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絞り加工性に優れたプレコート鋼板『テクスター4種』の開発  
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DevelopmentofNew“TecstarType4”PrecoatedSteelSheet  
SuitableforDeepDrawing．  

HirokazuYano，Tetsuo Sakai  

Synopsis：   

With the aim of realizing a precoated steelsheet that can replace plastics，We have developed a precoated steelsheet for  

domesticappliancescalled“TecstarType4”withenhanceddeepdrawlngperformance．   

Conventionalprecoated steelsheets have had the problem that coating film cracks andluster deterioration are generated at  

parts where working strainisincurred by drawing work，reSultingin animbalance of appearanceincomparisonwith parts  

withoutworkingstrain．TosoIvethisproblem，Wehavenewlydevelopedanunprecedentedcoatingfilmforprecoatedsteelsheets  

Withthecompatiblepropertiesof a highelasticmodulusandhighcoatingfilmexpansion，byimprovingthe expansion properties  

Of the coating film and post－WOrking appearance．By this，We have succeeded not onlyin preventing cracksin the coating film  

duetodrawlngWOrk，butalsoinsuppressinglusterdeteriorationatpartssubjecteddeepdrawingwork．  

In addition，byimprovement of the primer，deterioration of the corrosion resistance and moisture resistance of this newly  

developed materialhas been suppressed even at worked parts，This materialtherefore meets a variety of performance  

requirementsformaterialssubjectedtodrawingwork．  

た形状，外観の製品ができるのに対し，塗装鋼板では加工  

方法，加工形状により鋼種の選択が必要であったり，成形  

後の肌荒れによる光沢低下など塗膜外観の低下が見られ  

る。また，加工部では塗膜密着性の低下による塗膜ハクリ  

や湿潤環境での塗膜フクレが発生するなど使用環境を十  

分考慮する必要がある。こうした点がプレコート鋼板の  

用途拡大に対するひとつの障壁となっていると考える。   

我々はこうした課題を解決すべく検討を行い，絞り加  

工後の外観低下が生じにくいプレコート鋼板『テクス  

ター4種』を開発，1997年より営業生産を行っている。以  

下に，このテクスター4種の開発の考え方と製品性能の  

概要について述べる。   

2．プラスチック部材のプレコート鋼板化にお  

ける課題  

プラスチック部材をプレコート化する際の課題は  

1．緒 言  

2001年4月より，特定家庭用機器再商品化法（家電リサ  

イクル法）が施行され，冷蔵庫，テレビ，洗濯機，エアコン  

の4品目について家電メーカー側に回収，リサイクルが  

義務づけられるようになった。現在リサイクルが義務づ  

けられた製品は4品目だけであるが，今後，対象商品はさ  

らに増える見込みであり，家電製品の要求特性において  

リサイクル性の重要度が高まっている。  

リサイクルという観点では，プレコート鋼板をはじめと  

した鉄系材料は，鉄スクラップとして回収可能であり，リ  

サイクル性に優れた材料である。また，プラスチックに比  

べ，強度，難燃性，などに優れ，家電製品の外板に適した材  

料であり，今後ともその需要は伸びると予想される1）2）。   

一方，成形の自由度からすると，プラスチック材料が射  

出成形などにより任意の形状，大きさに成形でき，安定し  
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図1に示すような点であると考えられる。家電機器の外  

板等については曲げ加工や張り出し加工が多く，プレコ  

ート鋼板でも十分成形可能であり，図2に示す樹脂の分  

子量，Tg（ガラス転移温度），架橋密度などの項目を適  

切に設計したプレコート鋼板を用いることで，成形性を  

高めてきた。一方絞り加工の場合，加工歪みが大きい部  

位において，塗膜の光沢が低下し，加工歪みが小さい部  

位とのバランスが取れないことが問題となっていた。こ  

うした絞り加工部の光沢低下は，従来のプレコート鋼板  

の設計思想では改善が困難であり，この点を改善すれば  

ブスチックのプレコート鋼板化も進むと考えられる。  

を与えたときの光沢保持率を示す。光沢保持率は延伸後  

の光沢値／延伸前の光沢値×100で算出した。伸び率の増  

大と共に光沢保持率も低下しており，加工後は塗膜自体  

の光沢も低下していることがわかる。これは樹脂の配向  

やネッキングなどによる屈折率の変化，あるいは塗膜最  

表層の樹脂の破断などによる塗膜が粗面化が影響したた  

めと推察される。   

以上から，加工による光沢低下のメカニズムは図5に  

示したように原板の粗面化による塗膜面の粗面化ならび  

に塗膜自体の光沢低下によると推定できる。  

加工前の塗膜表面  

プラスチ、  ノク部材   プレコート鋼板   

射出成  形加工   絞り加工   

特」       性   問題点  課題  
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塗装原板：合金化溶融亜鉛めっき鋼板  

