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(57)【要約】
【課題】希土類磁石の原料に好適に利用でき、希土類磁
石の生産性の向上に寄与できる希土類磁石用材料及びそ
の製造方法、磁気特性に優れる上に生産性にも優れる積
層磁石、ボンド磁石、圧縮磁石、焼結磁石、ボンド磁石
の製造方法、及び圧縮磁石の製造方法を提供する。
【解決手段】希土類磁石用材料１は、以下の特性を備え
る。（１）希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系
合金から構成された薄板である。（２）前記薄板の厚さ
をｔとし、前記薄板の長さをＬとし、Ｌ／ｔをアスペク
ト比とするとき、前記アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上
である。（３）前記薄板の表面１ｆにおける前記希土類
－鉄系合金の結晶のＸ線回折の最大ピーク強度をＩｍａ
ｘとし、前記希土類－鉄系合金の結晶格子のｃ軸におけ
るＸ線回折のピーク強度をＩｃとし、Ｉｃ／Ｉｍａｘを
ピーク強度比とするとき、前記ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍ
ａｘが０．８３以上である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の特性を備える希土類磁石用材料。
　（１）　希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成された薄板である。
　（２）　前記薄板の厚さをｔとし、前記薄板の長さをＬとし、Ｌ／ｔをアスペクト比と
するとき、前記アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上である。
　（３）　前記薄板の表面における前記希土類－鉄系合金の結晶のＸ線回折の最大ピーク
強度をＩｍａｘとし、前記希土類－鉄系合金の結晶格子のｃ軸におけるＸ線回折のピーク
強度をＩｃとし、Ｉｃ／Ｉｍａｘをピーク強度比とするとき、前記ピーク強度比Ｉｃ／Ｉ
ｍａｘが０．８３以上である。
【請求項２】
　前記薄板の厚さは、５０μｍ以上５００μｍ以下である請求項１に記載の希土類磁石用
材料。
【請求項３】
　前記薄板の長さは、３００μｍ以上である請求項１又は請求項２に記載の希土類磁石用
材料。
【請求項４】
　前記希土類－鉄系合金における希土類元素の含有量は、２８質量％以上３６質量％未満
である請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の希土類磁石用材料。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の希土類磁石用材料が前記薄板の厚さ方向に
積層された積層体と、前記積層体を固定する接着剤とを含む積層磁石。
【請求項６】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の希土類磁石用材料と、前記希土類磁石用材
料に混合されて、前記希土類磁石用材料を前記薄板の厚さ方向に積層された状態で固定す
る樹脂とを含むボンド磁石。
【請求項７】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の希土類磁石用材料が前記薄板の厚さ方向に
積層された状態で前記薄板の厚さ方向に圧縮されている圧縮磁石。
【請求項８】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の希土類磁石用材料を前記薄板の厚さ方向に
積層した積層体を焼結した後、熱処理を施して製造された焼結磁石。
【請求項９】
　希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成され、回転ロールを用いた凝
固法によって製造された薄板であり、前記薄板の厚さをｔとし、前記薄板の長さをＬとし
、Ｌ／ｔをアスペクト比とするとき、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上である原料薄板を
用意する工程と、
　前記原料薄板に、前記原料薄板の表面に平行な方向に３Ｔ以上の強磁場を印加しながら
、加熱温度を６００℃以上７００℃以下とする熱処理を施す工程とを備える希土類磁石用
材料の製造方法。
【請求項１０】
　希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成され、回転ロールを用いた凝
固法によって製造された薄板であり、前記薄板の厚さをｔとし、前記薄板の長さをＬとし
、Ｌ／ｔをアスペクト比とするとき、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上である原料薄板を
用意する工程と、
　前記原料薄板に、前記原料薄板の表面に平行な方向に３Ｔ以上の強磁場を印加しながら
、加熱温度を６００℃以上７００℃以下とする熱処理を施す工程と、
　前記熱処理が施された原料薄板を粗粉砕して前記原料薄板よりも長さが短く、かつ前記
アスペクト比が１．５以上である薄板片を製造する工程と、
　前記薄板片と、平均粒径が前記薄板片の厚さの１／５以下である樹脂の粉末とを混合し
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た混合物を金型に充填して成形して磁石素材を製造する工程とを備え、
　前記金型に前記混合物を充填するとき、前記混合物に０．０１Ｔ以上０．１Ｔ以下の弱
磁場を印加する、又は振動を与えて、複数の前記薄板片をその厚さ方向に積層させ、この
積層状態を前記樹脂によって固定するボンド磁石の製造方法。
【請求項１１】
　希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成され、回転ロールを用いた凝
固法によって製造された薄板であり、前記薄板の厚さをｔとし、前記薄板の長さをＬとし
、Ｌ／ｔをアスペクト比とするとき、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上である原料薄板を
用意する工程と、
　前記原料薄板に、前記原料薄板の表面に平行な方向に３Ｔ以上の強磁場を印加しながら
、加熱温度を６００℃以上７００℃以下とする熱処理を施す工程と、
　前記熱処理が施された原料薄板に、水素化処理を施して多相薄板を製造する工程と、
　前記多相薄板を粗粉砕して前記多相薄板よりも長さが短く、かつ前記アスペクト比が１
．５以上である多相薄板片を製造する工程と、
　前記多相薄板片を金型に充填した後、加圧圧縮して圧縮成形体を製造する工程と、
　前記圧縮成形体に脱水素処理を施して、磁石素材を製造する工程とを備え、
　前記金型に前記多相薄板片を充填するとき、前記多相薄板片に０．０１Ｔ以上０．１Ｔ
以下の弱磁場を印加する、又は振動を与えて、複数の前記多相薄板片をその厚さ方向に積
層させ、積層された前記多相薄板片の集合体をその厚さ方向に加圧圧縮する圧縮磁石の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、希土類磁石の原料に用いられる希土類磁石用材料、希土類磁石（積層磁石、
ボンド磁石、圧縮磁石、焼結磁石）、希土類磁石用材料の製造方法、ボンド磁石の製造方
法、及び圧縮磁石の製造方法に関するものである。特に、磁気特性に優れる希土類磁石を
容易に製造可能な希土類磁石用材料、及び磁気特性に優れる上に生産性にも優れる希土類
磁石（上記積層磁石など）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モータや発電機などに利用される永久磁石には、希土類磁石が広く利用されている。希
土類磁石は、ネオジム（Ｎｄ）、鉄（Ｆｅ）、硼素（Ｂ）を含む合金からなるネオジム磁
石（特許文献１，２）が代表的である。従来のネオジム磁石として、原料のＮｄ－Ｆｅ－
Ｂ合金粉末を成形した後、粉末成形体を焼結した焼結磁石、原料のＮｄ－Ｆｅ－Ｂ合金粉
末と樹脂とを混合して成形したボンド磁石がある（特許文献１）。特許文献２では、原料
のＮｄ－Ｆｅ－Ｂ系合金粉末を水素化した後、加圧圧縮し、得られた粉末成形体に脱水素
処理を施した圧粉磁石を開示している。
【０００３】
　原料に用いるＮｄ－Ｆｅ－Ｂ合金粉末の製造には、特許文献１に記載されるように高速
回転する冷却用ロールに溶融金属を噴出して急冷凝固させる手法、代表的にはストリップ
キャスト法や、特許文献２に記載されるアトマイズ法などが利用される。ストリップキャ
スト法などで作製された薄帯材（代表的には、厚さが数百ミクロン）は、結晶のサイズが
数ミクロンの多結晶体であり、通常、微細に粉砕したものが原料粉末に用いられる。そし
て、焼結磁石やボンド磁石では、強磁場（代表的には１Ｔ以上）を印加しながら成形する
ことで（特許文献１）、微細な原料粉末の粒子を構成する各結晶を配向させて、結晶磁気
異方性を高めることが行われている。特許文献２では、脱水素処理時に大きな磁場を印加
することで、結晶の配向性を高められることを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開昭６２－１２４７０２号公報
【特許文献２】特許第５０５９９５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　磁気特性に優れる希土類磁石の生産性の向上が望まれている。
【０００６】
　上述のように結晶を配向させた異方性磁石は、磁気特性に優れる。しかし、従来の異方
性磁石の製造方法では、結晶の磁化容易軸を配列させるために、平均粒径が１０μｍ以下
といった微細な原料粉末を用いると共に、強磁場を印加して成形する必要がある。従って
、原料を微細に粉砕する工程のために、工程数が多い。また、成形時や脱水素時に強磁場
を印加する場合、制御が煩雑であり、作業性に劣る。これらの点から、希土類磁石の生産
性を向上することが難しい。更に、強磁場の発生には、大きな電力が必要であり、製造コ
ストの増大も招く。加えて、微細に粉砕した原料粉末では、粉末粒子が酸化し易く、酸化
物の介在によって磁気特性の低下を招く。酸化防止のために非酸化雰囲気とすると、雰囲
気制御が必要となり、作業性の低下を招く。この点からも、磁気特性に優れる希土類磁石
を生産性よく製造することが難しい。
【０００７】
　そこで、本発明の目的の一つは、磁気特性に優れる希土類磁石を容易に製造可能な希土
類磁石用材料を提供することにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は、磁気特性に優れ、生産性にも優れる積層磁石、ボンド磁石、圧縮
磁石、及び焼結磁石を提供することにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、磁気特性に優れる希土類磁石を容易に製造可能な希土類磁石用材
料を製造できる希土類磁石用材料の製造方法を提供することにある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、磁気特性に優れるボンド磁石を生産性よく製造できるボンド磁石
の製造方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、磁気特性に優れる圧縮磁石を生産性よく製造できる圧縮磁石の製
造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の希土類磁石用材料は、以下の特性を備える。
　（１）　希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成された薄板である。
　（２）　前記薄板の厚さをｔとし、前記薄板の長さをＬとし、Ｌ／ｔをアスペクト比と
するとき、前記アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上である。
　（３）　前記薄板の表面における前記希土類－鉄系合金の結晶のＸ線回折の最大ピーク
強度をＩｍａｘとし、前記希土類－鉄系合金の結晶格子のｃ軸におけるＸ線回折のピーク
強度をＩｃとし、Ｉｃ／Ｉｍａｘをピーク強度比とするとき、前記ピーク強度比Ｉｃ／Ｉ
ｍａｘが０．８３以上である。
【００１３】
　本発明の積層磁石は、前記本発明の希土類磁石用材料が前記薄板の厚さ方向に積層され
た積層体と、前記積層体を固定する接着剤とを含む。
【００１４】
　本発明のボンド磁石は、前記本発明の希土類磁石用材料と、前記希土類磁石用材料に混
合されて、前記希土類磁石用材料を前記薄板の厚さ方向に積層された状態で固定する樹脂
とを含む。
【００１５】



