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(57)【要約】
【課題】　弱電製品等に使用する成形加工用Ｍｇ合金板として、深絞り性に優れたものを
提供する。
【解決手段】板厚方向表層部と中心部でＸ線回折による{０００２}面の最大集積強度がそ
れぞれ１８未満かつ表層部／中心部の比が０．８５～１．２であるマグネシウム合金板。
その製法として、熱間圧延後の帯状板を目標板厚まで薄肉化する際、帯状板は１８０～３
５０℃に加熱し、ロール温度は室温～３５０℃として、コイル圧延時の入側の設定張力値
を、各材料温度における引張耐力の５０～９０％とし、その張力を付与した温間圧延工程
の中で、周速比１．０５～１．７の異周速圧延を少なくとも１パス以上含み、該異周速圧
延における圧下量比率を合計で１０％以上とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板厚方向表層部と板厚方向中心部でＸ線回折による｛０００２｝面の最大集積強度がそ
れぞれ１８未満かつ該最大集積強度における表層部／中心部の比が０．８５～１．２であ
ることを特徴とする、成形加工用マグネシウム合金板。
【請求項２】
　マグネシウム合金からなる帯状板を１８０～３５０℃に加熱し、ロール温度が室温～３
５０℃の条件で温間でコイル圧延する際に、入側の設定張力値を、各材料温度における引
張耐力の５０～９０％に設定するとともに、周速比１．０５～１．７の異周速圧延を少な
くとも１パス以上含み、該異周速圧延における圧下量比率を合計で１０％以上とすること
を特徴とする、成形加工用マグネシウム合金板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、弱電製品であるパソコンや携帯電話等の筐体部品など、各種電子・電気機
器部品等に使用される成形加工用マグネシウム合金板に関し、特に温間プレス成形におけ
る成形性に優れたＡｌとＭｎを含有するマグネシウム合金からなる成形加工用マグネシウ
ム合金板およびその製造方法に関するものである。また、弱電製品のみならず、自動車、
二輪車等の輸送用機器の部品への適用も可能である。
【背景技術】
【０００２】
　マグネシウムは比重がアルミニウム合金の２／３、鉄の１／４と小さく、しかも比強度
が高く、リサイクル性にも優れることから、構造用製品の軽量化に効果的であり、近年、
環境負荷低減に向けて軽量化が強く要求される各種自動車部品や電気機器分野のノート型
パソコン、携帯電話、デジタルカメラの筐体などその用途が拡大している。さらにマグネ
シウムは、熱伝導率、耐デント性、電磁波シールド性に優れており、弱電製品に適した材
料と言える。
【０００３】
　ただし、既存のマグネシウム製品の多くはダイカストやチクソなどの鋳造法により製造
されたものが大部分であり、鋳造法の場合、複雑形状の物を容易に得ることができるもの
の、表面品質に問題があり、製品表面に研磨やパテ埋めなどを施すための補修工程が必要
となると共に、製品の薄肉化や大型化への対応が困難である。それに対し、マグネシウム
合金展伸材を使用した場合は、表面性状に優れ、歩留り向上や薄肉化、大型化への適用が
可能となることが期待される。
【０００４】
　しかしながら、マグネシウムの結晶構造は最密六方格子であるため、常温における優先
すべり系が｛０００２｝基底面のみであり、常温における塑性加工は非常に困難である。
したがって、大きな塑性変形を得るためには、非底面すべりの活動が容易になる１８０℃
以上に加熱する必要がある。
【０００５】
　現状、マグネシウム合金展伸材の製造方法として、厚スラブを繰り返し圧延し薄肉化す
るもの、鋳造したビレットを押出してフラットな板材とし、仕上げ圧延により製品板厚と
するもの、双ロール法により溶湯から直接、鋳造板を製造し、仕上げ圧延を行なうもの（
例えば特許文献１参照）等がある。
【特許文献１】特開２００６－１４４０４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、いずれの製造方法においても板厚１．８～１０ｍｍ程度の帯状板を目標板厚ま
で繰り返し圧延することで、マグネシウム合金圧延板に特有な底面集合組織が形成され、
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成形加工性、とりわけ深絞り性がある程度以上向上しない。
