（ｂ１）成分及び（ｂ２）成分を含有するポリエステル系樹脂シー
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ト状物（Ｂ）は加工性及び耐傷入り性に優れるとともに、耐熱水性、耐アルカリ性にも優
れている。また、請求項５に記載の発明の樹脂被覆金属板は、ハロゲン含有樹脂を使用せ
ずに、加工性及び耐傷入り性に優れるとともに、耐熱水性、耐アルカリ性にも優れる。
【０１００】
　また、この発明にかかる樹脂被覆金属板は、軟質塩化ビニル系樹脂を使用しないので、
安定剤、可塑剤に起因するＶＯＣ問題や、内分泌物撹乱作用の問題、燃焼時に塩化水素ガ
スその他の塩素含有ガスの発生の問題が全くない。
【０１０１】
　さらに、この発明にかかる樹脂被覆金属板は、被覆樹脂を特定の組成でかつ特定構造の
積層フィルムによって構成しているので、表面に傷がつき難く（耐傷入り性に優れ）、加
工性などに優れている。
【０１０２】
　さらにまた、この発明に係る樹脂被覆金属板は、被覆樹脂を特定の組成でかつ特定構造
の積層フィルムによって構成しているので、耐熱水性、耐薬品性などにも優れている。
【０１０３】
　また、この発明に係る樹脂被覆金属板は、被覆樹脂を特定の組成でかつ特定構造の積層
フィルムによって構成しているので、耐傷入り性、加工性および耐熱水性、耐薬品性のバ
ランスに優れている。
【０１０４】
　さらに、この発明の印刷層（Ｄ）が配置されたる意匠性樹脂被覆金属板は、透明樹脂層
（Ｃ）と着色樹脂層（Ｂ）との間に印刷層（Ｄ）が配置されているので、印刷層が保護さ
れ、深みのある意匠性を発揮し、美観に優れている。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
　図１はこの発明にかかる樹脂被覆金属板の例を示す断面図、図２はこの発明にかかる樹
脂被覆金属板の他の例を示す断面図、図３はこの発明にかかる樹脂被覆金属板の他の例を
示す断面図、図４はこの発明にかかる樹脂被覆金属板の他の例を示す断面図である。
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