(5) JP 2015-8230 A 2015.1.15

10

20

30

40

50

　本発明の圧縮磁石は、前記本発明の希土類磁石用材料が前記薄板の厚さ方向に積層され
た状態で前記薄板の厚さ方向に圧縮されている。
【００１６】
　本発明の焼結磁石は、前記本発明の希土類磁石用材料を前記薄板の厚さ方向に積層した
積層体を焼結した後、熱処理を施して製造されたものである。
【００１７】
　本発明の希土類磁石用材料の製造方法は、以下の工程を備える。
　（ｉ）希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成され、回転ロールを用
いた凝固法によって製造された薄板であり、前記薄板の厚さをｔとし、前記薄板の長さを
Ｌとし、Ｌ／ｔをアスペクト比とするとき、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上である原料
薄板を用意する工程。
　（ｉｉ）前記原料薄板に、前記原料薄板の表面に平行な方向に３Ｔ以上の強磁場を印加
しながら、加熱温度を６００℃以上７００℃以下とする熱処理を施す工程。
【００１８】
　本発明のボンド磁石の製造方法は、以下の工程を備える。
　（ｉ）希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成され、回転ロールを用
いた凝固法によって製造された薄板であり、前記薄板の厚さをｔとし、前記薄板の長さを
Ｌとし、Ｌ／ｔをアスペクト比とするとき、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上である原料
薄板を用意する工程。
　（ｉｉ）前記原料薄板に、前記原料薄板の表面に平行な方向に３Ｔ以上の強磁場を印加
しながら、加熱温度を６００℃以上７００℃以下とする熱処理を施す工程。
　（ｉｉｉ）前記熱処理が施された原料薄板を粗粉砕して前記原料薄板よりも長さが短く
、かつ前記アスペクト比が１．５以上である薄板片を製造する工程。
　（ｉｖ）前記薄板片と、平均粒径が前記薄板片の厚さの１／５以下である樹脂の粉末と
を混合した混合物を金型に充填して成形して磁石素材を製造する工程。
　前記金型に前記混合物を充填するとき、前記混合物に０．０１Ｔ以上０．１Ｔ以下の弱
磁場を印加する、又は振動を与えて、複数の前記薄板片をその厚さ方向に積層させ、この
積層状態を前記樹脂によって固定する。
【００１９】
　本発明の圧縮磁石の製造方法は、以下の工程を備える。
　（ｉ）希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成され、回転ロールを用
いた凝固法によって製造された薄板であり、前記薄板の厚さをｔとし、前記薄板の長さを
Ｌとし、Ｌ／ｔをアスペクト比とするとき、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上である原料
薄板を用意する工程。
　（ｉｉ）前記原料薄板に、前記原料薄板の表面に平行な方向に３Ｔ以上の強磁場を印加
しながら、加熱温度を６００℃以上７００℃以下とする熱処理を施す工程。
　（ｉｉｉ）前記熱処理が施された原料薄板に、水素化処理を施して多相薄板を製造する
工程。
　（ｉｖ）前記多相薄板を粗粉砕して前記多相薄板よりも長さが短く、かつ前記アスペク
ト比が１．５以上である多相薄板片を製造する工程。
　（ｖ）前記多相薄板片を金型に充填した後、加圧圧縮して圧縮成形体を製造する工程
　（ｖｉ）前記圧縮成形体に脱水素処理を施して、磁石素材を製造する工程。
　前記金型に前記多相薄板片を充填するとき、前記多相薄板片に０．０１Ｔ以上０．１Ｔ
以下の弱磁場を印加する、又は振動を与えて、複数の前記多相薄板片をその厚さ方向に積
層させ、積層された前記多相薄板片の集合体をその厚さ方向に加圧圧縮する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の希土類磁石用材料は、磁気特性に優れる希土類磁石を容易に製造できる。
【００２１】
　本発明の積層磁石、ボンド磁石、圧縮磁石、及び焼結磁石は、磁気特性に優れる上に、
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生産性にも優れる。
【００２２】
　本発明の希土類磁石用材料の製造方法は、磁気特性に優れる希土類磁石を容易に製造可
能な希土類磁石用材料を製造できる。
【００２３】
　本発明のボンド磁石の製造方法は、磁気特性に優れるボンド磁石を生産性よく製造でき
る。
【００２４】
　本発明の圧縮磁石の製造方法は、磁気特性に優れる圧縮磁石を生産性よく製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施形態１の希土類磁石用材料を模式的に示す斜視図である。
【図２】回転ロールを用いた凝固法によって合金薄板を製造したときの溶融金属の凝固状
態を説明する説明図であり、（Ａ）は凝固初期（１４５０℃～１３００℃程度）であり、
（Ｂ）は凝固中期（１３００℃～１２００℃程度）であり、（Ｃ）は凝固後期（１２００
℃～８００℃程度）である。
【図３】（Ａ）は、回転ロールを用いた凝固法によって製造した合金薄板を構成するセル
結晶の模式説明図であり、（Ｂ）は、このセル結晶に磁場を印加したときの単位格子の状
態を説明する模式説明図である。
【図４】（Ａ）は、回転ロールを用いた凝固法によって製造した合金薄板の表面の顕微鏡
写真であり、（Ｂ）は、上記合金薄板に磁場の印加を伴う特定の熱処理を施して得られた
熱処理材の表面の顕微鏡写真であり、（Ｃ）は、上記合金薄板の表面の走査型電子顕微鏡
（ＳＥＭ）観察像について、上記合金薄板の表面に平行な方向で評価した電子線後方散乱
回折法（ＥＢＳＤ）による方位マップであり、（Ｄ）は、上記熱処理材の表面のＳＥＭ観
察像について、上記熱処理材の表面に平行な方向で評価したＳＥＭ－ＥＢＳＤによる方位
マップである。
【図５】（Ａ）は、回転ロールを用いた凝固法によって製造した合金薄板の表面の顕微鏡
写真であり、（Ｂ）は、上記合金薄板に磁場の印加を伴う特定の熱処理を施して得られた
熱処理材の表面の顕微鏡写真であり、（Ｃ）は、上記合金薄板の表面のＳＥＭ観察像につ
いて、上記合金薄板の表面に直交する方向（板厚方向）で評価したＳＥＭ－ＥＢＳＤによ
る方位マップであり、（Ｄ）は、上記熱処理材の表面のＳＥＭ観察像について、上記熱処
理材の表面に直交する方向（板厚方向）で評価したＳＥＭ－ＥＢＳＤによる方位マップで
ある。
【図６】回転ロールを用いた凝固法によって製造した合金薄板と、上記合金薄板にその表
面に平行な方向に磁場を印加した特定の熱処理を施した熱処理材とについて、各表面をＸ
線回折したときの結晶の各面のピーク強度の分布を示す回折パタンである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　［本発明の実施の形態の説明］
　結晶磁気異方性を有する原料を用い、原料の結晶磁気異方性を維持するように希土類磁
石を製造することができれば、原料を微細に粉砕する工程や成形時などで強磁場を印加す
る工程を省略しても、異方性磁石が得られるといえる。そこで、結晶磁気異方性を有し、
かつこの結晶磁気異方性を維持した状態で希土類磁石を製造可能な希土類磁石用材料を検
討した。例えば、薄い板状の材料、即ち厚さに対する長さの比（アスペクト比）が大きな
材料を考える。この材料の最も安定した配置状態は、板表面が鉛直方向に直交する状態（
板厚方向が鉛直方向に平行な平置き状態）であるため、複数の板をその厚さ方向に積層す
ることが容易である、金型に充填したときに自然に上記安定した配置状態をとる上に、自
動的に積み重ねられる、と考えられる。そして、積み重ねられた積層体の結晶磁気異方性
は、各板の結晶磁気異方性を維持し易く、このような積層体を磁石素材とすれば、異方性
磁石が得られる、と考えられる。そこで、結晶磁気異方性を有する薄板（多結晶体）を作
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製して積層し、得られた積層体の磁気特性を調べたところ、磁気特性に優れていた。本発
明は、この知見に基づくものである。最初に本発明の実施形態の内容を列記して説明する
。
【００２７】
　（１）実施形態に係る希土類磁石用材料は、以下の特性（ａ）～（ｃ）を備える。
　（ａ）　希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成された薄板である。
　（ｂ）　上記薄板の厚さをｔとし、上記薄板の長さをＬとし、Ｌ／ｔをアスペクト比と
するとき、上記アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上である。
　（ｃ）　上記薄板の表面における上記希土類－鉄系合金の結晶のＸ線回折の最大ピーク
強度をＩｍａｘとし、上記希土類－鉄系合金の結晶格子のｃ軸におけるＸ線回折のピーク
強度をＩｃとし、Ｉｃ／Ｉｍａｘをピーク強度比とするとき、上記ピーク強度比Ｉｃ／Ｉ
ｍａｘが０．８３以上である。
【００２８】
　実施形態の希土類磁石用材料を用いることで、磁気特性に優れる希土類磁石が得られる
。この理由は以下のように考えられる。実施形態の希土類磁石用材料は、ピーク強度比Ｉ
ｃ／Ｉｍａｘが０．８３以上であり、ｃ軸が強く配向した結晶磁気異方性を有する希土類
－鉄系合金から構成されている。このような実施形態の希土類磁石用材料を用いて得られ
た希土類磁石は、上述のｃ軸配向した薄板がその厚さ方向に積層された積層体を主体とす
ることで、上記積層体が薄板の結晶磁気異方性を実質的に維持するからである。かつ、実
施形態の希土類磁石用材料を用いることで、上記磁気特性に優れる希土類磁石を容易に製
造できる。この理由は以下のように考えられる。実施形態の希土類磁石用材料は、アスペ
クト比Ｌ／ｔが１．５以上を満たす比較的大きな薄板であるため、例えば、この薄板を積
層して接着剤などで固定したり、積層して焼結したりといった単純な工程によって希土類
磁石を製造できるからである。また、上述のように固定などした積層体を適宜切断するこ
とで、種々の大きさ、形状の異方性磁石も容易に製造できるからである。更に、アスペク
ト比Ｌ／ｔが１．５以上を満たす範囲で薄板を軽く粉砕した場合には、金型への充填時に
弱磁場を印加したり、振動を与えたりすることで、金型内の複数の薄板片を容易に積層さ
せた状態にできる。そのため、薄板片を構成する結晶の整列状態を金型内でも保持でき、
ｃ軸配向したボンド磁石などの成形磁石を製造できるからである。従って、実施形態の希
土類磁石用材料は、微細な粉砕工程、強磁場を印加する成形工程を省略でき、磁気特性に
優れる希土類磁石の生産性の向上に寄与することができる。また、製造コストの低減も期
待できる。更に、微細な粉砕を行っていない原料を用いると、原料の酸化も防止し易く、
酸化物の介在に起因する磁気特性の低下が生じ難いことからも、実施形態の希土類磁石用
材料によって磁気特性により優れる希土類磁石が得られる。
【００２９】
　（２）実施形態の希土類磁石用材料の一例として、上記薄板の厚さが５０μｍ以上５０
０μｍ以下である形態が挙げられる。
【００３０】
　上記形態の希土類磁石用材料を用いることで、磁気特性により優れる希土類磁石が得ら
れる。この理由は以下のように考えられる。上記形態の希土類磁石用材料は、後述するよ
うに上記の範囲の厚さを有する素材を利用することで製造できる。厚さが５００μｍ以下
となるように素材を製造すると、素材の原料である溶融金属の冷却速度を速められて、微
細な結晶組織を有する素材を製造できる。このような素材を用いて得られた上記形態の希
土類磁石用材料も微細な結晶組織を維持し易い。そして、微細な結晶組織を有する上記希
土類磁石用材料を用いて得られた希土類磁石も、微細組織を有することで保磁力などを高
められるからである。かつ、上記形態の希土類磁石用材料を用いることで、希土類磁石の
生産性をより向上できる。この理由は以下のように考えられる。厚さが５０μｍ以上とな
るように素材を製造すると、製造し易い上に素材を取り扱い易いことから、希土類磁石用
材料自体も製造し易い上に取り扱い易い。その結果、薄板の積層作業などが行い易いため
、希土類磁石を容易に製造できるからである。
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【００３１】
　（３）実施形態の希土類磁石用材料の一例として、上記薄板の長さが３００μｍ以上で
ある形態が挙げられる。
【００３２】
　上記形態の希土類磁石用材料を用いることで、種々の大きさ、形状の希土類磁石を容易
に製造できる。上記形態の希土類磁石用材料は、薄板の大きさが３００μｍ以上と十分に
大きいため、このような薄板を積層することで大型の希土類磁石を製造でき、大型の積層
体を適宜切断すれば、種々の大きさ、形状の希土類磁石も製造できるからである。
【００３３】
　（４）実施形態の希土類磁石用材料の一例として、上記希土類－鉄系合金における希土
類元素の含有量が２８質量％以上３６質量％未満である形態が挙げられる。
【００３４】
　上記形態の希土類磁石用材料を用いることで、特に保磁力（ｉＨｃ）が高く、角形性が
よい（換言すれば最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘが大きい）希土類磁石を製造できる。
上記形態の希土類磁石用材料は、希土類元素を２８質量％以上含むため、希土類－鉄系合
金を構成する結晶粒界に希土類元素のリッチ相を存在させられ、このリッチ相によって各
結晶を磁気的に孤立でき、かつ希土類元素の含有量が３６質量％未満であることで、上記
リッチ相を極薄くすることができるからである。
【００３５】
　（５）実施形態に係る積層磁石は、上述の実施形態の希土類磁石用材料が上記薄板の厚
さ方向に積層された積層体と、上記積層体を固定する接着剤とを含む。
【００３６】
　実施形態の積層磁石は、製造性に優れる。実施形態の積層磁石は、実施形態の希土類磁
石用材料である薄板を積層して接着剤で接合することで容易に製造できるからである。従
って、実施形態の積層磁石は、磁石の製造時に磁場の印加を省略したり、薄板が大きいほ
ど積層作業を行い易いため実施形態の希土類磁石用材料を微細に粉砕する工程を省略した
りできる。かつ、実施形態の積層磁石は、磁気特性に優れる。実施形態の積層磁石は、以
下のようなｃ軸配向した薄板の積層体を主体とするからである。上記積層体は、ｃ軸が板
表面に直交する方向に配向した複数の薄板が、その表面が平行するように重ねられて構成
されている。そのため、各薄板のｃ軸は、積層方向（薄板の厚さ方向）に平行するように
配向しているといえる。つまり、積層体全体のｃ軸は、積層体を構成する各薄板のｃ軸と
同様に、板表面に直交する方向に配向しているといえる。また、この積層体は、その積層
状態を接着剤で固定されているため、ｃ軸配向を維持できるといえる。
【００３７】
　（６）実施形態に係るボンド磁石は、上述の実施形態の希土類磁石用材料と、上記希土
類磁石用材料に混合されて、上記希土類磁石用材料を上記薄板の厚さ方向に積層された状
態で固定する樹脂とを含む。
【００３８】
　実施形態のボンド磁石は、製造性に優れる。実施形態のボンド磁石は、実施形態の希土
類磁石用材料と樹脂とを混合して成形することで容易に製造できるからである。特に、実
施形態の希土類磁石用材料は、アスペクト比が大きい薄板であるため、各薄板を金型に充
填すると、薄板の表面が鉛直方向に直交するように薄板が自然に配置され易く、複数の薄
板が鉛直方向に直交する方向に容易に積み重なり、薄板の積層集合体を容易に形成できる
点からも、実施形態のボンド磁石は製造性に優れる。かつ、実施形態のボンド磁石は、磁
気特性に優れる。実施形態のボンド磁石は、以下のようなｃ軸配向した薄板の積層集合体
を主体とするからである。上記積層集合体は、複数の薄板が、その表面が平行するように
重ねられて構成されたものの組物である。この組物を構成する各薄板のｃ軸は、板表面に
直交する方向に配向している。そのため、各薄板のｃ軸は、積層方向（薄板の厚さ方向）
に平行するように配向しているといえる。つまり、積層集合体の全体のｃ軸は、各薄板の
ｃ軸と同様に、板表面に直交する方向に配向しているといえる。また、この積層集合体は
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、その積層状態を樹脂で固定されているため、ｃ軸配向を維持できるといえる。
【００３９】
　（７）実施形態に係る圧縮磁石は、上述の実施形態の希土類磁石用材料が上記薄板の厚
さ方向に積層された状態で上記薄板の厚さ方向に圧縮されている。
【００４０】
　実施形態の圧縮磁石は、製造性に優れる。実施形態の圧縮磁石は、実施形態の希土類磁
石用材料を金型に充填して薄板の厚さ方向に加圧圧縮して成形することで容易に製造でき
るからである。特に、実施形態の希土類磁石用材料は、アスペクト比が大きい薄板である
ため、各薄板を金型に充填すると、薄板の表面が鉛直方向に直交するように薄板が自然に
配置され易く、複数の薄板が鉛直方向に直交する方向に容易に積み重なる点、圧縮に伴う
薄板の塑性変形によって圧縮後の各薄板（以下、圧縮板と呼ぶ）が相互に噛み合うことに
よって積層状態を固定できるため、樹脂や接着剤などの固定剤が不要であり、混合工程や
塗布工程、硬化工程などを省略できる点からも、実施形態の圧縮磁石は製造性に優れる。
かつ、実施形態の圧縮磁石は、磁気特性に優れる。実施形態の圧縮磁石は、以下のような
ｃ軸配向した圧縮物を主体とするからである。上記圧縮物は、複数の薄板が、その表面が
平行するように重ねられた状態で、その厚さ方向に圧縮されたものである。各薄板のｃ軸
は、板表面に直交する方向に配向しており、圧縮後に薄板の厚さが薄くなったとしても、
各圧縮板のｃ軸は、圧縮前の薄板のｃ軸配向を維持している。そのため、圧縮前の各薄板
のｃ軸や圧縮後の各圧縮板のｃ軸は、積層方向（圧縮板の厚さ方向）に平行するように配
向しているといえる。つまり、複数の圧縮板から構成される圧縮物全体のｃ軸は、各圧縮
板のｃ軸と同様に、板表面に直交する方向に配向しているといえる。また、この圧縮物は
、その積層状態を板同士の噛み合いによって固定されているため、ｃ軸配向を維持できる
といえる。かつ、実施形態の圧縮磁石は、樹脂や接着剤などの介在物も実質的に含まない
、即ちバインダレス磁石である点から、磁気特性により優れる。
【００４１】
　（８）実施形態に係る焼結磁石は、上述の実施形態の希土類磁石用材料を上記薄板の厚
さ方向に積層した積層体を焼結した後、熱処理を施して製造されている。
【００４２】
　実施形態の焼結磁石は、製造性に優れる。実施形態の焼結磁石は、実施形態の希土類磁
石用材料である薄板を積層することで焼結前の成形体を容易に製造できるからである。従
って、実施形態の焼結磁石は、磁石の製造時に磁場の印加を省略したり、薄板が大きいほ
ど積層作業を行い易いため実施形態の希土類磁石用材料を微細に粉砕する工程を省略した
りできる。かつ、実施形態の焼結磁石は、磁気特性に特に優れる。実施形態の焼結磁石は
、以下のようなｃ軸配向した焼結体を主体とするからである。上記焼結体は、複数の薄板
が、その表面が平行するように重ねられた積層体を焼結したものである。この積層体を構
成する各薄板のｃ軸は、板表面に直交する方向に配向している。そのため、各薄板のｃ軸
は、積層方向（薄板の厚さ方向）に平行するように配向しているといえる。つまり、積層
体全体のｃ軸は、積層体を構成する各薄板のｃ軸と同様に、板表面に直交する方向に配向
しているといえる。そして、焼結前の各薄板のｃ軸配向は焼結によって実質的に変化しな
いため、上記焼結体は、焼結前の積層体のｃ軸配向と同様に、ｃ軸が表面に直交する方向
に強く配向した面を有するといえる。また、焼結後に熱処理を施して結晶粒界に希土類元
素のリッチ相（以下、希土類元素のリッチ相を結晶粒界相と呼ぶことがある）を形成する
点、樹脂や接着剤などの介在物を実質的に含まない点、焼結によって緻密化されている点
から、実施形態の焼結磁石は、磁気特性により優れる。
【００４３】
　（９）実施形態に係る希土類磁石用材料の製造方法は、以下の原料準備工程と、磁場ア
ニール工程とを備える。
　原料準備工程　希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成され、回転ロ
ールを用いた凝固法によって製造された薄板であり、上記薄板の厚さをｔとし、上記薄板
の長さをＬとし、Ｌ／ｔをアスペクト比とするとき、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上で
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ある原料薄板を用意する。
　磁場アニール工程　上記原料薄板に、上記原料薄板の表面に平行な方向に３Ｔ以上の強
磁場を印加しながら、加熱温度を６００℃以上７００℃以下とする熱処理（以下、この熱
処理を磁場アニールと呼ぶ）を施す。
【００４４】
　実施形態の希土類磁石用材料の製造方法は、以下の点から、結晶磁気異方性を有する薄
板形状の希土類磁石用材料（例えば、上述の実施形態の希土類磁石用材料）を生産性よく
製造できる。
　・原料薄板を微細（特に平均粒径が１０μｍ以下）に粉砕する必要が無く、微細に粉砕
するための工程を省略できる点。
　・原料薄板が比較的大きいため、原料薄板を取り扱い易い点。
　・複数の原料薄板を積層させた状態で上記磁場アニールを施すことで、一度に大量の原
料薄板に熱処理を施すことができる点。
　・強磁場を印加しながら成形する場合と比較して、特殊な設備や複雑な制御が不要であ
る点。
【００４５】
　（１０）実施形態に係るボンド磁石の製造方法は、以下の原料準備工程と、磁場アニー
ル工程と、粗粉砕工程と、成形工程とを備える。
　原料準備工程　希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成され、回転ロ
ールを用いた凝固法によって製造された薄板であり、上記薄板の厚さをｔとし、上記薄板
の長さをＬとし、Ｌ／ｔをアスペクト比とするとき、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上で
ある原料薄板を用意する。
　磁場アニール工程　上記原料薄板に、上記原料薄板の表面に平行な方向に３Ｔ以上の強
磁場を印加しながら、加熱温度を６００℃以上７００℃以下とする熱処理（磁場アニール
）を施す。
　粗粉砕工程　上記熱処理が施された原料薄板を粗粉砕して上記原料薄板よりも長さが短
く、かつ上記アスペクト比が１．５以上である薄板片を製造する。
　成形工程　上記薄板片と、平均粒径が上記薄板片の厚さの１／５以下である樹脂の粉末
とを混合した混合物を金型に充填して成形して磁石素材を製造する。
　上記金型に上記混合物を充填するとき、上記混合物に０．０１Ｔ以上０．１Ｔ以下の弱
磁場を印加する、又は振動を与えて、複数の上記薄板片をその厚さ方向に積層させ、この
積層状態を上記樹脂によって固定する。
【００４６】
　実施形態のボンド磁石の製造方法は、以下の点から、ｃ軸配向したボンド磁石（例えば
、上述の実施形態のボンド磁石）を生産性よく製造できる。
　・原料薄板を微細（特に平均粒径が１０μｍ以下）に粉砕する必要が無く、微細に粉砕
するための工程を省略できる点。
　・粗粉砕を行うものの、ある程度大きな薄板片とするため粉砕時間を短くできる点。
　・原料薄板が比較的大きいため、原料薄板を取り扱い易い点。
　・複数の原料薄板を積層させた状態で上記磁場アニールを施すことで、一度に大量の原
料薄板に熱処理を施すことができる点。
　・粗粉砕した薄板片を利用することで、特定の大きさの樹脂の粉末と混合し易い点。
　・粗粉砕した薄板片と特定の大きさの樹脂の粉末とを用いることで、金型に混合物を充
填し易い点。
　・粗粉砕を行うものの、アスペクト比が１．５以上の薄板片を利用することで、弱磁場
の印加や振動の付与によって薄板片を容易に積層できる点。
　・成形時に磁場を印加する場合でも、弱磁場でよく、作業性に優れる点。
【００４７】
　（１１）　実施形態の圧縮磁石の製造方法は、以下の原料準備工程と、磁場アニール工
程と、水素化工程と、粗粉砕工程と、成形工程と、脱水素工程とを備える。
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　原料準備工程　希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金から構成され、回転ロ
ールを用いた凝固法によって製造された薄板であり、上記薄板の厚さをｔとし、上記薄板
の長さをＬとし、Ｌ／ｔをアスペクト比とするとき、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上で
ある原料薄板を用意する。
　磁場アニール工程　上記原料薄板に、上記原料薄板の表面に平行な方向に３Ｔ以上の強
磁場を印加しながら、加熱温度を６００℃以上７００℃以下とする熱処理（磁場アニール
）を施す。
　水素化工程　上記熱処理が施された原料薄板に、水素化処理を施して多相薄板を製造す
る。
　粗粉砕工程　上記多相薄板を粗粉砕して上記多相薄板よりも長さが短く、かつ上記アス
ペクト比が１．５以上である多相薄板片を製造する。
　成形工程　上記多相薄板片を金型に充填した後、加圧圧縮して圧縮成形体を製造する。
　脱水素工程　上記圧縮成形体に脱水素処理を施して、磁石素材を製造する。
　上記金型に上記多相薄板片を充填するとき、上記多相薄板片に０．０１Ｔ以上０．１Ｔ
以下の弱磁場を印加する、又は振動を与えて、複数の上記多相薄板片をその厚さ方向に積
層させ、積層された上記多相薄板片の集合体をその厚さ方向に加圧圧縮する。
【００４８】
　実施形態の圧縮磁石の製造方法は、以下の点から、ｃ軸配向した圧縮磁石（例えば、上
述の実施形態の圧縮磁石）を生産性よく製造できる。
　・原料薄板や多相薄板を微細（特に平均粒径が１０μｍ以下）に粉砕する必要が無く、
微細に粉砕するための工程を省略できる点。
　・粗粉砕を行うものの、ある程度大きな薄板片（多相薄板片）とするため粉砕時間を短
くできる点。
　・原料薄板や上記磁場アニールを施した原料薄板が比較的大きいため、これらを取り扱
い易い点。
　・複数の原料薄板を積層させた状態で上記磁場アニールや、水素化処理を施すことで、
一度に大量の原料薄板などに熱処理（磁場アニール及び水素化処理）を施すことができる
点。
　・粗粉砕した多相薄板片を利用することで、金型に充填し易い点。
　・粗粉砕を行うものの、アスペクト比が１．５以上の多相薄板片を利用することで、弱
磁場の印加や振動の付与によって多相薄板片を容易に積層できる点。
　・成形時に磁場を印加する場合でも、弱磁場でよく、作業性に優れる点。
　・多相薄板片はＦｅなどの金属成分と希土類元素の水素化合物との複数相で構成されて
おり、金属成分が塑性加工性に優れるため、容易に圧縮できる点。
　また、実施形態の圧縮磁石の製造方法では、原料薄板に複数回の加熱が与えられたり、
圧縮に伴う塑性変形が行われたりするものの、磁場アニール工程後のｃ軸配向が後工程後
にも実質的に維持される点、水素化処理及び脱水素処理によって結晶を微細化できる点、
加圧圧縮によって緻密化できる点などから、磁気特性により優れる圧縮磁石を製造できる
。
【００４９】
　［本発明の実施形態の詳細］
　以下、実施形態に係る希土類磁石用材料、及び希土類磁石用材料の製造方法、希土類磁
石（積層磁石、ボンド磁石、圧縮磁石、焼結磁石）、及び希土類磁石の製造方法を、図面
を適宜参照しつつ説明する。なお、本発明は、これらの例示に限定されるものではなく、
特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更
が含まれることが意図される。例えば、後述する試験例について希土類－鉄系合金の組成
、薄板や薄板片の大きさ（厚さ、長さ、アスペクト比）、接着剤や樹脂の材質・含有量、
樹脂粉末の大きさ、製造条件（印加磁場、熱処理温度、熱処理時間、雰囲気、成形圧力な
ど）を適宜変更することができる。
【００５０】
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　（希土類磁石用材料）
　実施形態１の希土類磁石用材料１は、希土類元素と鉄族元素とを含む希土類－鉄系合金
から構成される。希土類元素は、スカンジウム（Ｓｃ）、イットリウム（Ｙ）、ランタノ
イド、及びアクチノイドから選択される１種以上の元素が挙げられる。特に、Ｎｄを含む
ことが好ましい。鉄族元素は、Ｆｅ、コバルト（Ｃｏ）、及びニッケル（Ｎｉ）から選択
される１種以上の元素が挙げられる。Ｆｅを主体（６０質量％以上）とする形態が代表的
である。その他、例えば、ＦｅとＣｏとの双方を含む形態が挙げられる。希土類元素及び
鉄族元素以外の元素として、Ｂ、炭素（Ｃ）、及び窒素（Ｎ）から選択される１種以上の
元素を含む形態が代表的である。その他の添加元素として、ガリウム（Ｇａ）、銅（Ｃｕ
）、アルミニウム（Ａｌ）、珪素（Ｓｉ）、チタン（Ｔｉ）、マンガン（Ｍｎ）及びニオ
ブ（Ｎｂ）から選択される１種以上の元素が挙げられる。具体的な希土類－鉄系合金の組
成は、Ｎｄ－Ｆｅ－Ｂ、Ｎｄ－Ｆｅ－Ｃｏ－Ｂ、Ｎｄ－Ｆｅ－Ｃ、Ｎｄ－Ｆｅ－Ｃｏ－Ｃ
などが挙げられる。後述する回転ロールを用いた凝固法によって製造された原料薄板を用
いて希土類磁石用材料１を製造する場合、希土類磁石用材料１を構成する希土類－鉄系合
金は、最終製品である希土類磁石を構成する合金と実質的に同じであるものが好ましい。
なお、この場合、希土類磁石用材料１が所望の組成となるように原料薄板の組成を調整す
る。
【００５１】
　希土類元素（特にＮｄ）の含有量は、２８質量％以上３６質量％未満（１０．５原子％
以上１３．５原子％未満）が好ましく、３５質量％以下がより好ましい。Ｎｄ２Ｆｅ１４