　マグネシウム合金板において、成形性、とりわけ深絞り性の評価として限界絞り比（Ｌ
ＤＲ）が従来から広く使用されている。限界絞り比とは、ブランク直径／パンチ直径で表
される値であり、限界絞り比が大きいほど深絞り性が優れている。尚、マグネシウム合金
板の深絞り性評価は材料を加熱できる温間プレス装置で行なう。ところで、一般的に成形
加工用素材では、深絞り性が集合組織によって大きな影響を受けることが良く知られてい
る。
【０００７】
　マグネシウムは結晶構造が六方最密構造であり、圧延回数を繰り返すに伴い結晶方位が
基底面に揃う傾向がある。特にロールと接触する板厚方向表層部での底面集合組織強化が
顕著であり、製品板厚まで圧延した際には圧延板の板厚方向表層部と中心部で｛０００２
｝基底面の最大集積強度に大きな差を生じてしまう。この板厚方向における集合組織の不
均一がマグネシウム板材における成形性、とりわけ深絞り性がある程度以上向上しない原
因であり、この板厚方向における｛０００２｝基底面の集積強度の差を緩和し、さらに板
厚方向全体の基底面の集積強度を小さくすることで深絞り性をさらに向上することができ
る。
【０００８】
　板厚方向全体の基底面の集積強度を小さくする方法として、板材の最終焼鈍などの熱処
理法が考えられるが、熱処理法では材料が焼き鈍されてしまい、製品強度が確保できない
問題が生じる。また、マグネシウム合金板の成形は前記のように温間プレス成形が主であ
ることから、プレス成形時にも若干の強度低下が考えられるため、板材自体の強度は高い
ことが望ましい。そこで、板厚方向における底面集積強度の差を緩和し、板厚全体での底
面集積強度を小さくする方法として、圧延方法による改善が必要である。
【０００９】
　前述のように弱電製品や自動車部品等の成形加工用の素材として、従来の通常圧延方法
で得られたマグネシウム合金板は、成形性、特に深絞り性がある程度以上向上しない。よ
り厳しい成形形状の要請から、成形性、とりわけ深絞り性を従来よりもさらに向上させた
マグネシウム合金板が求められることはもちろんである。
【００１０】
　この発明は以上の事情を背景としてなされたものであり、弱電製品の筐体をはじめとす
る各種電子・電気機器部品等として、成形性、とりわけ深絞りによる成形加工用マグネシ
ウム合金板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】
【００１１】
　成形加工用素材の深絞り性を向上させるためには、既に述べたように集合組織を適切に
制御して、圧延板の板厚方向における｛０００２｝基底面の集積強度の差を緩和し、さら
に板厚方向全体の基底面の集積強度を小さくする必要がある。そこで、最密六方格子であ
るマグネシウム合金について、板厚方向全体に均一なせん断変形を付与して底面集合組織
制御を行ない、深絞り性を改善することとした。
【００１２】
　ここで、通常の圧延工程においても、圧延ロールに接する材料の極表面層では、材料と
圧延ロール表面との界面の摩擦によってせん断変形が生じる。板厚１．８～１０ｍｍ程度
のマグネシウム合金基材に、単に温間圧延を適用するだけでは、前述のような圧延ロール
表面と材料との界面の摩擦によるせん断変形領域を材料の板厚方向内部まで充分に拡大さ
せるのは困難である。すなわち、温間圧延は従来の通常の圧延機を用いた圧延手法の一つ
であるが、このような従来の通常の圧延機を用いた方法では、材料のせん断変形領域を板
の内部まで充分に拡大させて、板厚方向全体として｛０００２｝基底面の集積強度の差が
小さいマグネシウム合金板を得ることは困難である。
【００１３】
　そこで本発明者等がさらに実験・検討を重ねた結果、圧延温度域を温間圧延温度域とし
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て材料の変形抵抗を小さくする手法と併せて、従来の一般的な圧延手法とは異なる、適正
張力を付与した異周速圧延、すなわちミル入側の材料に対して各材料温度における引張耐
力の５０～９０％に設定された張力により拘束した状態で材料に対する上ロールと下ロー
ルの相対速度を異ならしめて、強制的にせん断変形を付与する手法を適用することによっ
て、板厚方向における｛０００２｝基底面の集積強度の差を緩和し、さらに板厚方向全体
の基底面の集積強度を小さくすることで、板厚方向に充分均一な集合組織を有するだけで