塗料系：高加工プレート用塗料系  

図3 絞り加工による塗装鋼板表面の粗面化  

Fig．3 Surface roughness of prepalnted steelsheet after  
deepdrawing．   

匡＝ プラスチックとプレコート鋼板の成形性の比較  

Fig．1 Comparisonofformabilityofplasticsandprepainted  
steelsheets．  
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図2 樹脂特性と塗膜の特性の関係  

Fig．2 Relationbetweencharaotiostiosofresinandproperties  
Ofpaintfilm．  
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図4 1軸延伸後の遊離塗膜の光沢保持率  

Fig．4 Gloss retention of paint film after uniaxialtensile  
deformation．  

3．加工部の光沢低下の原因  

図3に従来のプレコート鋼板の角筒絞り加工後の表面  

形状プロファイルを示す。加工前の塗膜表面の中心線平  

均粗さRaが0．2〃mであるのに対し，加工後の塗膜面は  

0．7〟mに増大している。加工前の合金化溶融亜鉛めっ  

き表面のRa（0．8FLm程度）が，加工後に1・4JLmに増大  

していることから，原板の粗面化が塗膜面に反映され，  

塗膜表面の粗度の増大（＝光沢低下）が生じたと考えら  

れる。原板の粗面化は，絞り加工によりめっき層にクラ  

ックが発生したためと考えられる。   

図4に高加工用プレコート塗料の遊離塗膜に伸び歪み  

：・   

一 

…  

（光沢低‾F）  塗膜面での 拡散反射   

図5 塗装鋼板の光沢低下の要因  

Fig．5 Factorsofglossdecrease・  

日新製鋼技報No．82（2001）   



54  絞り加工性に優れたプレコート鋼板『テクスター4種』の開発  

4．2 上塗り塗膜   

4．2．1塗膜の応力歪み特性と光沢保持率   

加工後も光沢低下が少ない塗膜を開発するため，伸び  

4．加工後の光沢低下を抑制するプレコート鋼   

板の開発  

4．1塗装原板  

加工後の原板の粗面化は延性の低いめっき層がクラッ  

クを生じるためと考えられる。図6に延伸後のめっき層  

のクラックの状態を，園丁に延伸後のプレコート鋼板の  

塗膜光沢変化を示す。めっき層が脆く延性の低い合金化  

溶融亜鉛めっき鋼板では延伸後にめっき層の亀裂が発生  

し，塗膜の光沢も伸び率の上昇と共に低下している。一  

方，合金化溶融亜鉛めっき鋼板に比べ延性に優れる溶融  

亜鉛メッキ鋼板は，めっき層の割れが少ないため光沢低  

下が抑えられることがわかる。以上のように加工後の光  

沢低下抑制には塗装原板としてめっき層の延性に優れた  

溶融亜鉛系のめっき鋼板が好ましいと言える。  
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図8 供試塗膜の応力ひずみ曲線  

Fig．8 Stress－Straincurvesofpaintfilms．  
図6 30％伸び歪み付与後のめっき層断面  

Fig．6 Cross secction of galvanized steel sheet and  
galvannealedsteelsheetstrechedby30％．  
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伸び率（％）  

原板：溶融亜鉛めっき鋼板（片面付着用60g／m2，Tiキルド）  

塗装膜厚：下塗り5JLm，上塗り15JLm（塗料A，B，Cを塗装）  

ラミネートフイルム：厚さ20JJm，接着剤層5JJm（フイルムDを被覆）  

図T l軸延伸後の塗装鋼板の光沢保持率（塗装原板の影響）  図9 1軸延伸後の光沢保持率（溶融亜鉛めっき）  

Fig．7 Glossretention ofprecoatedsteelsheet afteruniaxal  Flg．9 Gloss retention of precoated steelsheets after  

tension．  uniaxialtension．  
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率の異なる3種類のプレコート鋼板用上塗り塗膜（A，  