Ｂなどの化学量論比である２８質量％以上であると、希土類－鉄系合金の結晶粒界に希土
類元素のリッチ相が存在し、好ましくは希土類元素のリッチ相が均一的に分散した結晶組
織をとることができる。このような結晶組織は、結晶粒が希土類元素のリッチ相によって
磁気的に孤立された組織といえる。希土類元素の含有量が３６質量％未満であると、希土
類元素のリッチ相が結晶粒界に極薄く存在できる。このような結晶組織を有する希土類磁
石用材料１を用いることで、磁気特性に優れる希土類磁石、特に保磁力が高く角形性に優
れる希土類磁石が得られる。
【００５２】
　鉄族金属のうち、Ｆｅの含有量は６３質量％以上７１質量％以下、更に６６質量％以上
６９質量％以下が好ましい。Ｆｅに加えてＣｏを含む場合、Ｃｏの含有量は、１質量％以
上１５質量％以下、更に１質量％以上５質量％以下が好ましい。Ｇａなどの添加元素の含
有量（複数の場合は合計の含有量）は、０．１質量％以上５質量％以下、更に０．１質量
％以上２質量％以下が好ましい。
【００５３】
　希土類磁石用材料１を構成する希土類－鉄系合金の組織は、微細な結晶組織であること
が好ましい。結晶が微細であるほど、保磁力が高い希土類磁石を製造可能な希土類磁石用
材料１となる。希土類磁石の保磁力を考慮すると、上記希土類－鉄系合金の平均結晶粒径
は、１０μｍ以下、更に５μｍ以下、特に３μｍ以下が好ましい。また、上記希土類－鉄
系合金の組織は、上述のように結晶粒界に希土類元素のリッチ相が極薄く（平均厚さが０
．００５μｍ（５ｎｍ）以上０．０５μｍ（５０ｎｍ）以下程度）、かつ全体に亘って均
一的に分散している組織が好ましい。特に、各結晶の周囲を覆うように膜状に希土類元素
のリッチ相が存在する組織が好ましい。平均厚さは、例えば、２次元断面像をＳＥＭ観察
することによって厚さ（幅）を測定し、その平均を用いることが挙げられる。
【００５４】
　希土類磁石用材料１は、図１に示すように平たい薄板である。即ち、希土類磁石用材料
１は、対向する二つの平面（薄板の表面１ｆ）が平行に配置されて、これら二つの平面間
が薄板の側面１ｓで連結された形状である。図１では、薄板の表面１ｆが矩形状のものを
示すが、希土類磁石用材料１の表面形状は種々の形状とすることができる。後述する原料
薄板を適宜切断や破砕することで、種々の表面形状の希土類磁石用材料１が得られる。具
体的な表面形状として、例えば、矩形状、多角形状、円形状などが挙げられる。表面形状
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が矩形であると、取り扱い易く、積層作業などが行い易いと期待される。なお、原料薄板
の製造時、原料薄板の脆性によって自然に破砕された場合、種々の異形の表面形状を取り
得る。希土類磁石用材料１は、表面形状が異形であったり、側面１ｓが一様に平滑な平面
でなかったり、側面１ｓが表面１ｆに直交しない部分を有したりすることを許容する。
【００５５】
　希土類磁石用材料１は、薄板である点を特徴の一つとする。薄板とは、上記対向する二
つの平面間の距離、即ち厚さｔと、平面の長さＬとを用いて、長さＬに対する厚さｔの比
Ｌ／ｔをアスペクト比とするとき、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上を満たす形状とする
。長さＬとは、例えば、図１に示すような矩形板では、一辺の長さＬ１と他辺の長さＬ２
のうち、長い方とする。表面形状が円形の場合の長さＬとは直径とし、多角形の場合の長
さＬとは最も長い対角線とし、異形の場合の長さＬとはその異形を内包する包絡円の直径
とする。
【００５６】
　希土類磁石用材料１（薄板）の厚さｔは、薄い方が好ましい。ここで、薄板の厚さｔは
、研磨などで調整を行わない限り、後述する原料薄板の厚さを実質的に維持することがで
きる。原料薄板を薄く製造すると、結晶を微細にし易い上に、結晶粒の大きさが揃った均
一的な組織にし易い。このような原料薄板を用いることで希土類磁石用材料１も微細で均
一的な結晶組織になり易い。しかし、原料薄板が薄過ぎると、製造時に過度に破砕されて
小片となったり、結晶の優先成長方位（例えば、ｃ軸に直交する方位である＜４１０＞）
が板の厚さ方向に平行するように（板表面に直交するように）結晶が配列されたりして、
板表面に直交する方向にｃ軸が強く配向した希土類磁石用材料１を製造し難くなる。一方
、原料薄板をある程度厚くすると、ある程度厚い希土類磁石を製造するにあたり、薄板の
積層数を低減できる、即ち積層工程における所要時間を低減できるため、希土類磁石の生
産性の向上に寄与できる。従って、微細な結晶組織を有し、ｃ軸が板表面に直交する方向
に強く配向した希土類磁石用材料１とし、希土類磁石の生産性を向上できるようにするに
は、希土類磁石用材料１（薄板）の厚さｔは、５０μｍ以上５００μｍ以下が好ましい。
特に、希土類磁石用材料１（薄板）の厚さｔは、１００μｍ以上、更に２００μｍ以上が
好ましく、５００μｍ以下、更に３００μｍ以下が好ましい。なお、希土類磁石用材料１
（薄板）の厚さｔとは、希土類磁石用材料１について、３０個以上の任意の点を測定点と
し、各測定点の厚さの平均とする。又は、希土類磁石用材料１（薄板）の厚さｔとは、長
さＬの全域又は長さＬに沿って１０ｍｍ以上に亘って厚さを測定し、この測定値の平均と
する。厚さｔの測定には、例えば、厚さが１ｍｍ以下程度の板の厚さを測定可能な装置（
例えば、レーザ式計測器など）を適宜利用できる。
【００５７】
　希土類磁石用材料１（薄板）の長さＬは、長いほど、板表面の面積が大きなものになり
易い。板表面の面積が大きい大型の薄板は、（１）取り扱い易く、積層作業などが行い易
い、（２）大型の希土類磁石を容易に製造できる、（３）大型の積層体を適宜切断するこ
とで種々の大きさ、形状の希土類磁石を容易に製造できる、といった利点を有する。即ち
、長さＬがより長い形態は、形状に基づく利点（積層することで希土類磁石を容易に形成
できる点、鉛直方向に直交する方向に配置し易い点）をより効果的に活用できる。具体的
な希土類磁石用材料１（薄板）の長さＬとしては、１０ｍｍ以上、更に１５ｍｍ以上、３
０ｍｍ以上、特に５０ｍｍ以上が挙げられる。例えば、薄板は、Ａ４サイズ（長さＬが２
９７ｍｍ、幅２１０ｍｍ）などでも構わない。一方、長さＬがある程度小さい場合、金型
成形が必要な希土類磁石を製造するときに、金型に充填し易い。従って、この場合、希土
類磁石用材料１（薄板）の長さＬは３００μｍ以上、更に５００μｍ以上が好ましい。ま
た、この場合、上記長さＬは、１０００μｍ（１ｍｍ）以下、更に７００μｍ以下が好ま
しい。希土類磁石用材料１の表面形状が矩形状である場合、長さＬをとる一辺と、長さＬ
をとらない他辺が存在し得る（正方形では四辺全てが長さＬをとる）。この場合、他辺の
長さ（幅）は、例えば、０．３ｍｍ以上１．０ｍｍ以下、更に０．５ｍｍ以上０．７ｍｍ
以下が挙げられる。長さＬの測定には、例えば、一辺の長さが１００μｍ程度である板の
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長さを測定可能な適宜な装置を利用できる。
【００５８】
　希土類磁石用材料１（薄板）のアスペクト比Ｌ／ｔも、大きいほど、板表面の面積が大
きなものになり易いことから、上述の利点（取り扱い易く積層し易い、大型の磁石を製造
できる、種々の大きさ、形状の磁石を製造できる）を有する。希土類磁石用材料１（薄板
）のアスペクト比Ｌ／ｔが、２以上、更に５以上、特に１０以上であると、積層作業など
が行い易い。長さＬに上限を設けないことから、長さＬに依存するアスペクト比Ｌ／ｔも
特に上限を設けない。上述のように粗粉砕などした場合でも、希土類磁石用材料１（薄板
）は、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上を満たすものとする。
【００５９】
　希土類磁石用材料１（薄板）は、その表面に対してｃ軸が直交するように配向している
点（＝ｃ軸が厚さ方向に平行するよう配向している点）を特徴の一つとする。具体的には
、薄板の表面のＸ線回折について、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが０．８３以上を満たす
。ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘは、以下のように求める。薄板の表面をＸ線回折して、薄
板を構成する希土類－鉄系合金の結晶の最大ピーク強度Ｉｍａｘと、結晶格子のｃ軸にお
けるＸ線回折のピーク強度Ｉｃとを求める。そして、最大ピーク強度Ｉｍａｘに対するｃ
軸のピーク強度Ｉｃの比Ｉｃ／Ｉｍａｘを求める。ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが大きい
ほど、薄板の表面に直交する方向にｃ軸が強く配向していることになることから、ピーク
強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘは０．８５以上、更に０．９０以上、特に０．９５以上が好ましく
、１．０が最も好ましい。
【００６０】
　（希土類磁石用材料の製造方法）
　薄板形状の希土類磁石用材料１を製造するには、まず、原料薄板を用意する（原料準備
工程）。原料薄板は、上述の希土類－鉄系合金から構成され、上述のアスペクト比が１．
５以上を満たすものとする。好ましくは、原料薄板は、結晶の＜４１０＞が原料薄板の表
面に平行に配向しており、かつ原料薄板の表面に平行するように結晶が層状に積層した組
織を有するものを用意する。より好ましくは上記に加えて結晶粒界に希土類元素のリッチ
相が存在するものを用意する。
【００６１】
　このような原料薄板は、例えば、薄板を成形可能な金型を用いた鋳造によって製造する
ことが考えられる。特に、原料薄板の製造に、一つの回転ロールを鋳型に用いる単ロール
法、二つの回転ロールを鋳型に用いる双ロール法といった凝固法を利用すると、量産性に
優れて好ましい。より具体的な単ロール法として、ストリップキャスト法、メルトスパン
法といった急冷凝固が可能な方法が挙げられる。急冷凝固が可能な方法を利用すると、微
細な結晶組織を有する原料薄板を製造できる。微細な結晶組織を有する原料薄板を利用す
ることで、上述のように微細な結晶組織を有する希土類磁石用材料１を製造できて好まし
い。ストリップキャスト法などでは、回転ロールの回転速度を速めることで冷却速度を容
易に速められる。また、回転ロールの材質を銅などの熱伝導性に優れたものとすると、冷
却速度を速め易い。特に、ストリップキャスト法は、層状又は平板状といった結晶を得易
い、比較的広幅の素材（例えば、最大幅が１００ｍｍ以上、更に２００ｍｍ以上、特に２
５０ｍｍ以上）を製造し易い、といった利点を有する。なお、スパッタリング法などの成
膜法によってある程度の厚膜を形成できるが、成膜法は製造コストが高く、工業的な量産
に利用し難い。
【００６２】
　原料薄板の厚さｔを薄くする、好ましくは５００μｍ以下とすると、上述のストリップ
キャスト法などの凝固法を用いた場合、厚さが薄いことで、厚さ方向の冷却速度（原料薄
板における回転ロールとの接触面から、回転ロールに接触しない外側面に向かって冷却さ
れる速度）を速められて好ましい。厚さ方向の冷却速度を速められる結果、上記回転ロー
ルとの接触面から上記外側面に向かって均一的な冷却を行えて、結晶の大きさのばらつき
が少なく、均一的な大きさの結晶組織とすることができる。原料薄板の表裏面のいずれも
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、同様な大きさの結晶組織とすることが好ましい。特に、ストリップキャスト法を利用す
ると、微細で、かつ均一的な大きさの結晶組織を有する原料薄板を製造し易い。微細で、
かつ均一的な大きさの結晶組織を有する原料薄板を利用することで、微細で、かつ均一的
な大きさの結晶組織を有する希土類磁石用材料１を製造し易い。このような希土類磁石用
材料１を利用することで、微細組織によって、保磁力が高く、均一的な結晶組織によって
、磁気特性のばらつきが少ない希土類磁石が得られる。
【００６３】
　原料薄板の厚さｔが薄いほど、微細で、均一的な組織とし易いが、薄過ぎると、過度に
破砕されて小片となり、アスペクト比が１．５以上を満たさなくなったり、大きな原料薄
板を製造し難かったりする。また、原料薄板が薄過ぎると、結晶の優先成長方位（例えば
、＜４１０＞）が厚さ方向に平行したような層状組織となり、後述する磁場アニール工程
を経ても、結晶磁気異方性を有する組織を十分に形成できない、又は実質的に形成できな
いと考えられる。従って、原料薄板の製造性や希土類磁石用材料１の製造性を考慮すると
、原料薄板の厚さｔは、５０μｍ以上が好ましい。また、原料薄板の厚さｔは、上述の結
晶状態や製造性を考慮すると、１００μｍ以上、更に２００μｍ以上、５００μｍ以下、
更に３００μｍ以下が好ましい。
【００６４】
　原料薄板の長さＬを長くする、例えば、１０ｍｍ以上とすると、表面の面積が大きく、
取り扱い易い希土類磁石用材料１を得易く好ましい。原料薄板の長さＬを１５ｍｍ以上、
更に３０ｍｍ以上、特に５０ｍｍ以上などとすると、より大型の希土類磁石用材料１が得
られる。アスペクト比が１．５以上を満たせば、例えば、上述の回転ロールを用いた凝固
法によって得られたままのものを原料薄板としてもよいし、上記凝固法によって得られた
ものを適宜切断して表面形状を整えたり、側面を平滑な平面（切断面）としたり、長さＬ
を調整したりしたものを原料薄板としてもよい。
【００６５】
　原料薄板の厚さｔ及び長さＬ、アスペクト比Ｌ／ｔが所望の大きさとなるように製造条
件を調整するとよい。上述のように切断するなどして、アスペクト比Ｌ／ｔを調整しても
よいが、調整後もアスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上となるように調整する。
【００６６】
　用意した原料薄板に、特定の大きさの強磁場を印加しながら、特定の温度で加熱する熱
処理（磁場アニール）を施して、板表面に直交する方向にｃ軸が強く配向した薄板（希土
類磁石用材料１）を製造する（磁場アニール工程）。以下に、磁場アニールによって板表
面に直交する方向にｃ軸が配向した薄板が得られるメカニズムを詳細に説明する。
【００６７】
　図２（Ｂ）に示すように、ストリップキャスト法などの回転ロール２００を用いた凝固
法では、金属１００Ｂの凝固時に、結晶１０Ｂが回転ロール２００の表面に平行するよう
に生成される。凝固が進むと、結晶１０Ｃが回転ロール２００の表面に平行するように層
状に積層した結晶組織をとる金属１００Ｃが得られる（図２（Ｃ））。
【００６８】
　Ｎｄ－Ｆｅ－Ｂ系合金を例に説明すると、凝固初期（１４５０℃～１３００℃程度）で
は、金属１００Ａ中に融点が高いγ－Ｆｅが生成される。回転ロール２００による冷却方
向は、回転ロール２００の表面から金属１００Ａの外側面（図２（Ａ）では上面）に向か
う方向（図２（Ａ）では下方から上方に向かう方向）であるため、γ－Ｆｅは、回転ロー
ル２００の表面から金属１００Ａの外側面に向かって延びるように層状に生成される。γ
－Ｆｅ間には、適宜な間隔ｗ（例えば、５０μｍ～２００μｍ程度）が設けられる。この
γ－Ｆｅ間に液体状のＮｄ－Ｆｅ－Ｂ系合金１００Ｌが存在する。なお、γ－Ｆｅは、Ｎ
ｄ，Ｂなどが十分に存在する場合、Ｎｄ，Ｂなどが溶け込み、最終的にＮｄ－Ｆｅ－Ｂ系
合金になる。
【００６９】
　冷却が進んだ凝固中期（１３００℃～１２００℃程度）になると、液体状のＮｄ－Ｆｅ
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－Ｂ系合金１００Ｌから、図２（Ｂ）に示すようにＮｄ２Ｆｅ１４Ｂといった所定の組成
のＮｄ－Ｆｅ－Ｂ系合金の結晶１０Ｂが生成される。結晶１０Ｂは、層状又は平板状にな
る傾向にある。また、Ｎｄ－Ｆｅ－Ｂ系合金は、結晶の優先成長方位が＜４１０＞であり
、この優先成長方位が回転ロール２００の表面に平行するように結晶１０Ｂが成長する傾
向にある（ここでは左右方向に結晶１０Ｂが成長する傾向にある）。金属１００Ｂでは、
結晶１０Ｂの周囲を囲むように、希土類元素（ここではＮｄ）の含有量が相対的に多い希
土類元素のリッチ相１００ＲＬ（液相）が存在している。なお、金属１００Ｂにおける回
転ロール２００の極近傍の領域では、優先成長方位＜４１０＞が回転ロール２００に直交
するように成長した結晶、即ち、優先成長方位＜４１０＞が厚さ方向に平行するように成
長した結晶（図２（Ｂ）において回転ロール２００の表面に直交するように存在する短い
結晶）が存在し得る。金属１００Ａ（１００Ｂ，１００Ｃ）の厚さｔが５０μｍ以上であ
れば、上述の回転ロール２００の表面に直交するように存在する短い結晶の割合を相対的
に少なくすることができる。
【００７０】
　更に冷却が進んだ凝固後期（１２００℃～８００℃程度）になると、結晶１０Ｂが十分
に成長して、図２（Ｃ）に示すようにある程度厚く、かつある程度長くなった結晶１０Ｃ
（例えば、厚さｔ１０が３μｍ～１０μｍ程度、長さＬ１０が１０～５０μｍ程度）が生
成される。また、組成によっては、結晶１０Ｃの周囲を囲むように希土類元素のリッチ相
１００Ｒｓ（固相）が存在し得る。即ち、金属１００Ｃは、薄く平たい結晶１０Ｃが層状
に積み重ねられ、好ましくはこれら積層された結晶１０Ｃ間を希土類元素のリッチ相１０
０Ｒｓが磁気的に分断するように存在する組織になる。そして、これら結晶１０Ｃの多く
は、優先成長方位＜４１０＞及びａ軸が回転ロール２００の表面に平行するように存在す
る。
【００７１】
　一方、Ｎｄ－Ｆｅ－Ｂ系合金では磁化容易軸であるｃ軸が、優先成長方位＜４１０＞に
直交する方向に存在する。そのため、各結晶１０Ｃ（セル結晶１０Ｓ）を構成する複数の
単位格子１０ｃのｃ軸はそれぞれ、優先成長方位＜４１０＞を軸として、３６０°の任意
の方向をとり得る（図３（Ａ）参照）。即ち、各単位格子１０ｃのｃ軸は、平板状のセル
結晶１０Ｓの表面に対して、必ずしも直交方向に配向していない。その結果、ストリップ
キャスト法などの回転ロール２００を用いた凝固法によって製造した原料薄板の表面と、
回転ロール２００の表面に平行するように積層された平板状の各結晶１０Ｃ（セル結晶１
０Ｓ）の表面とが平行するように各結晶１０Ｃが存在することで、上記原料薄板は、その
表面に直交するようにｃ軸が配向しているとは言えない。
【００７２】
　このような原料薄板に対して、例えば、室温（２０℃～２５℃程度）で、原料薄板の表
面に平行な方向に強磁場を印加する場合を考える。この場合、磁化困難軸であるａ軸も板
表面に平行するように配置されているため、ｃ軸を板表面に直交する方向に配向させるこ
とが非常に困難である。例えば、室温（２０℃～２５℃程度）で、原料薄板の表面に直交
する方向に強磁場を印加する場合を考える。この場合、上述のようにｃ軸が板表面に対し
てランダムに配向しているため、ｃ軸を板表面に直交する方向に効果的に配向させること
が難しい。一方、ある程度加熱する、特に、再結晶化を起こし易い温度域（Ｎｄ－Ｆｅ－
Ｂ系合金では、共晶点である６５０℃程度）に加熱した状態で、強磁場を印加すれば、磁
場のエネルギーによって、再結晶時に結晶を配列することができる。Ｎｄ－Ｆｅ－Ｂ系合
金では、上述の共晶点近傍の温度域とすると、４１０方向は原子密度が最大であるため、
＜４１０＞を軸に再結晶させ易い。その結果、磁化困難軸であるａ軸が磁場方向に配列し