なく、条件によってはその集合組織がシングルピークからダブルピークに変化することも
あり、これによって深絞り性を従来の通常の圧延方法により得られたマグネシウム合金板
よりも飛躍的に改善し得ることを見出し、この発明をなすに至ったのである。
【００１４】
　すなわち、本発明の成形加工用マグネシウム合金板は、板厚方向表層部と板厚方向中心
部でＸ線回折による｛０００２｝面の最大集積強度がそれぞれ１８未満かつ該最大集積強
度における表層部／中心部の比が０．８５～１．２であることを特徴とする。
【００１５】
　第２の本発明の成形加工用マグネシウム合金板の製造方法は、マグネシウム合金からな
る帯状板を１８０～３５０℃に加熱し、ロール温度が室温～３５０℃の条件で温間でコイ
ル圧延する際に、入側の設定張力値を、各材料温度における引張耐力の５０～９０％に設
定するとともに、周速比１．０５～１．７の異周速圧延を少なくとも１パス以上含み、該
異周速圧延における圧下量比率を合計で１０％以上とすることを特徴とする。
【００１６】
　以下に、本発明で規定する条件について限定理由とともに説明する。
（１）Ｘ線回折による｛０００２｝面の最大集積強度
　ａ）板厚方向表層部と板厚方向中心部での上記最大集積強度：それぞれ１８未満
　板厚方向表層部および板厚方向中心部ともに｛０００２｝面の最大集積強度を小さくす
ることで、成形性、特に深絞り性を向上させる。これらの最大集積強度がいずれか一方で
も１８以上になると、良好な成形性は得られない。
　ｂ）表層部／中心部の比：０．８５～１．２
　板厚方向表層部と板厚方向中心部での上記最大集積強度の比が大きくなると、成形性が
低下する。このため、上記（ａ）の条件に加えて上記比の適正範囲を定める。
【００１７】
（２）帯状板加熱温度：１８０～３５０℃
　帯状板の変形抵抗を小さくして良好に温間圧延するために、帯状板の温度を１８０℃以
上に加熱する。帯状板の温度が１８０℃未満であると、良好な温間圧延が難しくなる。一
方、３５０℃を超えると、結晶粒の成長が顕著になり、微細な結晶組織が得られなくなる
。
【００１８】
（３）ロール温度：室温～３５０℃
　ロール温度が３５０℃を超えると、ロールのヒートクラウンにより、シェイプの良い板
材が得られないため、ロール温度を３５０℃以下にする。
【００１９】
（４）異周速圧延：周速比１．０５～１．７
　　　　　　　　　圧下量比率１０％以上
　温間圧延は、１パス以上の異周速圧延を含むものとする。異周速圧延によって板厚方向
全域に亘って大きなせん断変形を付加して板厚方向における｛０００２｝基底面の集積強
度の差を緩和し、さらに板厚方向全体の基底面の集積強度を小さくする。ただし、周速比
が１．０５未満または圧下量比率が１０％未満であると、上記作用を十分に得られない。
また、周速比が１．７を超えると顕著なはさみ割れを生じ、健全な板材を得るのが難しく
なる。このため、周速比と圧下量比率とを上記に定める。なお、圧下量比率は、温間圧延
における総圧下量に対する、異周速圧延による圧下量の比率を示すものである。
【００２０】
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（５）張力付与
　上記温間圧延に際し、張力を付与することでせん断力を帯状板に付加することができる
。
特に、上記異周速圧延に際し、入側の張力調整によって板厚方向における｛０００２｝基
底面の集積強度の差を緩和し、さらに板厚方向全体の基底面の集積強度を小さくする。該
張力として、入側が、各材料温度における引張耐力の５０～９０％が望ましい。ここで、
張力が５０％未満であると、材料の矯正効果が不十分で、適切な材料形状が得られない。
９０％を超えると圧延前の加熱した材料が高温で引張られ、最悪の場合、破断に至る。
　なお、材料温度は圧延前の入側においては、加熱された材料の実体温度のことを指す。
材料温度は合金種や圧下率によって異なるため、適宜調整する必要がある。本発明におけ
る材料温度は、入り側の材料の実体温度で示すものとする。なお出側張力は材料の形状が
悪くならないよう、適宣調整に付加する。
【発明の効果】
【００２１】
　以上説明したように、本発明の成形加工用マグネシウム合金板は、板厚方向表層部と板
厚方向中心部でＸ線回折による｛０００２｝面の最大集積強度がそれぞれ１８未満かつ該