B，C）およびポリエチレンテレフタレート（PET）フ  

イルム（D）の応力歪み曲線と，それらを塗装またはラ  
ミネートしたプレコート鋼板の伸び歪み付与彼の光沢保  

持率を測定した。   

図8に各遊離塗膿またはPETフイルムの応力歪み曲  

線，図9にプレコート鋼板またはラミネート鋼板の光沢  

保持率を示す。塗膜伸び，破断強度などは特に光沢低下  

度との関係は認められないが，ラミネート鋼板は光沢保  

持率が高いことがわかる。   

図10に塗膜の弾性率とプレコート鋼板またはラミネー  

ト鋼板の延伸後の光沢保持率との関係を示す。弾性率は  

延伸初期の応力～歪み曲線の傾きから求めた3）。図10に  

おいて，破断伸びが低いCを除けば，弾性率の上昇に伴  

い，光沢低下を抑える効果が高くなると考えることが出  

来る。Cは供試サンプルのうち最も弾性率は高いが，塗  

膜割れを生じたため表面光沢が低下したものと考えられ  

る。弾性率は物体の変形しにくさを表す量であり，弾性  

率が低い従来の加工用塗膜の場合，加工により塗装原板  

のメッキ層が粗面化すると，それに追従して塗膜も変形  

し光沢が低下するのに対し，弾性率の高い塗膜の場合は  

原板の粗面化に追従しにくく，光沢低下が少ないと考え  

ることができる。  

また，表1に示したように弾性率の高い塗膜D（PET  

フィノレム）は弾性率の低い塗膜A（高加工用塗膜）に比  

べ塗膜自身の光沢低下も少ないことがわかる。  

4．2．2 高弾性・高伸び塗膜の開発   

加工後の光沢低下抑制には高弾性・高延伸特性を有す  

るPETフイルムなどが有効である。しかし，これらフ  

イルム用樹脂は塗料用溶剤に溶解しにくく，仮に溶解し  

ても高粘度溶液となり，ロールコート法に用いるPCM  

用塗料としての使用は困難である。   

また，現行の塗料用ポリエステル樹脂の塗膜の弾性率  

を高めるためには，架橋密度を高めた高橋かけ構造にす  

る，あるいは低分子量樹脂を架橋させて高分子化する手  

法があるが，いずれも塗膜伸びの低下をもたらすため本  

用途には不向きである。   

従って従来の塗料用樹脂の適用には限界があり，樹脂  

選定からの開発が重要なポイントとなる。   

図11に塗料用以外の多くの樹脂系の中から予備検討に  

より選定した2種類の樹脂を用いた塗膜EおよびFの応  

力歪み曲線ならびに弾性率を示す。弾性率はいずれも  

2000N／mm2以上で，塗膜伸びも100％以上あり，曲げ加  

工性OT～1Tが期待できる。これらは繊維用の樹脂を  

通用したものであり，樹脂中に徴結晶構造を含む。塗膜  

に応力が加わった際にこの微結晶構造が変形に対する抵  

抗となり，擬似的な架橋効果として弾性率を高める効果  

を示すと考えることができる。塗膜Fは塗膜Eより微結  

晶構造が多い樹脂であり，より弾性率が高くなったと考  

えることができる。しかし，Fは経時的に伸びが低下す  

ることがわかった。塗膜Fは微結晶構造が過剰であった  

ため樹脂全体での結晶化が進行し，伸びが低下したと考  

えられる。  
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図10 塗膜の弾性率と光沢保持率  

Fig．10 Relationbetween moduius of elasticity of paint film  
andglossretentionofprepaintedsteelsheet．  

表1 遊離塗膜の延伸彼の光沢保持率  

Tablel Glossretensionofpaintfilmafteruniaxialtenslon．  

弾力率  光沢保持率（％）  
サンプル  

（N／mm2）   

PETフイルム  2900   115   97   95   92   

高加工塗膜A  1100   97   78   68   59  

50  100  150  

伸び率（％）  

図11開発塗膜の応力ひずみ曲線  

Fig，11Stress－Straincurveofdevelopedpaintfilm・  
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開発塗料E，高加工用塗料Aとも同じ挙動を示している  