易くなるといえる。従って、上述のように特定の温度に加熱した状態で、原料薄板の表面
に平行な方向に強磁場を印加すれば、ａ軸を磁場方向に配列させられる結果、＜４１０＞
及びａ軸の双方に直交するｃ軸を板表面に直交する方向に配向させられる、と考えられる
。実際、後述する試験例に示すように、特定の温度下で、原料薄板の表面に平行な方向に
強磁場を印加して作製した薄板のｃ軸配向を調べた結果、薄板の表面に直交する方向にｃ
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軸が強く配向していること（薄板の厚さ方向にｃ軸が強く配向していること）を確認して
いる。そこで、磁場アニールの条件を特定のものとする。
【００７３】
　磁場アニールにおける加熱温度は、６００℃以上７００℃以下とする。６５０℃近傍が
より好ましい。７００℃超といった高温にすると、結晶粒界に存在し得る上述の希土類元
素のリッチ相が拡散し粗大化や局所偏析し易くなり、結晶粒界に存在する希土類元素のリ
ッチ相の量が低下する。この結果、磁気特性に劣る薄板（特に保磁力が小さい薄板）が得
られる。更に９００℃以上といった高温とすると、結晶自体が成長して粗大な結晶組織に
なることで、磁気特性に劣る薄板（特に保磁力が小さい薄板）が得られる。保持時間は、
０．５時間以上１０時間以下が挙げられる。
【００７４】
　磁場アニールにおける印加磁場は、３Ｔ以上とする。印加磁場が大きいほど、ｃ軸配向
性を高められるため、４Ｔ以上、更に５Ｔ以上が好ましい。このような強磁場の形成には
、常電導コイルを備える常電導磁石を用いてもよいが、超電導コイルを備える超電導磁石
が好適に利用できる。磁場の印加は、加熱を行っている間中（上述の保持時間の間中）、
行うことが好ましい。また、磁場アニール中は、一定の大きさの磁場を連続して印加する
ことが好ましく、途中で磁場を変調したり、断続的に磁場を印加させたりすることは、配
列を乱す恐れがあり、好ましくないと考えられる。
【００７５】
　磁場の印加方向は、原料薄板の表面に平行な方向、つまり原料薄板の厚さ方向に直交す
る方向とする。特に、上述の回転ロールを用いた凝固法によって製造した原料薄板を用い
る場合、磁場の印加方向は、回転ロールの幅方向に平行な方向とすることが好ましい。こ
の理由は以下のように考えられる。回転ロールを用いた凝固法によって製造される原料薄
板は、その厚さ方向に冷却が進行することから、回転ロールの幅方向には、冷却が均一的
に進行するといえる。そのため、上述のように薄く平たい結晶の多くは、優先成長方位が
回転ロールの幅方向に延びるように存在し得る。その結果、ａ軸も、回転ロールの幅方向
に平行するように存在し得る。従って、磁場の印加方向を、原料薄板において回転ロール
の接線方向ではなく、回転ロールの幅方向に平行な方向とすると、ａ軸を揃え易くなる結
果、ｃ軸を板表面に直交するように配向させ易くなるからである。
【００７６】
　なお、原料薄板の製造から連続して磁場アニールを行う場合、原料薄板において回転ロ
ールの幅方向を判別し易い。しかし、連続して磁場アニールを行わない場合、原料薄板の
表面が一様な平面であると、原料薄板における回転ロールの幅方向を判別し難い。そこで
、回転ロールの幅方向を判別可能な印を設けた原料薄板を用意してもよい。例えば、回転
ロールの表面に、その幅方向（軸方向）に沿って、又は周方向に沿って凸部又は凹部を設
けたものを利用することで、原料薄板の表面に、回転ロールの幅方向（原料薄板の幅方向
）に沿って延びる凹部又は凸部が設けられた原料薄板、又は原料薄板の長手方向（原料薄
板の進行方向）に沿って延びる凹部又は凸部が設けられた原料薄板を製造できる。この凹
部や凸部の延びる方向によって、磁場の印加方向を設定することができる。
【００７７】
　磁場アニールにおける雰囲気は、不活性雰囲気や減圧雰囲気（真空度は１×１０－３Ｐ
ａ以下）が好ましい。不活性雰囲気や減圧雰囲気とすると、酸化による劣化を防止できる
。
【００７８】
　磁場アニール工程後に、粗粉砕（軽い粉砕）を行って、アスペクト比Ｌ／ｔがより小さ
いもの（薄板片）とすることができる。但し、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上を満たす
薄板片が得られるように、粉砕条件を調整する。アスペクト比Ｌ／ｔが比較的小さい希土
類磁石用材料１（例えば、Ｌ／ｔが１．５以上５以下程度、長さＬが１ｍｍ以下程度）は
、圧縮磁石やボンド磁石などの金型成形が必要な希土類磁石の原料に好適に利用できる。
【００７９】
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　その他、希土類磁石用材料１は、薄板の表面に絶縁被覆を備える形態とすることができ
る。絶縁被覆によって積層された薄板同士を絶縁できるため、このような被覆付き希土類
磁石用材料を用いることで、渦電流損が低い希土類磁石が得られる。絶縁被覆の材質は、
例えば、シリコーン樹脂などが挙げられる。
【００８０】
　（積層磁石）
　希土類磁石用材料１は、例えば、以下の積層磁石の原料に利用することができる。積層
磁石は、複数の希土類磁石用材料１（薄板）がその厚さ方向に積層された積層体を主体と
し、薄板同士を接合する接着剤によって積層体が固定されている。積層磁石を構成する各
薄板は、その表面が平行するように積層されているため、各薄板のｃ軸は、積層体の表面
に直交するように配向しているといえる。その結果、積層磁石全体でみれば、薄板の積層
方向にｃ軸が強く配向しているといえる。また、積層磁石を構成する各薄板は、希土類磁
石用材料１のｃ軸配向を実質的に維持していることから、例えば、積層磁石の最表面を構
成する薄板について、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘを測定した場合、０．８３以上を満た
す。積層磁石から接着剤を除去することで、各薄板のピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘも測定
可能である。
【００８１】
　積層磁石の形状、大きさは、適宜選択することができる。所望の形状、大きさの積層磁
石が得られるように、希土類磁石用材料１（薄板）の形状、大きさ、積層数を選択すると
よい。また、大型の希土類磁石用材料１を用いて大型の積層体を製造し、所望の形状、大
きさとなるように切断してもよい。
【００８２】
　希土類磁石用材料１を用いて得られた積層磁石は、磁気特性に優れる。例えば、積層体
の積層方向に平行な方向（積層体の最表面を構成する薄板の表面に直交する方向）におけ
る飽和磁束密度（Ｂｓ）が０．９５Ｔ以上、残留磁束密度（Ｂｒ）が０．９５Ｔ超、固有
保磁力（ｉＨｃ）が６５０ｋＡ／ｍ以上、及び最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘが１２０
ｋＪ／ｍ３以上の少なくとも一つ、好ましくは少なくとも三つ、より好ましくは全て満た
す積層磁石とすることができる。
【００８３】
　積層磁石に含有される接着剤は、エポキシ系接着剤に代表される熱硬化性接着剤、常温
硬化性接着剤（例えば、２液性エポキシ樹脂など）などを利用できる。熱硬化性接着剤は
、耐熱性に優れるものが多く、使用可能な温度を高く設定でき、使用温度の範囲が広い積
層磁石とすることができる。熱硬化性接着剤を用いる場合には、所定の硬化温度に加熱し
て、接着剤を硬化する。積層磁石中の接着剤の含有量は、少ないほど積層磁石中における
希土類－鉄系合金の占有量が多くなり、磁気特性に優れることから、２０質量％以下、更
に１０質量％以下、特に５質量％以下が好ましい。なお、上述の接着剤が電気絶縁材料で
ある場合、薄板間に存在することで薄板間を電気的に絶縁でき、例えば、渦電流損の低減
に寄与すると期待される。
【００８４】
　（積層磁石の製造方法）
　積層磁石は、所望の形状、大きさの希土類磁石用材料１（薄板）を用意する工程、用意
した各薄板に接着剤を塗布する工程、接着剤を塗布した薄板を積層して積層体を形成する
工程、適宜、接着剤を硬化する工程、着磁工程を経ることで容易に製造できる。又は、積
層磁石は、上述のようにして薄板の積層体を作製した後、液体状の接着剤に積層体を含浸
させることで薄板間に接着剤を介在させ、接着剤を硬化した後、着磁することでも製造で
きる。いずれにしても、結晶磁気異方性を有する希土類磁石の製造にあたり、原料を微細
に粉砕したり（特に平均粒径１０μｍ以下に粉砕したり）、成形時などに強磁場の印加が
不要であったりするため、上述のような磁気特性に優れる希土類磁石を容易に製造できる
。希土類磁石用材料１は、代表的には、上述の原料準備工程と、磁場アニール工程とを経
ることで製造できる。積層体の形成にあたり、容器に薄板を収納するという手法を用いれ
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ば、薄板の積層状態を容器によって簡単に保持でき、作業性に優れる。
【００８５】
　（ボンド磁石）
　希土類磁石用材料１は、例えば、以下のボンド磁石の原料に利用することができる。ボ
ンド磁石は、希土類磁石用材料１（薄板、粗粉砕された薄板片でもよい）と、希土類磁石
用材料１に混合された樹脂とを含む。特に、このボンド磁石は、複数の薄板又は薄板片が
その厚さ方向に積層された状態が樹脂によって固定されている。ボンド磁石中に存在する
各薄板や各薄板片は、その表面が平行するように積層されているため、各薄板のｃ軸や各
薄板片のｃ軸は、積層された積層体の表面に直交するように配向しているといえる。その
結果、ボンド磁石全体でみれば、薄板又は薄板片の積層方向にｃ軸が強く配向していると
いえる。また、ボンド磁石を構成する各薄板や各薄板片は、希土類磁石用材料１のｃ軸配
向を実質的に維持していることから、例えば、ボンド磁石から樹脂を除去して、各薄板や
各薄板片についてピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘを測定した場合、０．８３以上を満たす。
【００８６】
　ボンド磁石の形状、大きさは、適宜選択することができる。所望の形状、大きさのボン
ド磁石が得られるように、金型の形状、大きさ、薄板や薄板片及び樹脂の量を選択すると
よい。また、大型のボンド磁石を製造し、所望の形状、大きさとなるように切断してもよ
い。
【００８７】
　ボンド磁石に含有される樹脂は、例えば、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、ポ
リアミド（ＰＡ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリエーテルエーテル
ケトン（ＰＥＥＫ）などが挙げられる。列挙した樹脂を１種又は２種以上を組み合わせて
含んでいてもよい。ボンド磁石中の樹脂の含有量は、少ないほどボンド磁石中における希
土類－鉄系合金の占有量が多くなり、磁気特性に優れることから、０．５質量％以上１０
質量％以下、更に５質量％以下、特に３質量％以下が好ましい。
【００８８】
　希土類磁石用材料１を用いて得られたボンド磁石は、磁気特性に優れる。例えば、ボン
ド磁石を構成する薄板や薄板片の積層方向（成形時の加圧方向）における飽和磁束密度（
Ｂｓ）が０．９５Ｔ以上、残留磁束密度（Ｂｒ）が０．８７Ｔ超、保磁力（ｉＨｃ）が６
７０ｋＡ／ｍ超、及び最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘが１１０ｋＪ／ｍ３以上の少なく
とも一つ、好ましくは少なくとも三つ、より好ましくは全て満たすボンド磁石とすること
ができる。
【００８９】
　（ボンド磁石の製造方法）
　ボンド磁石は、所望の形状、大きさの希土類磁石用材料１（薄板）を用意する工程、薄
板と樹脂の粉末とを混合した混合物を金型に充填して成形し、磁石素材を製造する工程、
着磁工程を経ることで容易に製造できる。希土類磁石用材料１は、代表的には、上述の原
料準備工程と、磁場アニール工程とを経ることで製造できる。特に、磁場アニール工程を
経て得られた薄板を粗粉砕して、薄板の長さよりも短い薄板片を製造し、この薄板片を用
いると、樹脂の粉末と混合し易い上に、混合物を金型に充填し易く好ましい。粗粉砕は、
薄板片のアスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上を満たすように行う。例えば、篩目サイズが上
記磁場アニール工程を経て得られた薄板の厚さの１．５倍以上この薄板のアスペクト比以
下である篩を用いることで、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上の薄板片を容易に製造でき
る。
【００９０】
　樹脂の粉末は、小さい方が、薄板や薄板片と混合し易く好ましい。具体的には、樹脂の
粉末は、その平均粒径が薄板（薄板片）の厚さの１／５以下であることが好ましく、上記
厚さの１／１０以下、更に１／１５以下、特に１／２０以下とすることができる。具体的
な平均粒径は、５０μｍ未満、更に４０μｍ以下、特に１０μｍ以下が挙げられる。小さ
過ぎると樹脂の粉末が扱い難いことから、樹脂の粉末の平均粒径は、薄板（薄板片）の厚
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さの１／２００以上、更に１／１００以上、又は０．５μｍ以上、更に１μｍ以上が好ま
しい。
【００９１】
　更に、金型に上記混合物を充填するとき、弱磁場を印加する、又は振動を与えることで
、各薄板や各薄板片をその表面が金型の底面に平行するように配置することができる。即
ち、複数の薄板や薄板片をその厚さ方向に積層させられる。特に、粗粉砕した薄板片とす
ると、弱磁場の印加や振動の付与によって積層状態をより形成し易いと期待される。
【００９２】
　上記弱磁場について印加磁場の大きさは、０．０１Ｔ以上０．１Ｔ以下が挙げられる。
また、この磁場の印加方向は、金型の底面に平行な方向、即ち成形時の加圧方向に直交す
る方向とする。ここで、薄板や薄板片は、金型内において、薄板片などの表面の法線が成
形時の加圧方向に平行になる平置き状態が安定な状態である。このような薄板片などを複
数用意して、金型内に自然落下などによって充填した場合、少なくとも一部の薄板片など
は、その表面の法線が成形時の加圧方向に交差した状態、即ち薄板片などの表面が金型底
面に対して斜めになった状態で金型内に存在し得る。一方、複数の薄板片などを金型に充
填するときに、上述の弱磁場を成形時の加圧方向に直交する方向に印加すると、薄板片な
どは、薄板片間に、磁力線方向（磁場の印加方向）に対して磁気的なギャップができるだ
け存在しない状態が安定する。即ち、薄板片などの長手方向が磁力線方向に平行するよう
に薄板片などが整列する。そのため、充填過程における弱磁場の印加は、平置き状態を安
定化することができる。従って、自然落下などによって薄板片などを金型内に充填する場
合でも、上記弱磁場の印加によって、最終的に、金型中に充填された薄板や薄板片の表面
の法線が、成形時の加圧方向に平行するにように、薄板片などの表面が上記加圧方向に向
いた平置き状態を実現できる。
【００９３】
　上記弱磁場の印加磁場が小さ過ぎると、平置き状態が安定化し難い。逆に印加磁場が大
き過ぎると、薄板や薄板片の表面の法線方向に配向する磁石結晶の磁化容易軸であるｃ軸
が磁場に対して整列しようとする力が、上述の磁気的なギャップを最小化しようとする力
よりも大きくなる。すると、薄板や薄板片の表面の法線が磁場の印加方向に平行するよう
に薄板片などが存在したり（縦並び状態になったり）、薄板片などが上述の斜めになった
状態に存在したりし易くなる。その結果、平置き状態の積層体が得られなくなる。印加磁
場の大きさ（強度）は、上述のｃ軸の整列が生じない範囲であれば、印加磁場の大きさが
大きいほど、積層状態を形成し易く、その結果、磁気特性に優れるボンド磁石を製造でき
る。従って、上記弱磁場の印加磁場は、０．０２Ｔ以上、更に０．０３Ｔ以上が好ましい
。上述のｃ軸の整列（ひいては縦並び状態）が生じないようにするためには、上記弱磁場
の印加磁場は０．１Ｔ以下が好ましい。印加磁場の大きさを０．０９Ｔ以下、更に０．０
８Ｔ以下にすると、磁場発生エネルギーを低減でき、製造コストの低減を図ることができ
る。
【００９４】
　振動の付与には、種々の装置を利用できる。例えば、超音波振動装置、ピエゾ素子振動
装置、電磁式振動装置などが挙げられる。超音波振動装置といった金型に非接触で振動を
付与可能な装置であると、振動装置を金型近傍に配置し易く、製造設備を構築し易い。上
述の磁場の印加時間や振動の付与時間は、薄板や薄板片を十分に積層できる範囲で選択す
るとよい。
【００９５】
　混合物を単に金型に充填したり、弱磁場を印加しながら混合物を金型に充填したり、振
動を与えながら混合物を金型に充填したりすることで、金型内では、複数の薄板や複数の
薄板片がその厚さ方向に積層され、適宜、薄板間や薄板片間、薄板の周囲や薄板片の周囲
に樹脂の粉末粒子が介在した状態となる。この状態で加圧成形する。成形時の加圧圧力は
、例えば、６ｔｏｎ／ｃｍ２以上１５ｔｏｎ／ｃｍ２以下（５８８ＭＰａ以上１４７０Ｍ
Ｐａ以下）が挙げられる。成形時の雰囲気は、大気雰囲気とすると、雰囲気制御が容易で
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あり作業性に優れ、非酸化性雰囲気とする薄板片などの酸化を防止できて好ましい。加圧
成形によって樹脂の粉末粒子を変形させることで、薄板同士や薄板片同士が樹脂で接合さ
れると共に、薄板片などが積層された状態を樹脂によって固定でき、このような積層体を
主体とするボンド磁石用の素材を製造できる。薄板片を用いた場合、上記ボンド磁石用の
素材やボンド磁石は、複数の薄板片の積層体が樹脂によって固定された集合体ともいえる
。そして、上記積層体は、上述のように積層方向にｃ軸配向している。このようなボンド
磁石の製造方法でも、結晶磁気異方性を有する希土類磁石の製造にあたり、原料を微細に
粉砕したり（特に平均粒径１０μｍ以下に粉砕したり）、成形時などに強磁場の印加が不
要であったりするため、上述のような磁気特性に優れる希土類磁石を容易に製造できる。
なお、熱硬化性樹脂を用いる場合、成形後、樹脂の硬化を行う。
【００９６】
　（圧縮磁石）
　希土類磁石用材料１は、例えば、以下の圧縮磁石の原料に利用することができる。圧縮
磁石は、希土類磁石用材料１（薄板、粗粉砕された薄板片でもよい）が薄板（薄板片）の
厚さ方向に積層され、薄板（薄板片）の厚さ方向に圧縮されたものである。複数の薄板や
複数の薄板片がその厚さ方向に積層された状態でその厚さ方向（積層方向）に圧縮されて
いることで、薄板同士や薄板片同士は、圧縮に起因する塑性変形による噛み合いによって
、積層状態が維持されている。圧縮磁石中に存在する各薄板（原料の各薄板が圧縮された
もの）や各薄板片（原料の各薄板片が圧縮されたもの）は、その表面が平行するように積
層されている。ここで、原料に用いた薄板や薄板片は、圧縮によって厚さが薄くなってい
るものの、圧縮によってｃ軸の配向状態は実質的に変化しない。そのため、圧縮磁石中の
各薄板のｃ軸や各薄板片のｃ軸は、積層された積層体の表面に直交するように配向してい
るといえる。その結果、圧縮磁石全体でみれば、薄板又は薄板片の積層方向にｃ軸が強く
配向しているといえる。また、圧縮磁石の表面を構成する薄板や薄板片は、原料に用いた