最大集積強度における表層部／中心部の比が０．８５～１．２であるので、弱電製品の筐
体部品など、各種電子・電気機器部品等に要求される成形性、とりわけ深絞り性が従来よ
りも著しく優れている。
【００２２】
　また、本発明の成形加工用マグネシウム合金板の製造方法によれば、上述のように成形
性、とりわけ深絞り性が従来よりも著しく優れたマグネシウム合金板を、量産的規模での
装置によって実際的かつ容易に得ることができる。
　なお、この発明によるマグネシウム合金板は、弱電製品であるパソコンや携帯電話等の
筐体部品など、各種電子・電気機器部品に最適であるが、それに限らず、自動車部品、そ
の他各種の成形加工用部品の用途に使用できることはもちろんである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明の製造に用いる帯状板は、所定の組成を有するマグネシウム合金から得られる。
該マグネシウム合金の組成は、本発明としては特に限定をされるものではないが、好適に
は、質量％で、Ａｌ：１～１１％、Ｍｎ：０．１５～０．５％を含有し、残部がＭｇおよ
び不可避不純物からなる組成を有し、さらに所望によりＺｎ：０．１～２．０％を含有す
るものを挙げることができる。尚、Ｚｎは０．１％未満を不純物として含み得る。
【００２４】
　帯状板の製造方法も特に限定されるものではなく、厚スラブを薄肉化したもの、鋳造ビ
レットを板材状に押し出したもの、双ロールにより溶湯から直接鋳造したものが挙げられ
る。帯状板は、好適には１．８～１０ｍｍ厚の板材とされる。
【００２５】
　上記帯状板は、１８０～３５０℃に加熱され、室温～３５０℃のロール温度としたロー
ルによって張力を付与した状態で温間圧延される。帯状板の加熱は、好適にはインライン
上で、赤外線加熱、高周波誘導加熱、ヒーターによる高温雰囲気加熱等の加熱装置により
行うことができる。また、ロールの温度は、例えばロールに内蔵したシーズヒータなどに
よって温度調整することができる。
　また、ロールは、それぞれ制御可能なツインモータなどによって上下ロールの回転速度
を変えて、周速比１．０５～１．７の異周速圧延によって行うのが望ましい。なお、異周
速圧延は、温間圧延中の一部パスに限って行うことも可能であり、その場合、異周速圧延
の総圧下率を１０％以上とする。
【００２６】
　また、温間圧延に際しては、帯状板に張力を付与した状態で圧延を行う。この際の張力
は、入側が、材料温度における引張耐力の５０～９０％になるように前方の張力を設定す
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る。
【００２７】
　上記温間加工によって、帯状板を最終厚さにまで薄肉化する。該最終厚さは本発明とし
ては特に限定されるものではなく、製品やその後の加工に応じた厚さを採用することがで
きる。
　得られたマグネシウム合金板は、板厚方向表層部と板厚方向中心部でＸ線回折による｛
０００２｝面の最大集積強度がそれぞれ１８未満かつ該最大集積強度における表層部／中
心部の比が０．８５～１．２になっており、優れた成形性を示し、深絞り加工においても
優れた成形性を有している。
【実施例１】
【００２８】
　以下に、本発明の実施例を説明する。
　表１の合金符号Ａ、Ｂ、Ｃに示す成分組成の各合金を溶解し、双ロール法により板厚５
ｍｍ、板幅４５０ｍｍ、長さ３０ｍの鋳造板コイルを作製した。得られた鋳造板コイルを
表２に示す初期板厚まで張力を付与したコイルの状態で熱間圧延を施し、その後、４００
℃で２０時間均質化処理した。
【００２９】
【表１】

【００３０】
　この帯状板について、表２に示す製造プロセス番号１～１３に示すような種々の条件で
温間圧延を施して目標板厚（上がり板厚）を得た。温間圧延工程の中では、表２中に示す
周速比、圧下量比率、入側張力で温間異周速圧延を行なった。表２に示すように、温間圧
延工程の材料温度（入側温度）は１２０℃～４００℃、ロール加熱温度は室温～３５０℃
で任意に変量した。入側設定張力値は、表２に示すように、上記材料温度における引張耐
力に対する比率で変量した。
　ここで温間異周速圧延は、上下のロールをそれぞれ独立したモーターで駆動された温間
異周速圧延機を用い、高速側のロールの回転速度を５ｍ／ｍｉｎで一定とし、低速側ロー
ルの回転速度を、設定した異周速比に応じて変化させた。なお、表２中で示す圧延パスス