ことから，架橋密度は同等であり，塗膜伸びが確保でき  

たと考えることができる。   

開発塗料E，高加工用塗料Aを用いた延伸後の塗装鋼  

板および遊離塗膜の光沢保持率を図13に示す。開発塗料  

Eでは高加工用塗料Aに比べ光沢低下が抑えられること  

が確認できた。図14に示す延伸後の遊離塗膜の表面外観  

から，従来の高加工用塗料Aでは塗膜表面が大きく破断  

しているのに対して，開発塗料は塗膜表面の破断の程度  

が小さく，塗膜自体の光沢低下の抑制にも寄与したもの  

と考えられる。  

4．2．3 下塗り塗料   

下塗り塗料についても上塗り塗料の結果を参考に，弾  

性率の高い樹脂を適用した。表2に高弾性下塗りと従来  

の低弾性下塗りを用いた場合の光沢保持率を示すが，下  

塗り塗膜も高弾性率化することで光沢低下が抑えられる  

ことがわかる。上塗り塗料は同一であるので，両者の光  

沢の差は原板の粗面化の反映しやすさの違いと考えるこ  

とができる。   

また，図15，16に塩水噴霧試験（SST）による耐食性，  

湿潤試験（BBT）による耐湿性の評価結果を示す。耐  

食性向上には下塗り塗膜への防錆顔料の増量が有効であ  

るが，添加量が多すぎると下塗り塗膜から顔料が過剰に  

溶出，塗膜が膨潤し耐湿性が低下する。そこで無機系の  

顔料を添加し密着性を向上させた。これによりSST500  

時間後の下バリフクレ巾を2mmに抑え，BBT500時間  

後の塗膜フクレも抑制できた。  

図12に開発塗料Eと従来の高加工用塗料Aの動的貯蔵  

弾性率の測定結果を示す。常温での動的貯蔵弾性率は開  

発塗料Eの方が高いが，およそ60℃以上のゴム領域では  

両者ほぼ同じになる。ゴム領域では分子鎖の動きが活発  

になるため徴結晶構造による擬似的架橋効果が低下する  

と考えることができる。ゴム領域の貯蔵弾性率について  

は，その極小値が高いほど架橋密度が高いと考えること  

ができる4）。今回は明瞭な極小値は得られなかったが，  
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測定装置：東洋精機製レオログラフソ  

昇温速度：2℃／分  

図12 動的貯蔵弾性率の温度分散  

Fig．12 Temperaturedependanceofdynamicstorage  
modulusofpaintfilm．  
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塗装鋼板の伸び率（％）  

0  20  40  60  

塗膜の伸び率（％）  

；サンプルサイズ：20JLmX20mmX50mm：  塗装原板：溶融亜鉛めっき（片面60g／m2）  

下塗り：高加工用高分子ポリエステル系7／Jm  

上塗り：20／Jm  

図13 1軸延伸後の鋼板および遊離塗膜の光沢保持率  

Fig．13 Glossretentionofdevelopedprecoatedsteelsheetandpaintfilmafteruniaxialtension．  
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高加工A  開発材E  

図H 90％延伸後の遊離塗膜のSEM像  

Fig．14 SEMlmagesofpaintfilmafteruniaxialtension．  

表2 下塗り塗膜の特性と塗装板の光沢保持率  

Tab［e2  Properties of primer coating and gloss retention  

of coated steel．  
5
 
 

光沢保持率（％）  

サンプル  分子量  Tg  塗膜伸び  弾性率  

（Mn）  （Oc）  （％）  （N／mm2）  10％  

伸び   

開発  
プライマー   

8400  88  64   

従来  
プライマー   

1400  75  52   
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図16 耐湿性試験検討  

Fig．16 Humidityresistanceofdevelopedproduct，  
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5．開発材の製品特性  

5．1一般的塗膜特性  

表3に本開発材の一般的塗膜特性を示す。開発品は曲  

げ加工性OTノータラックであり，従来の高加工用プレ  

コート鋼板と同等の塗膜特性を示す。   

5．2 プレス加工品の光沢低下度  

図1丁に試験加工した炊飯器ボディの外観を，図用に各  

部位の光沢値の比を測定した。いずれも開発材の光沢低  

600  0  100   2（氾  300   4（氾   500  

塩水噴霧試験時間（hr）  

図15 耐食性試験結果  

F．ig・15 Corrsionresistanceofdevelopedproduct・  
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下は少なく，質感の違いも低減されていた。   