希土類磁石用材料１のｃ軸配向を実質的に維持していることから、例えば、圧縮磁石の表
面を構成する薄板や薄板片について、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘを測定した場合、０．
８３以上を満たす。
【００９７】
　圧縮磁石の形状、大きさは、適宜選択することができる。所望の形状、大きさの圧縮磁
石が得られるように、金型の形状、大きさ、薄板や薄板片の量を選択するとよい。また、
大型の圧縮磁石を製造し、所望の形状、大きさとなるように切断してもよい。
【００９８】
　圧縮磁石は、接着剤や樹脂を含有せず、実質的に希土類－鉄系合金で構成されるため、
磁気特性に優れる。例えば、圧縮磁石を構成する薄板や薄板片の積層方向（成形時の加圧
方向）における飽和磁束密度（Ｂｓ）が１．１０Ｔ超、残留磁束密度（Ｂｒ）が０．９５
Ｔ以上、保磁力（ｉＨｃ）が９４０ｋＡ／ｍ以上、及び最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘ
が１３０ｋＪ／ｍ３以上の少なくとも一つ、好ましくは少なくとも三つ、より好ましくは
全て満たす圧縮磁石とすることができる。
【００９９】
　（圧縮磁石の製造方法）
　圧縮磁石は、所望の形状、大きさの希土類磁石用材料１（薄板）を用意する工程、薄板
に水素化処理を施して多相薄板を製造する工程、多相薄板を金型に充填した後、加圧圧縮
して圧縮成形体を製造する工程、圧縮成形体に脱水素処理を施して、磁石素材（合金材）
を製造する工程、着磁工程を経ることで容易に製造できる。この製造方法は、端的に言う
と、特許文献２に記載される、成形前に水素化処理を行い、成形後に脱水素処理を行う製
造方法に対して、特定の原料（アスペクト比が大きな薄板）を用いた方法、といえる。希
土類磁石用材料１は、代表的には、上述の原料準備工程と、磁場アニール工程とを経るこ
とで製造できる。特に、磁場アニール工程を経て得られた薄板を粗粉砕して、薄板の長さ
よりも短い薄板片（多相薄板片）を製造し、この多相薄板片を用いると、金型に充填し易
く好ましい。粗粉砕は、多相薄板片のアスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上を満たすように行
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う。例えば、篩目サイズが上記磁場アニール工程を経て得られた薄板の厚さの１．５倍以
上この薄板のアスペクト比以下である篩を用いることで、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以
上の多相薄板片を容易に製造できる。
【０１００】
　更に、金型に上記多相薄板や上記多相薄板片を充填するとき、ボンド磁石の製造方法の
項で述べたように、弱磁場を印加する、又は振動を与えると、各多相薄板や各多相薄板片
を、その表面が金型の底面に平行するように配置でき、積層できる。特に、粗粉砕した多
相薄板片とすると、弱磁場の印加や振動の付与によって積層状態をより形成し易いと期待
される。印加磁場の大きさ、磁場の印加方向、磁場の印加時間、振動の付与装置、振動の
付与時間は、ボンド磁石の製造方法の項で述べた事項と同様にすることができる。成形時
の加圧圧力は、例えば、６ｔｏｎ／ｃｍ２以上１５ｔｏｎ／ｃｍ２以下（５８８ＭＰａ以
上１４７０ＭＰａ以下）が挙げられる。成形時の雰囲気は、大気雰囲気とすると、雰囲気
制御が容易であり作業性に優れ、非酸化性雰囲気とする多相薄板片などの酸化を防止でき
て好ましい。また、金型の内面には、潤滑剤を塗布すると、摩擦を低減できる。
【０１０１】
　水素化処理の条件は、例えば、以下が挙げられる。雰囲気は、水素元素を含む雰囲気、
具体的には、水素（Ｈ２）のみの単一雰囲気、水素（Ｈ２）とアルゴン（Ａｒ）や窒素（
Ｎ２）といった不活性ガスとの混合雰囲気が挙げられる。加熱温度は、希土類－鉄系合金
の水素不均化温度以上（Ｎｄ－Ｆｅ－Ｂ系合金では６５０℃以上）、１１００℃以下が挙
げられる。加熱温度は、水素不均化温度＋１００℃以上が好ましい。特に、Ｎｄ－Ｆｅ－
Ｂ系合金では、加熱温度は７５０℃以上９００℃以下が好ましい。保持時間は、０．５時
間以上５時間以下が挙げられる。公知のＨＤ（Ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｉｏｎ　Ｄｅｃｏｍ
ｐｏｓｉｔｉｏｎ）処理の条件や、特許文献２に記載される条件を適宜利用できる。
【０１０２】
　脱水素処理の条件は、例えば、以下が挙げられる。雰囲気は、不活性雰囲気（例えば、
ＡｒやＮ２といった不活性ガス雰囲気）、減圧雰囲気（標準の大気圧よりも圧力が低い真
空雰囲気）といった非水素雰囲気が挙げられる。特に、減圧雰囲気は、希土類元素の水素
化合物が残存し難くて好ましい。減圧雰囲気とする場合、真空度は１００Ｐａ以下、最終
真空度は、１０Ｐａ以下、更に１Ｐａ以下が挙げられる。加熱温度は、希土類－鉄系合金
の再結合温度以上（代表的には７００℃以上）が挙げられる。加熱温度を１０００℃以下
とすると、結晶の成長を抑制して、微細な結晶組織が得られて好ましい。保持時間は、１
０分以上６００分（１０時間）以下が挙げられる。公知のＤＲ（Ｄｅｓｏｒｐｔｉｏｎ　
Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）処理の条件や、特許文献２に記載される条件を適宜利用で
きる。例えば、脱水素処理を、圧縮成形体に磁場（例えば、４Ｔ以上）を印加した状態で
行うことができる。
【０１０３】
　多相薄板や多相薄板片を単に金型に充填したり、弱磁場を印加しながら多相薄板や多相
薄板片を金型に充填したり、振動を与えながら多相薄板や多相薄板片を金型に充填したり
することで、金型内では、複数の多相薄板や複数の多相薄板片がその厚さ方向に積層され
る。この厚さ方向を成形時の加圧方向とすることで、上述のように相互の噛み合いによっ
て積層状態を固定できる。加圧圧縮後に得られた圧縮成形体に脱水素処理を施しても、上
記積層状態を実質的に維持でき、このような積層体を主体とする圧縮磁石用の素材を製造
できる。そして、上記積層体は、上述のように積層方向にｃ軸配向している。このような
圧縮磁石の製造方法でも、結晶磁気異方性の希土類磁石の製造にあたり、原料を微細に粉
砕したり（特に平均粒径１０μｍ以下に粉砕したり）、成形時などに強磁場の印加が不要
であったり、樹脂や接着剤などの固定剤が不要であり、塗布工程や混合工程、硬化工程な
どを省略できたりするため、上述のような磁気特性に優れる希土類磁石を生産性よく製造
できる。
【０１０４】
　（焼結磁石、及び焼結磁石の製造方法）
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　希土類磁石用材料１は、例えば、以下の焼結磁石の原料に利用することができる。焼結
磁石は、希土類磁石用材料１（薄板）をその厚さ方向に積層した積層体を作製し、この積
層体を焼結した後、熱処理を施し、その後に着磁することで製造される。板表面に直交す
る方向にｃ軸配向している希土類磁石用材料１を積層した積層体は、積層磁石の項で述べ
たように、積層方向にｃ軸が強く配向している。このような積層体を焼結することで、焼
結体のｃ軸配向は、焼結前の積層体のｃ軸配向を実質的に維持する。そのため、焼結後熱
処理前の焼結体や焼結磁石の外表面について、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘを測定した場
合、０．８３以上を満たす面が存在し得る。また、焼結後に別途熱処理を施すことで、希
土類元素のリッチ相（結晶粒界相）が存在する組織とすることができる。つまり、この焼
結磁石は、ｃ軸配向した組織であって、かつ結晶粒界相が存在する組織から構成されるこ
とから、磁気特性に優れる。また、焼結磁石は、接着剤や樹脂を含有しておらず実質的に
希土類－鉄系合金から構成され、かつ焼結によって上述の圧縮磁石よりも更に緻密化され
ているため、磁気特性により優れる。例えば、焼結磁石について上述のピーク強度比Ｉｃ
／Ｉｍａｘが０．８３以上を満たす面に直交する方向（成形時の加圧方向、焼結前の積層
体の積層方向）における飽和磁束密度（Ｂｓ）が１．２０Ｔ以上、残留磁束密度（Ｂｒ）
が１．２０Ｔ以上、保磁力（ｉＨｃ）が８００ｋＡ／ｍ超、及び最大エネルギー積（ＢＨ
）ｍａｘが２５０ｋＪ／ｍ３以上の少なくとも一つ、好ましくは全て満たす焼結磁石とす
ることができる。
【０１０５】
　焼結磁石の形状、大きさは、適宜選択することができる。所望の形状、大きさの焼結磁
石が得られるように、希土類磁石用材料１（薄板）の形状、大きさ、積層数を選択すると
よい。また、大型の希土類磁石用材料１を用いて大型の焼結磁石や焼結体を製造し、所望
の形状、大きさとなるように切断してもよい。更に、積層体の形成にあたり、金型成形を
行うことができる。この場合、上述のボンド磁石の製造方法の項で述べたように、粗粉砕
を行った薄板片を用いて、金型への充填時、弱磁場を印加する又は振動を与えたりするこ
とができる。薄板片の大きさ、粉砕条件、印加磁場の大きさ、磁場の印加方向、磁場の印
加時間、振動の付与装置、振動の付与時間は、ボンド磁石の製造方法の項で述べた事項と
同様にすることができる。成形時の加圧圧力は、例えば、１０ＭＰａ以上１０００ＭＰａ
以下が挙げられる。
【０１０６】
　焼結条件は、例えば、以下が挙げられる。雰囲気は、減圧雰囲気（真空度は１００Ｐａ
以下、最終真空度は１０Ｐａ以下）が挙げられる。加熱温度は、１０００℃以上１２００
℃以下が挙げられる。保持時間は、０．５時間以上１０時間以下が挙げられる。焼結時、
積層体に荷重を加えることができる。この荷重は、１ＭＰａ以上５０ＭＰａ以下程度が挙
げられる。荷重を加えることで、より緻密化し易いと考えられる。
【０１０７】
　焼結後に施す熱処理は、希土類元素のリッチ相（結晶粒界相）の形成を目的とした時効
処理といえる。この熱処理の条件は、例えば、以下が挙げられる。雰囲気は、不活性雰囲
気（例えば、ＡｒやＮ２といった不活性ガス雰囲気）、減圧雰囲気（真空度は１００Ｐａ
以下、最終真空度は、１０Ｐａ以下）が挙げられる。加熱温度は、５００℃以上７００℃
以下が挙げられる。保持時間は、１分以上６００分（１０時間）以下が挙げられる。
【０１０８】
　［試験例１］
　薄板状のＮｄ－Ｆｅ－Ｂ合金材に、磁場を印加しながら加熱する熱処理（磁場アニール
）を施し、磁場アニール後の薄板について、結晶の配向状態を調べた。
【０１０９】
　ここでは、原料として、３２質量％Ｎｄ－Ｆｅ－１質量％Ｂという組成の溶湯を用いて
、ストリップキャスト法によって、平均厚さが２００μｍの合金薄板を作製した。得られ
た合金薄板を３ｃｍ角に切断した。切断して得られた合金薄板、即ち、厚さｔが２００μ
ｍ、長さＬが３ｃｍ（３００００μｍ）、アスペクト比Ｌ／ｔが１５０であるものを原料
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薄板とした。得られた原料薄板の組成を調べたところ、実質的にＮｄ２Ｆｅ１４Ｂであっ
た。組成の分析は、ＳＥＭ－ＥＤＸ（エネルギー分散型Ｘ線分光法）やＥＰＭＡ法（電子
線マイクロアナライザ）を用いた。この原料薄板（後述する磁場アニールを施していない
もの）を試料Ｎｏ．１－１００とする。
【０１１０】
　用意した原料薄板に、その表面に平行な方向に５Ｔの強磁場を印加した状態で、真空中
（減圧雰囲気、真空度が１×１０－３Ｐａ）、加熱温度が６５０℃、保持時間が３時間と
いう条件で磁場アニールを施した。磁場アニール後に得られた薄板の組成を上述の方法と
同様にして調べたところ、実質的にＮｄ２Ｆｅ１４Ｂであった。また、磁場アニール後に
得られた薄板は、原料薄板の厚さｔ、長さＬを実質的に維持しており、アスペクト比Ｌ／
ｔが１５０であった。この熱処理後に得られた薄板を試料Ｎｏ．１－１とする。
【０１１１】
　図４（Ａ）、図５（Ａ）は、試料Ｎｏ．１－１００の原料薄板の表面のＳＥＭ写真（５
００倍）である。図４（Ａ）、図５（Ａ）に示すようにストリップキャスト法によって得
られた原料薄板は、多結晶構造であり、各結晶は薄く平たい形状であり（ここでは平均幅
が５μｍ、平均長さが１５μｍ）、層状に重ねられていることが分かる。また、細長く延
びる結晶が、原料薄板の表面に概ね平行していることが分かる。更に、各結晶の幅が小さ
く、微細な結晶組織を有していることが分かる。各結晶は、その周囲を囲むように別の相
が存在していることが分かる。この別の相、即ち結晶粒界に存在する相の組成を上述の方
法と同様にして調べたところ、理論組成よりもＮｄの含有量が多いＮｄのリッチ相が確認
できた。なお、平均幅及び平均長さは、ＳＥＭ写真を画像処理して、画像処理像を用いて
求めた。
【０１１２】
　図４（Ｃ）、図５（Ｃ）は、原料薄板の表面のＳＥＭ－ＥＢＳＤによる方位マップであ
り、左にカラースケールを示す。ここでは、結晶の（１００）面が強く配向しているほど
緑色になり、（００１）面が強く配向しているほど、即ちｃ軸配向しているほど赤色にな
り、（１１０）面が強く配向しているほど青色になる（後述する試料Ｎｏ．１－１につい
ても同様である）。
【０１１３】
　図４（Ｃ）は、原料薄板の表面をその表面に平行な方向、即ち側面に直交する方向で評
価した（以下、側面評価と呼ぶ）。図４（Ｃ）に示すように、側面評価では、原料薄板の
表面は、緑色が多く、赤色が実質的に存在しないことが分かる。
【０１１４】
　図５（Ｃ）は、原料薄板の表面をその表面に直交する方向、即ち厚さ方向で評価した（
以下、表面評価と呼ぶ）。図５（Ｃ）に示すように、表面評価では、原料薄板の表面は、
赤色が多くみられることが分かる。
【０１１５】
　図４（Ｃ）及び図５（Ｃ）の結果から、試料Ｎｏ．１－１００の原料薄板は、その表面
に平行な方向にｃ軸が実質的に配向しておらず、その表面に直交する方向にｃ軸が配向し
ている、といえる。
【０１１６】
　図４（Ｂ）、図５（Ｂ）は、原料薄板に磁場アニールを施した試料Ｎｏ．１－１の薄板
の表面のＳＥＭ写真（５００倍）である。図４（Ｂ）、図５（Ｂ）に示すように、この薄
板は、多結晶構造であり、平均結晶粒径が小さく（ここでは７μｍ～１０μｍ）、微細な
結晶組織を有していることが分かる。このことから、磁場アニールでは、結晶の成長を抑
制して、原料薄板の微細組織を維持できるといえる。また、各結晶は、その周囲を囲むよ
うに別の相が存在していることが分かる。この別の相、即ち結晶粒界に存在する相の組成
を上述の方法と同様にして調べたところ、Ｎｄのリッチ相が確認できた。なお、平均結晶
粒径は、ＳＥＭ像を画像処理して、画像処理像を用いて求めた。
【０１１７】
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　図４（Ｄ）、図５（Ｄ）は、原料薄板に磁場アニールを施した試料Ｎｏ．１－１の薄板
の表面のＳＥＭ－ＥＢＳＤによる方位マップである。図４（Ｄ）は、試料Ｎｏ．１－１の
薄板の表面を側面評価した方位マップである。図４（Ｄ）に示すように、側面評価では、
試料Ｎｏ．１－１の薄板の表面は、緑色が多く、赤色が実質的に存在しないことが分かる
。つまり、側面評価では、試料Ｎｏ．１－１の薄板の表面は、原料薄板と実質的に同じ配
向状態であることが分かる。
【０１１８】
　図５（Ｄ）は、試料Ｎｏ．１－１の薄板の表面を表面評価した方位マップである。図５
（Ｄ）に示すように、表面評価では、試料Ｎｏ．１－１の薄板の表面は、赤色が多くみら
れることが分かる。特に、磁場アニールを施していない試料Ｎｏ．１－１００の原料薄板
の表面評価（図５（Ｃ））と、試料Ｎｏ．１－１の薄板の表面評価とを比較すると、試料
Ｎｏ．１－１の薄板の表面は、赤色が増加していることが分かる。
【０１１９】
　図４（Ｄ）及び図５（Ｄ）の結果から、磁場アニール後に得られた薄板も、その表面に
平行な方向にｃ軸が実質的に配向しておらず、その表面に直交する方向にｃ軸が配向して
いるといえる。また、特定の条件の磁場アニールを施すことで、磁場アニール後に得られ
た薄板は、その表面に直交する方向にｃ軸の配向を強められることが分かる。
【０１２０】
　図６は、試料Ｎｏ．１－１の薄板（磁場アニール有り）の表面、及び試料Ｎｏ．１－１
００の原料薄板（磁場アニール前）の表面をそれぞれＸ線回折したときの結晶の各面のピ
ーク強度の分布を示す回折パタンである。横軸は、回折角（２θ）、縦軸は回折強度（ｃ
ｐｓ）を示す。図６に示すように、試料Ｎｏ．１－１は、結晶の（００ｎ）面（ここでは
ｎ＝４，６，８，１０）のピーク強度が大きいことが分かる。特に、特定の条件の磁場ア
ニールを施すことで、この磁場アニール前に比較して、結晶の（００ｎ）面のピーク強度
を効果的に高められることが分かる。このことから、特定の条件の磁場アニールを施すこ
とで、磁場アニール後に得られた薄板は、その表面に直交する方向にｃ軸を強く配向でき
るといえる。
【０１２１】
　この試験から、回転ロールを用いた凝固法によって得られた合金薄板に特定の条件の磁
場アニールを施すことで、板表面に直交する方向にｃ軸が強く配向した薄板が得られるこ
とが確認できた。このような薄板を積層することで、薄板の積層方向にｃ軸が配向した積
層体が得られると期待される。また、この積層体は、希土類磁石の素材に好適に利用でき
ると期待される。
【０１２２】
　［試験例２］
　種々の組成のＮｄ－Ｆｅ－Ｂ合金薄板を用意し、種々の条件で熱処理を施した薄板を作
製し、得られた薄板の表面についてｃ軸の配向状態を調べた。また、得られた薄板を積層
して、積層体を作製し、積層体の磁気特性を調べた。
【０１２３】
　ここでは、原料として、ｘ質量％Ｎｄ－（９３．５－ｘ）質量％Ｆｅ－５質量％Ｃｏ－
０．５質量％Ｇａ－１．０質量％Ｂという組成の溶湯を用いて、ストリップキャスト法に
よって、平均厚さ（設計厚さ）が２００μｍの合金薄板（原料薄板）を作製した。各試料
のＮｄの含有量ｘ（質量％）を表１に示す。得られた合金薄板の厚さを市販の厚さ測定装
置によって測定したところ、２００μｍであった（測定点３０個の平均厚さ）。得られた
合金薄板は、長さＬ及び幅のいずれもが１５ｍｍ以上である。つまり、合金薄板のアスペ
クト比Ｌ／ｔは、７５以上である。
【０１２４】
　得られた合金薄板（原料薄板）に、真空中（減圧雰囲気、真空度が０．５×１０－３Ｐ
ａ～１．０×１０－３Ｐａ）、表２に示す加熱温度（℃）、表２に示す印加磁場（Ｔ）及
び印加方向、保持時間が２時間という条件で熱処理を施した。磁場の印加方向が「平行」
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とは、合金薄板の表面に平行方向に磁場を印加したことを意味する。特に、ここでは、合
金薄板の表面において、ストリップキャスト法に用いた回転ロールの幅方向に平行な方向
に磁場を印加した。磁場の印加方向が「直交」とは、合金薄板の表面に直交する方向（厚
さ方向）に磁場を印加したことを意味する。磁場の印加には、超電導磁石を用いた。
【０１２５】
　上記熱処理後に得られた各薄板の表面をＸ線回折して、最大ピーク強度Ｉｍａｘと、ｃ
軸のピーク強度Ｉｃとを調べ、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘを調べた。その結果を表１に
示す。ここでは、ｃ軸のピーク強度Ｉｃとして、（００６）面のピーク強度を調べた。
【０１２６】
【表１】