ケジュールは、板厚（ｍｍ）の変化を示すものであり、下線が引かれた板厚から次の板厚
までのパスは異周速圧延を行っていることを示している。
【００３１】
　また、異周速圧延における圧下量比率は、温間圧延全体の圧下量に対する、異周速圧延
による圧下量の合計比率を示している。
　例えば製造プロセス番号１では、
　合計圧下量比率＝異周速圧延による圧下量合計／温間圧延全体の圧下量×100（％）＝
（1.0mm－0.7mm＋0.7mm－0.5mm）／（2.0mm－0.5mm）×100＝約33％となる。
【００３２】
　ここで、表２において、製造プロセス番号１～３は、いずれも熱間圧延後、均質化処理
を施した帯状板を目標板厚まで温間圧延する間に、この発明で規定する条件範囲内の温間
異周速圧延を行なった本発明例、製造プロセス番号４、５は、いずれも温間圧延工程の中
にこの発明で規定する温間異周速圧延の異周速比範囲を外れた温間異周速圧延を行なった
比較例、製造プロセス番号６は、温間圧延工程の中にこの発明で規定する温間異周速圧延
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の圧下量比率範囲を外れた温間異周速圧延を行なった比較例、製造プロセス番号７、８は
、温間圧延工程の中でこの発明で規定する帯状板の加熱温度範囲を外れた比較例、製造プ
ロセス番号９、１０は温間圧延工程の中でこの発明で規定するミル入側における設定張力
値から外れた値で圧延した比較例、製造プロセス番号１２は温間圧延工程の中でこの発明
で規定する温間異周速圧延を含まず行なった従来例、製造プロセス番号１３は温間圧延工
程の中にこの発明で規定するコイル圧延ではなく、切板圧延を行なった従来例である。１
１はロール温度が外れた比較例である。
【００３３】
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【表２】

【００３４】
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　以上のようにして得られた目標板厚まで圧延された各板について、Ｘ線回折により板厚
方向表層部と中心部の極点図を作成した。Ｘ線にはＣｕ－Ｋα線を用い、０００２面につ
いて測定し、Ｓｃｈｌｕｚの反射法によって極点図を作成し、｛０００２｝基底面におけ
る最大集積強度を調べ、表層部／中心部の比を求めた。ここで、板厚方向における｛００
０２｝基底面の最大集積強度が小さく、表層部／中心部の比が１に近いほど、成形性への
寄与が大きい。また、測定した極点図において、ピークがシングルからダブルに変化して
いるものの方が成形性に優れる。成形性の評価としては深絞り成形を行ない、限界絞り比
（ＬＤＲ）を調べた。具体的にはパンチ直径５０ｍｍ一定でブランク直径を変量し、材料
加熱温度２５０℃、パンチ水冷、潤滑にＢＮを使用してプレス速度５ｍ／ｍｉｎでの各板
における限界絞り比（ＬＤＲ）を調べ、相対比較による評価を行なった。これらの測定結
果を表３に示す。
【００３５】
【表３】

【００３６】
　表３から明らかなように、この発明で規定する温間圧延工程での帯状板加熱温度、温間
圧延工程内の異周速圧延の圧下量比率もしくは異周速比を満たす条件で行なった本発明例
では、いずれも板厚方向の各位置で｛０００２｝面の最大集積強度が１８未満であって、
板厚方向表層部と中心部の｛０００２｝面の最大集積強度の比が０．８５～１．２であり
、したがって成形性、とりわけ深絞り性に有利な集合組織を有していると言うことができ
、またＬＤＲで評価される成形性も実際に従来の通常の温間圧延工程での板材に比べ著し
く優れていることが明らかである。これに対して、この発明で規定する温間圧延工程での
帯状板加熱温度、設定張力、温間圧延工程内の異周速圧延による圧下量比率もしくは異周
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速比を満たす条件で行なわれなかった各比較例の場合は、いずれも｛０００２｝面の板厚
方向の各位置で｛０００２｝面の最大集積強度が１８以上であるか、板厚方向表層部と中
心部の｛０００２｝面の最大集積強度の比が規定範囲外であり、深絞り性に不利な集合組
織が形成されており、ＬＤＲも本発明品に比べ劣る結果であることが判明した。
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