5．3 角帯絞り加工品の耐食・耐湿性   

10mmR角筒絞り品の側面にクロスカットを入れ，耐  

湿性（BBT500c x240時間），および耐湿性（SST  

350c x240時間）を評価した。表4に示すように，開発  

材はコーナー部，クロスカット部ともに異常は認められ  

なかった。  

以上のように，本開発材は加工歪みの大きい部位の光  

沢低下も少なく，耐食性，耐湿性も良好であり，各種絞  

り加工用途に通用可能と考えられる。今後，プラスチッ  

クの代替用途などを中心に用途展開を図っていきたい。   

表3 開発材の塗膜特性  

TabJe3 Propertiesofdevelopedproduct．  

280mm  

光沢比（％）＝側面部各位の光沢／A郡の光沢×100  

試 験 条 件  No．  項目  試験結果   

ロ  光 沢  JISK5400600鏡面反射  91．8   

2  付着性  碁盤目テープ剥離  100／100   

3  耐衝撃性  デュポン衝撃，500g50cm  異常なし   

4  加工性  200c，1800折り曲げ／目視   OTノータラック   

5  塗膜硬度  鉛筆硬度／傷付き  H   

平面部   異常なし  

SST240hr  クロスカット部   Omm  
6  耐食性   （JISK5600）  

35Oc，5％NaCl                端面部   1mm  

OT加工部   異常なし   

平面部   異常なし  

BBT240hr  クロスカット部   Omm  
7  耐湿性   （JISK5600）  

50℃，≧95％PH                端面部   Omm  

OT加工部   異常なし   

20  
BI B2  B3  B4  

測定位置  

CI C2  C3  C4  

測定位置  

図18 絞り加工品の側面部の光沢比  

Fig．18 Gloss ratios of side walls of deep drawed developed  
product．  

10mmR   

＼  

コーナー部  

絞り加工品（角筒10mInR）   

表4 絞り加工品の耐食，耐湿試験結果  

Table 4 Corrosion resistance and numidity resistance of  
developedproductwithdeepdrawed．  

SST240hr   BBT240hr   

クロスカット部   Omm   Omm   

コーナー部   異常なし   異常なし   

′一ヽ． 、∫  

6．結 言  

絞り加工後の光沢低下の少ないプレコート鋼板の開発  

を行った。加工後の塗膜光沢低下の機構，ならびに塗装  

原板のめっき層，塗膜の応力歪み曲線等に注目して検言寸  

した結果を以下に示す。  

（1）加工部の外観低下は，めっき層のクラックなどの  

影響を受け，塗膜面が粗面化（光沢低下）するこ   

※無塗油成形品  

図‖ プレス加」二品の外観  

Fig・17 Appearanceoftestpieceofpressformability．  
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とが一因である。また，塗膜自体も延伸されるこ  

とにより光沢が低下する。従って加工部の外観低  

下を抑えるにはめっき層の延性が高く，粗面化し  

にくい溶融亜鉛めっき系などの塗装原板と，原板  

の影響を受けにくい塗膜の組み合わせが必要であ  

る。  

（2）従来のプレコート鋼板用塗膜と加工後の光沢の関  

係から，高弾性率，高延伸性を有する被覆膜を用  

いれば光沢低下を抑えること‾ができることがわ  

かった。弾性率が高い塗膜は原板の粗面化の影響  

を受けにくいため光沢低下が抑制されると考えら  

れる。また，弾性率の高い塗膜は延伸彼の塗膜自  

体の光沢低下も少ないことがわかった。  

（3）加工後の光沢低下を抑えるため，筆者らは徴結晶  

構造を含む樹脂を塗料に用いることで，高弾性率  

ならびに高延伸性を両立する塗料を見いだした。  

また，下塗り塗膜にも弾性率が高い塗膜を設ける  

ことが光沢低下を抑えるのに有効であった。  

（4）開発材は加工後の光沢，耐食性，耐湿性なども良  

好であり，絞り加工用途向けに通した製品である。  
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