【０１２７】
　表１に示すように、試料Ｎｏ．２－４～Ｎｏ．２－６，Ｎｏ．２－１５，Ｎｏ．２－１
６，Ｎｏ．２－２１～Ｎｏ．２－２３はいずれも、ｃ軸が板表面に直交する方向に強く配
向していること、具体的にはピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが０．８３以上であることが分
かる。
【０１２８】
　表１の試料Ｎｏ．２－１～Ｎｏ．２－１１に注目すると、試料Ｎｏ．２－１～Ｎｏ．２
－１１のうち、希土類－鉄系合金から構成され、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上である
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以上７００℃以下とする熱処理（磁場アニール）を施した試料Ｎｏ．２－４～Ｎｏ．２－
６は、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが０．８３以上を満たすことが分かる。また、印加す
る磁場が大きいほど、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが大きく（ここでは、Ｉｃ／Ｉｍａｘ
＝１．００）、磁場アニール後に得られた薄板のｃ軸は、薄板の表面に直交する方向によ
り強く配向することが分かる。このような結果となった理由として、磁場アニール時に、
磁化困難軸であるａ軸が磁場方向に配列した結果、ａ軸に直交するｃ軸が磁場方向に直交
する方向（ここでは薄板の表面に直交する方向＝厚さ方向）に配向したため、と考えられ
る。
【０１２９】
　一方、板表面に平行な方向に磁場を印加した場合でも、磁場の大きさが３Ｔ未満と小さ
ければ、ｃ軸が板表面に直交する方向に十分に配向せず、磁場を印加しない場合（試料Ｎ
ｏ．２－１）と同程度の配向状態であることが分かる（試料Ｎｏ．２－２，Ｎｏ．２－３
）。他方、板表面に直交する方向に磁場を印加した場合（試料Ｎｏ．２－７～Ｎｏ．２－
１１）、印加磁場を大きくしても、ｃ軸が板表面に直交する方向に十分に配向しないこと
が分かる（ここでは試料Ｎｏ．２－１と同程度の配向状態）。
【０１３０】
　表１の試料Ｎｏ．２－１２～Ｎｏ．２－１９に注目すると、熱処理の加熱温度を６００
℃以上とした試料Ｎｏ．２－１５～Ｎｏ．２－１９は、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが０
．８３以上を満たし、ｃ軸が、板表面に直交する方向に強く配向していることが分かる。
一方、６００℃未満であると、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが０．６０未満であり（試料
Ｎｏ．２－１２～Ｎｏ．２－１４）、ｃ軸が板表面に直交する方向に十分に配向している
とはいえない。このような結果となった理由として、熱処理時に加熱温度を６００℃以上
とすると再結晶化し易くなり、磁場エネルギーを受けて、磁化困難軸であるａ軸が磁場方
向に十分に配列できたため、と考えられる。
【０１３１】
　表１の試料Ｎｏ．２－２０～Ｎｏ．２－２５に注目すると、Ｎｄの含有量を２７質量％
超とした試料Ｎｏ．２－２１～Ｎｏ．２－２５は、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが０．８
３以上を満たし、ｃ軸が、板表面に直交する方向に強く配向していることが分かる。これ
らの試料の組成を調べたところ、結晶粒界に希土類元素のリッチ相の存在が確認できた。
一方、２７質量％以下である試料Ｎｏ．２－２０は、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが０．
７０未満であり、ｃ軸が板表面に直交する方向に十分に配向しているとはいえない。試料
Ｎｏ．２－２０の組成を調べたところ、結晶粒界に希土類元素のリッチ相を実質的に確認
できなかった。このような結果となった理由として、Ｎｄの含有量を２７質量％超（特に
２８質量％以上）とすることで、希土類元素のリッチ相が結晶の粒界相として十分に存在
できたため、と考えられる。
【０１３２】
　表２に示す条件の熱処理を施した各試料の薄板（平均厚さ２００μｍ）を１５ｍｍ角に
切断して、正方形状の薄板（アスペクト比Ｌ／ｔは７５）とし、これら正方形状の薄板を
複数積層して積層体を作製した。ここでは、正方形状の薄板にエポキシ系接着剤を塗布し
た後、順次、積層していき、積層後、所定の温度に加熱して接着剤を硬化させた。積層体
中のエポキシ系接着剤の含有量は、１．５質量％程度である。この積層体に３Ｔのパルス
磁場で着磁した後、各試料の磁気特性を調べた。測定は、ＢＨトレーサ（理研電子株式会
社製ＤＣＢＨトレーサ）を用いて行った。また、測定の評価方向は、着磁後の積層体につ
いて、最上又は最下に位置する薄板の表面に直交する方向とした。その結果を表２に示す
。ここでは、磁気特性として、飽和磁束密度Ｂｓ（Ｔ）、残留磁束密度Ｂｒ（Ｔ）、固有
保磁力ｉＨｃ（ｋＡ／ｍ）、磁束密度Ｂと減磁界の大きさＨとの積の最大値、即ち最大エ
ネルギー積（ＢＨ）ｍａｘ（ｋＪ／ｍ３）を求めた。
【０１３３】



(28) JP 2015-8230 A 2015.1.15

10

20

30

40

50

【表２】

【０１３４】
　表２に示すように、試料Ｎｏ．２－４～Ｎｏ．２－６，Ｎｏ．２－１５，Ｎｏ．２－１
６，Ｎｏ．２－２１～Ｎｏ．２－２３の積層体はいずれも、飽和磁束密度Ｂｓ、残留磁束
密度Ｂｒ、固有保磁力ｉＨｃ、最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘのいずれも高く、磁気特
性に優れ、角形性にも優れることが分かる。ここでは、Ｂｓは０．９５Ｔ以上（更に１．
００Ｔ以上、特に１．０５Ｔ以上）、Ｂｒは０．９５Ｔ超（更に１．００Ｔ以上）、ｉＨ
ｃは６８０ｋＡ／ｍ以上、（ＢＨ）ｍａｘは１２０ｋＪ／ｍ３以上（更に１３０ｋＪ／ｍ
３以上、特に１４０ｋＪ／ｍ３以上）である。また、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが大き
いほど、Ｂｒ，ｉＨｃ，（ＢＨ）ｍａｘのいずれも高くなる傾向にあることが分かる。試
料Ｎｏ．２－４～Ｎｏ．２－６，Ｎｏ．２－１５，Ｎｏ．２－１６，Ｎｏ．２－２１～Ｎ
ｏ．２－２３の積層体を観察したところ、上述の正方形状の薄板がその厚さ方向に積層さ
れ、この積層状態が接着剤により固定されていた。従って、積層体を構成する各薄板は、
積層前の薄板の厚さｔ、長さＬ、アスペクト比Ｌ／ｔを実質的に維持する。また、試料Ｎ
ｏ．２－４～Ｎｏ．２－６，Ｎｏ．２－１５，Ｎｏ．２－１６，Ｎｏ．２－２１～Ｎｏ．
２－２３の積層体の平均結晶粒径を調べたところ、７μｍ～１０μｍであり、１０μｍ以
下であった。平均結晶粒径は、各試料の積層体において、最上又は最下に位置する薄板の
表面をＳＥＭ観察し、ＳＥＭ像を画像処理して求めた。
【０１３５】
　表２の試料Ｎｏ．２－１～Ｎｏ．２－１１に注目すると、上述の特定の条件（３Ｔ以上
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、板表面に平行に磁場印加、６００℃～７００℃）で熱処理を施した薄板を用いた試料Ｎ
ｏ．２－４～Ｎｏ．２－６の積層体は、飽和磁束密度Ｂｓ、残留磁束密度Ｂｒ、固有保磁
力ｉＨｃ、最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘのいずれも高く、磁気特性に優れ、角形性に
も優れることが分かる。
【０１３６】
　表２の試料Ｎｏ．２－１２～Ｎｏ．２－１９に注目すると、熱処理の加熱温度を６００
℃以上７００℃以下とした試料Ｎｏ．２－１５，Ｎｏ．２－１６は、上述の試料Ｎｏ．２
－４～Ｎｏ．２－６と同様に、飽和磁束密度Ｂｓ、残留磁束密度Ｂｒ、固有保磁力ｉＨｃ
、最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘのいずれも高いことが分かる。一方、７００℃超とし
た試料Ｎｏ．２－１７～Ｎｏ．２－１９では、試料Ｎｏ．２－１５，Ｎｏ．２－１６に比
較して、特に保磁力及び最大エネルギー積が低くなっている。この理由は、試料Ｎｏ．２
－１７～Ｎｏ．２－１９の積層体では、積層体を構成する各薄板の結晶が、熱処理時の温
度が高過ぎて粗大化したため、と考えられる。試料Ｎｏ．２－１７～Ｎｏ．２－１９の積
層体の平均結晶粒径を上述と同様にして測定したところ、１５μｍ～２０μｍであり、１
０μｍ超であった。
【０１３７】
　表２の試料Ｎｏ．２－２０～Ｎｏ．２－２５に注目すると、Ｎｄの含有量を２８質量％
以上３６質量％未満とした試料Ｎｏ．２－２１～Ｎｏ．２－２３は、上述の試料Ｎｏ．２
－４～Ｎｏ．２－６と同様に、飽和磁束密度Ｂｓ、残留磁束密度Ｂｒ、固有保磁力ｉＨｃ
、最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘのいずれも高いことが分かる。一方、Ｎｄの含有量を
３６質量％以上とした試料Ｎｏ．２－２４，Ｎｏ．２－２５では、試料Ｎｏ．２－２１～
Ｎｏ．２－２３に比較して、保磁力が高いものの、最大エネルギー積が低くなっている。
この理由は、試料Ｎｏ．２－２４，Ｎｏ．２－２５の成形体では、用いた薄板の結晶粒界
に希土類元素のリッチ相が過剰に存在したため、と考えられる。
【０１３８】
　試験例２の結果から、試料Ｎｏ．２－４～Ｎｏ．２－６，Ｎｏ．２－１５，Ｎｏ．２－
１６，Ｎｏ．２－２１～Ｎｏ．２－２３の積層体（着磁後）は、磁気特性に優れ、角形性
にも優れることから、永久磁石などに利用される希土類磁石（積層磁石）に好適であると
いえる。
【０１３９】
　［試験例３］
　試験例２で作製した試料Ｎｏ．２－５の薄板を用意し、この薄板を粉砕して薄板片を作
製し、薄板片と樹脂の粉末とを混合して成形体を作製し、試験例２と同様にして成形体の
磁気特性を調べた。
【０１４０】
　用意した試料Ｎｏ．２－５の薄板は、組成が３１質量％Ｎｄ－６２．５質量％Ｆｅ－５
質量％Ｃｏ－０．５質量％Ｇａ－１．０質量％Ｂであり、厚さが２００μｍであり、アス
ペクト比Ｌ／ｔが７５以上であり、熱処理条件が、印加磁場：４Ｔ，磁場の印加方向：板
表面に平行，６５０℃×２時間，真空中（０．５×１０－３Ｐａ～１．０×１０－３Ｐａ
）であり、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが１．０である。この薄板を、磁器乳鉢を用いて
粉砕し、篩で分級した。粉砕及び分級は、窒素雰囲気（酸素濃度が体積割合で２０００ｐ
ｐｍ以下）で行った。用いた篩について、篩目サイズの下限値を表３に示す。ここでは、
篩目サイズの下限値よりも大きな薄板片を成形体に用いる。成形体に用いる薄板片のアス
ペクト比Ｌ／ｔの下限値を表３に示す。薄板片の厚さｔは、粉砕前の薄板の厚さｔを実質
的に維持しており、２００μｍである。
【０１４１】
　樹脂の粉末は、ＰＥＥＫ樹脂の粉末であって、表３に示す平均粒径（μｍ）のものを用
意した。樹脂の混合量は、粉砕した薄板片と樹脂の粉末との合計量に対して、３．５質量
％となるように調整した。そして、粉砕した薄板片と樹脂の粉末とを十分に混練し、得ら
れた混合物を金型に充填して、加圧圧力を７ｔｏｎ／ｃｍ２（６８６ＭＰａ）として成形
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し、直径１０ｍｍφ×高さ１０ｍｍの円柱状の成形体を得た。特に、金型に混合物を充填
するとき、表３に示す大きさの磁場を印加すること、又は振動を与えることを行った。充
填時の条件を表３に示す。磁場の印加方向は、成形時の加圧方向に直交する方向とした。
振動の付与は、市販の超音波振動装置を用いて行った。なお、試料Ｎｏ．３－１３は、磁
場を印加せず、かつ振動も与えずに金型に混合物を充填した試料である。
【０１４２】
　作製した円柱状の成形体に、３Ｔのパルス磁場で着磁した後、各試料の磁気特性（飽和
磁束密度Ｂｓ（Ｔ）、残留磁束密度Ｂｒ（Ｔ）、固有保磁力ｉＨｃ（ｋＡ／ｍ）、最大エ
ネルギー積（ＢＨ）ｍａｘ（ｋＪ／ｍ３））を調べた。その結果を表３に示す。測定には
、試験例２と同じＢＨトレーサを用いた。測定の評価方向は、着磁後の成形体の加圧面（
成形時のパンチが接していた面、ここでは円柱の端面）に直交する方向とした。この評価
方向は、ここでは加圧成形時の加圧方向に平行な方向であり、金型への充填時の磁場の印
加方向に直交する方向である。
【０１４３】

【表３】

【０１４４】
　表３に示すように、試料Ｎｏ．３－４～Ｎｏ．３－９，Ｎｏ．３－１５～Ｎｏ．３－１
８，Ｎｏ．３－２２の成形体はいずれも、飽和磁束密度Ｂｓ、残留磁束密度Ｂｒ、固有保
磁力ｉＨｃ、最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘのいずれも高く、磁気特性に優れ、角形性
にも優れることが分かる。ここでは、Ｂｓは０．９５Ｔ以上、Ｂｒは０．８７Ｔ超（更に
０．８８Ｔ以上）、ｉＨｃは６８０ｋＡ／ｍ以上、（ＢＨ）ｍａｘは１１０ｋＪ／ｍ３以
上（更に１２０ｋＪ／ｍ３以上、特に１３０ｋＪ／ｍ３以上）である。試料Ｎｏ．３－４
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～Ｎｏ．３－９，Ｎｏ．３－１５～Ｎｏ．３－１８，Ｎｏ．３－２２の成形体を観察した
ところ、上述のアスペクト比Ｌ／ｔの薄板片と樹脂とが混合された成形体であり、上記薄
板片がその厚さ方向に積層された状態（円柱の高さ方向に積層された状態）が上記樹脂に
よって固定された積層体が複数存在し、これら複数の積層体の集合体（組物）であった。
また、この積層された薄板片の表面は、成形体の加圧面（円柱の端面）に実質的に平行に
存在していることを確認した。更に、試料Ｎｏ．３－４～Ｎｏ．３－９，Ｎｏ．３－１５
～Ｎｏ．３－１８，Ｎｏ．３－２２の成形体から薄板片を取り出し、試験例２と同様にし
て平均結晶粒径を調べたところ、６μｍ～１０μｍであり、１０μｍ以下であった。抜き
出した薄板片は、樹脂の粉末に混合する前の薄板片の厚さｔ、長さＬ、アスペクト比Ｌ／
ｔを実質的に維持する。
【０１４５】
　表３の試料Ｎｏ．３－１～Ｎｏ．３－６に注目すると、上述した特定の条件で熱処理（
磁場アニール）を施した薄板を粗粉砕し、アスペクト比Ｌ／ｔが１．５以上の薄板片と、
平均粒径ｇが薄板片の厚さｔの１／５以下（０．２以下）である樹脂の粉末とを用い、薄
板片と樹脂の粉末との混合物を金型に充填するときに、０．０１Ｔ以上０．１Ｔ以下の弱
磁場を印加する、又は振動を与えた試料Ｎｏ．３－４～Ｎｏ．３－６の成形体は、飽和磁
束密度Ｂｓ、残留磁束密度Ｂｒ、固有保磁力ｉＨｃ、最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘの
いずれも高く、磁気特性に優れ、角形性にも優れることが分かる。この理由は、弱磁場を
印加する又は振動を付与することで、金型内で薄板片がその厚さ方向に積層された状態と
なり、この積層状態が樹脂によって固定されたため、と考えられる。一方、アスペクト比
Ｌ／ｔが１．５未満の薄板片を用いた試料Ｎｏ．３－１～Ｎｏ．３－３では、試料Ｎｏ．
３－４～Ｎｏ．３－６に比較して、特に最大エネルギー積が低くなっている。この理由は
、試料Ｎｏ．３－１～Ｎｏ．３－３の成形体では、ｃ軸配向した薄板片を用いていても、
各薄板片の表面が成形体の加圧面に非平行に存在する薄板片が多くなったため、と考えら
れる。また、薄板片の表面が加圧面に非平行に存在する薄板片が多くなった理由は、以下
のように考えられる。これらの薄板片は、アスペクト比が小さく、長手方向の大きさと厚
さとが等しい立方体状又は立方体に近い直方体状であり、安定した立体形状であることか
ら、重力による影響を受け易い。また、このような形状の薄板片は、その長手方向でも厚
さ方向でも磁気的なギャップの存在状態が大きく変化しない。そのため、弱磁場の印加に
よって、薄板片の長手方向が磁場の印加方向に平行するように薄板片が揃う力よりも、ｃ
軸が磁場の印加方向に揃う力が小さくなるような状態が存在せず、ｃ軸が磁場に対して整
列しようとする力が大きな状態になる。これらの理由によって、立方体状などの薄板片は
その表面が加圧方向に平行する状態に配置され難くなる結果、上述の積層状態が形成し難
かったため、と考えられる。
【０１４６】
　表３の試料Ｎｏ．３－７～Ｎｏ．３－１２に注目すると、混合する樹脂の粉末の平均粒
径を薄板片の厚さｔの１／５以下とした試料Ｎｏ．３－７～Ｎｏ．３－９は、上述の試料
Ｎｏ．３－４～Ｎｏ．３－６と同様に、飽和磁束密度Ｂｓ、残留磁束密度Ｂｒ、固有保磁
力ｉＨｃ、最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘのいずれも高いことが分かる。一方、樹脂の
粉末の平均粒径を薄板片の厚さｔの１／５超（０．２超）とした試料Ｎｏ．３－１０～Ｎ
ｏ．３－１２では、試料Ｎｏ．３－７～Ｎｏ．３－９に比較して、特に飽和磁束密度及び
最大エネルギー積が低くなっている。この理由は、飽和磁束密度については、試料Ｎｏ．
３－１０～Ｎｏ．３－１２の成形体では、成形時、粗大な樹脂の粉末を起点して薄板片が
回転して、薄板片の表面が加圧方向に対して斜めになった状態で成形されるなどして、配
向が乱れたため、と考えられる。最大エネルギー積については、試料Ｎｏ．３－１０～Ｎ
ｏ．３－１２の成形体では、非磁性材である樹脂の粉末粒子が大き過ぎて、薄板片間に介
在する樹脂厚さが大きくなり、磁性材である薄板片間の距離が大きくなったため、と考え
られる。試料Ｎｏ．３－７～Ｎｏ．３－１２の薄板片間の距離を測定したところ、試料Ｎ
ｏ．３－７～Ｎｏ．３－９では、５μｍ～３０μｍであった。試料Ｎｏ．３－１０～Ｎｏ
．３－１２では、４０μｍ～８０μｍであり、試料Ｎｏ．３－７～Ｎｏ．３－９よりも大
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きかった。
【０１４７】
　表３の試料Ｎｏ．３－１３～Ｎｏ．３－２２に注目すると、成形時に０．０１Ｔ以上０
．１Ｔ以下の弱磁場を印加する、又は振動を付与する、といういずれかの操作を行った試
料Ｎｏ．３－１５～Ｎｏ．３－１８，Ｎｏ．３－２２は、上述の試料Ｎｏ．３－４～Ｎｏ
．３－６と同様に、飽和磁束密度Ｂｓ、残留磁束密度Ｂｒ、固有保磁力ｉＨｃ、最大エネ
ルギー積（ＢＨ）ｍａｘのいずれも高いことが分かる。一方、成形時に弱磁場の印加及び
振動の付与の双方を行っていない試料Ｎｏ．３－１３、印加した磁場が０．０１Ｔ未満で
ある試料Ｎｏ．３－１４では、試料Ｎｏ．３－１５～Ｎｏ．３－１８に比較して、最大エ
ネルギー積が低くなっている。この理由は、試料Ｎｏ．３－１３，Ｎｏ．３－１４の成形
体では、上述のようにｃ軸配向した薄板片を用いていても、金型内に自然落下などして積
み重なったときに各薄板片の表面が成形体の加圧面に非平行に存在する薄板片がが生じる
ことを避けられなかったため、と考えられる。他方、成形時に０．１Ｔ超の磁場を印加し
た試料Ｎｏ．３－１９～Ｎｏ．３－２１も、試料Ｎｏ．３－１５～Ｎｏ．３－１８に比較
して、最大エネルギー積が低くなっている。この理由は、印加磁場が大き過ぎることで、
薄板片がその形状に基づき最も安定した配置状態（ここでは、薄板片の表面が鉛直方向に
向く平置き状態）となるように作用する重力によって平置き状態となったり、磁気的なギ
ャップを最小にしようとしたりする作用よりも、ｃ軸を整列する作用が大きくなり、一部
の薄板片がここでの目的とする角度に対して９０°異なる方向（ここでは薄板片の表面が
鉛直方向に直交する方向に向く縦並び状態）に配列されたため、と考えられる。
【０１４８】
　試験例３の結果から、試料Ｎｏ．３－４～Ｎｏ．３－９，Ｎｏ．３－１５～Ｎｏ．３－
１８，Ｎｏ．３－２２の薄板片と樹脂との成形体（着磁後）は、磁気特性に優れ、角形性
にも優れることから、永久磁石などに利用される希土類磁石（ボンド磁石）に好適である
といえる。また、この試験結果から、成形時に磁場を印加する場合、０．１Ｔ以下といっ
た弱磁場がよいこと、又は磁場の印加に代えて振動の付与でもよいことが確認できた。
【０１４９】
　［試験例４］
　試験例２で作製した試料Ｎｏ．２－５の薄板を用意し、この薄板に水素化処理を施して
から、粉砕して薄板片（多相薄板片）を作製し、薄板片を成形した圧縮成形体に脱水素処
理を施して合金材を作製し、試験例２と同様にして合金材の磁気特性を調べた。
【０１５０】
　用意した試料Ｎｏ．２－５の薄板は、組成が３１質量％Ｎｄ－６２．５質量％Ｆｅ－５
質量％Ｃｏ－０．５質量％Ｇａ－１．０質量％Ｂであり、厚さが２００μｍであり、アス
ペクト比Ｌ／ｔが７５以上であり、熱処理条件が、印加磁場：４Ｔ，磁場の印加方向：板
表面に平行，６５０℃×２時間，真空中（真空度が０．５×１０－３Ｐａ～１．０×１０
－３Ｐａ）であり、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが１．０である。この薄板に、水素のフ
ロー雰囲気中、８５０℃×２時間の条件で水素化処理を施して、Ｆｅ含有成分とＮｄの水
素化合物とが存在する多相組織からなる多相薄板を作製した。
【０１５１】
　得られた多相薄板を、磁器乳鉢を用いて粉砕し、篩で分級した。粉砕及び分級は、窒素
雰囲気（酸素濃度が体積割合で２０００ｐｐｍ以下）で行った。用いた篩について、篩目
サイズの下限値を表４に示す。ここでは、篩目サイズの下限値よりも大きな多相薄板片を
成形に供する。成形に用いる多相薄板片のアスペクト比Ｌ／ｔの下限値を表４に示す。多
相薄板片の厚さｔは、水素化処理前の薄板の厚さｔを実質的に維持しており、２００μｍ
である。
【０１５２】
　粉砕した多相薄板片を金型に充填して、加圧圧力を１０ｔｏｎ／ｃｍ２（９８０ＭＰａ
）として加圧圧縮し、直径１０ｍｍφ×高さ１０ｍｍの円柱状の圧縮成形体を得た。特に
、金型に多相薄板片を充填するとき、表４に示す大きさの磁場を印加すること、又は振動
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を与えることを行った。充填時の条件を表４に示す。磁場の印加方向は、成形時の加圧方
向に直交する方向とした。振動の付与は、市販の超音波振動装置を用いて行った。なお、
試料Ｎｏ．４－７は、磁場を印加せず、かつ振動も与えずに金型に多相薄板片を充填した
試料である。各試料の多相薄板片はいずれも、厚さが２００μｍ、長さが１００μｍ以上
であったが、Ｆｅ含有成分を有することで良好に成形することができた。
【０１５３】
　作製した円柱状の圧縮成形体を水素雰囲気中に曝し、この水素雰囲気中で８２０℃まで
昇温し、その後、真空引きして（水素雰囲気の圧力を１気圧（０．１ＭＰａ）から１×１
０－７気圧（０．０１Ｐａ）まで減圧）、この真空雰囲気で８２０℃×２時間の条件で脱
水素処理を施した。
【０１５４】
　脱水素処理後に得られた合金材を３Ｔのパルス磁場で着磁した後、各試料の磁気特性（
飽和磁束密度Ｂｓ（Ｔ）、残留磁束密度Ｂｒ（Ｔ）、固有保磁力ｉＨｃ（ｋＡ／ｍ）、最
大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘ（ｋＪ／ｍ３））を調べた。その結果を表４に示す。測定
には、試験例２と同じＢＨトレーサを用いた。測定の評価方向は、着磁後の合金材におい
て、成形時にパンチが接していた加圧面（ここでは円柱の端面）に直交する方向とした。
この評価方向は、ここでは加圧成形時の加圧方向に平行な方向であり、金型への充填時の
磁場の印加方向に直交する方向である。
【０１５５】
【表４】

【０１５６】
　表４に示すように、試料Ｎｏ．４－４～Ｎｏ．４－６，Ｎｏ．４－９～Ｎｏ．４－１２
，Ｎｏ．４－１６の合金材はいずれも、飽和磁束密度Ｂｓ、残留磁束密度Ｂｒ、固有保磁
力ｉＨｃ、最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘのいずれも高く、磁気特性に優れ、角形性に
も優れることが分かる。ここでは、Ｂｓは１．１０Ｔ超（更に１．１５Ｔ以上）、Ｂｒは
０．９５Ｔ以上、ｉＨｃは９４０ｋＡ／ｍ以上、（ＢＨ）ｍａｘは１３０ｋＪ／ｍ３超で
ある。試料Ｎｏ．４－４～Ｎｏ．４－６，Ｎｏ．４－９～Ｎｏ．４－１２，Ｎｏ．４－１
６の合金材を観察したところ、複数の薄板片がその厚さ方向に積層され、この積層状態が
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積層方向の上下に隣り合う薄板片の塑性変形による噛み合いによって固定されていた。こ
のことから、成形に用いた多相薄板片が加圧圧縮によって、各多相薄板片の厚さ方向（円
柱の高さ方向）に圧縮されて、この圧縮された状態で脱水素化処理が施されたことが分か
る。また、合金材を構成する各薄板片の表面は、円柱の端面（成形時にパンチが接してい
た加圧面）に実質的に平行に存在していること、合金材を構成する薄板片の積層方向は円
柱の高さ方向に平行であることを確認した。更に、合金材を構成する各薄板片はいずれも
、成形前に用いた多相薄板片よりも厚さが薄くなっていた。そのため、合金材を構成する
各薄板片のアスペクト比は、多相薄板片のアスペクト比よりも大きくなっていた。その他
、試料Ｎｏ．４－４～Ｎｏ．４－６，Ｎｏ．４－９～Ｎｏ．４－１２，Ｎｏ．４－１６の
合金材について、円柱の端面の平均結晶粒径を試験例２と同様にして調べたところ、４μ
ｍ～１０μｍであり、１０μｍ以下であった。
【０１５７】
　表４の試料Ｎｏ．４－１～Ｎｏ．４－６に注目すると、上述した特定の条件で熱処理（
磁場アニール）を施した後、水素化処理を施した多相薄板を粗粉砕し、アスペクト比Ｌ／
ｔが１．５以上の多相薄板片を金型に充填するときに、０．０１Ｔ以上０．１Ｔ以下の弱
磁場を印加する、又は振動を与えた試料Ｎｏ．４－４～Ｎｏ．４－６の合金材は、飽和磁
束密度Ｂｓ、残留磁束密度Ｂｒ、固有保磁力ｉＨｃ、最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘの
いずれも高く、磁気特性に優れ、角形性にも優れることが分かる。一方、アスペクト比Ｌ
／ｔが１．５未満の多相薄板片を用いた試料Ｎｏ．４－１～Ｎｏ．４－３では、試料Ｎｏ
．４－４～Ｎｏ．４－６に比較して、特に最大エネルギー積が低くなっている。この理由
は、試料Ｎｏ．４－１～Ｎｏ．４－３の合金材では、ｃ軸配向した多相薄板片を用いてい
ても、試験例３と同様に磁気的なギャップを最小にしようとする作用が小さく、ｃ軸配向
する作用が大きいことで、多相薄板片の表面がランダムに向いて充填された状態がそのま
ま維持されり、多相薄板片が縦置き状態又は縦置き状態に近い状態となったりしたままで
加圧圧縮したことで、合金材の円形状の端面（上述の加圧面）に非平行に存在する薄板片
が多くなったため、と考えられる。
【０１５８】
　表４の試料Ｎｏ．４－７～Ｎｏ．４－１６に注目すると、成形時に０．０１Ｔ以上０．
１Ｔ以下の弱磁場を印加する、又は振動を付与する、といういずれかの操作を行った試料
Ｎｏ．４－９～Ｎｏ．４－１２，Ｎｏ．４－１６は、上述の試料Ｎｏ．４－４～Ｎｏ．４
－６と同様に、飽和磁束密度Ｂｓ、残留磁束密度Ｂｒ、固有保磁力ｉＨｃ、最大エネルギ
ー積（ＢＨ）ｍａｘのいずれも高いことが分かる。一方、成形時に弱磁場の印加及び振動
の付与の双方を行っていない試料Ｎｏ．４－７、印加した磁場が０．０１Ｔ未満である試
料Ｎｏ．４－８では、試料Ｎｏ．４－９～Ｎｏ．４－１２に比較して、最大エネルギー積
が低くなっている。この理由は、試料Ｎｏ．４－７，Ｎｏ．４－８の合金材では、上述の
ようにｃ軸配向した多相薄板片を用いていても、金型内に自然落下などして積み重なった
ときに各多相薄板片の表面が加圧面に非平行に存在する多相薄板片が生じることを避けら
れなかったため、と考えられる。他方、成形時に０．１Ｔ超の磁場を印加した試料Ｎｏ．
４－１３～Ｎｏ．４－１５も、試料Ｎｏ．４－９～Ｎｏ．４－１２に比較して、最大エネ
ルギー積が低くなっている。この理由は、印加磁場が大き過ぎることで、多相薄板片がそ
の形状に基づき最も安定した配置状態（ここでは、多相薄板片の表面が加圧方向に向く平
置き状態）となるように作用する重力によって平置き状態となったり、磁気的なギャップ
を最小にしようとしたりする作用よりも、ｃ軸を整列する作用が大きくなり、一部の多相
薄板片がここでの目的とする角度に対して９０°異なる方向（ここでは多相薄板片が加圧
方向に直交する方向に向く縦並び状態）に配列されたため、と考えられる。
【０１５９】
　この試験例４の結果から、試料Ｎｏ．４－４～Ｎｏ．４－６，Ｎｏ．４－９～Ｎｏ．４
－１２，Ｎｏ．４－１６の合金材（着磁後）は、磁気特性に優れ、角形性にも優れること
から、永久磁石などに利用される希土類磁石（圧縮磁石）に好適であるといえる。また、
この試験結果から、成形時に磁場を印加する場合、０．１Ｔ以下といった弱磁場がよいこ
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と、又は磁場の印加に代えて振動の付与でもよいことが確認できた。
【０１６０】
　［試験例５］
　試験例２で作製した試料Ｎｏ．２－５の薄板を用意し、この薄板の積層体を焼結した後
、熱処理を施して焼結合金材を作製し、試験例２と同様にして磁気特性を調べた。
【０１６１】
　用意した試料Ｎｏ．２－５の薄板は、組成が３１質量％Ｎｄ－６２．５質量％Ｆｅ－５
質量％Ｃｏ－０．５質量％Ｇａ－１．０質量％Ｂであり、厚さが２００μｍであり、アス
ペクト比Ｌ／ｔが７５以上であり、熱処理（磁場アニール）条件が、印加磁場：４Ｔ，磁
場の印加方向：板表面に平行，６５０℃×２時間，真空中（真空度が０．５×１０－３Ｐ
ａ～１．０×１０－３Ｐａ）であり、ピーク強度比Ｉｃ／Ｉｍａｘが１．０である。この
薄板を試験例２と同様に１５ｍｍ角に切断して、正方形状の薄板（アスペクト比Ｌ／ｔは
７５）とした。正方形状の薄板を複数用意して積層し、積層体を作製した。ここでは、各
薄板がその厚さ方向に積層された状態を保持できるように、内寸が１５ｍｍ角の容器に薄
板を収納していき、積層体を得た。
【０１６２】
　得られた積層体を真空中（減圧雰囲気、真空度が１×１０－３Ｐａ）、１１００℃×１
時間という条件で焼結を施した。得られた焼結体に、真空中（減圧雰囲気、真空度が１×
１０－３Ｐａ）、６００℃×１時間という条件で熱処理（結晶粒界相の形成を目的とする
時効処理）を施した。
【０１６３】
　上記熱処理（結晶粒界相の形成を目的とする時効処理）後に得られた焼結合金材を３Ｔ
のパルス磁場で着磁した後、磁気特性（飽和磁束密度Ｂｓ（Ｔ）、残留磁束密度Ｂｒ（Ｔ
）、固有保磁力ｉＨｃ（ｋＡ／ｍ）、最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘ（ｋＪ／ｍ３））
を調べた。その結果を表５に示す。測定には、試験例２と同じＢＨトレーサを用いた。測
定の評価方向は、着磁後の焼結合金材において、円柱の端面に直交する方向とした。この
評価方向は、ここでは上記積層体の積層方向に平行な方向である。
【０１６４】

【表５】

【０１６５】
　表５に示すように試料Ｎｏ．５－１の焼結合金材（着磁後）は、試験例２で作製した積
層体（着磁後）よりも、飽和磁束密度Ｂｓ（Ｔ）、残留磁束密度Ｂｒ（Ｔ）、固有保磁力
ｉＨｃ（ｋＡ／ｍ）、及び最大エネルギー積（ＢＨ）ｍａｘ（ｋＪ／ｍ３）のいずれも高
く、磁気特性に優れていることが分かる。特に、試料Ｎｏ．５－１の焼結合金材（着磁後
）は、保磁力及び最大エネルギー積が非常に高く、角形性にも非常に優れることが分かる
。従って、試料Ｎｏ．５－１の焼結合金材（着磁後）は、このような磁気特性が求められ
る永久磁石などに利用される希土類磁石（焼結磁石）に好適であるといえる。
【産業上の利用可能性】
【０１６６】
　本発明の積層磁石、本発明のボンド磁石、本発明の圧縮磁石、本発明の焼結磁石はいず
もれ、永久磁石、例えば、各種のモータ、特に、ハイブリッド自動車やハードディスクド
ライブなどに具備される高速モータに用いられる永久磁石に好適に利用することができる
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。本発明の希土類磁石用材料は、上述の永久磁石に利用される希土類磁石の原料に好適に
利用することができる。本発明の希土類磁石用材料の製造方法は、上記希土類磁石用材料
の製造に利用することができる。本発明のボンド磁石の製造方法は、ボンド磁石の製造に
利用することができる。本発明の圧縮磁石の製造方法は、希土類－鉄系合金を水素化した
ものを加圧圧縮した後、脱水素処理を施して得られる圧縮磁石の製造に利用することがで
きる。
【符号の説明】
【０１６７】
　１　希土類磁石用材料　１ｆ　薄板の表面　１ｓ　薄板の側面
　１０Ｂ，１０Ｃ　結晶　１０Ｓ　セル結晶　１０ｃ　単位格子
　１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ　金属
　１００Ｌ　液体状のＮｄ－Ｆｅ－Ｂ系合金
　１００ＲＬ　希土類元素のリッチ相（液相）
　１００Ｒｓ　希土類元素のリッチ相（固相）
　２００　回転ロール

【図１】 【図２】
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