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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　深絞り成形あるいはさらにしごき成形に供される素材であって、鉄鋼材よって形成され
た基材層と、前記基材層の両側に積層された第１潤滑層及び第２潤滑層とを有し、前記第
１潤滑層及び第２潤滑層は純銅又はＮｉを６０mass％以下含むＣｕ－Ｎｉ合金で形成され
、製造工程の最終圧延後に焼鈍された、プレス成形用クラッド材。
【請求項２】
　前記基材層がＣ：０．０８mass％以下の低Ｃオーステナイト系ステンレス鋼で形成され
た、請求項１に記載されたプレス成形用クラッド材。
【請求項３】
　前記第１潤滑層及び第２潤滑層は、それぞれの厚さがクラッド材の全厚の５～２５％で
ある、請求項１又は２に記載したプレス成形用クラッド材。
【請求項４】
　前記基材層の表面における、下記式で表される｛１１１｝面の極密度αが３０％以上で
ある、請求項１から３のいずれか１項に記載したプレス成形用クラッド材。
α＝Ｐ｛１１１｝×１００／（Ｐ｛１１１｝＋Ｐ｛１００｝＋Ｐ｛１１０｝）
但し、Ｐ｛ｈｋｌ｝はＸ線回折による｛ｈｋｌ｝面のピーク強度を示す。
【請求項５】
　前記第１潤滑層が純銅で、第２潤滑層がＣｕ－Ｎｉ合金で形成された、請求項１から４
のいずれか１項に記載したプレス成形用クラッド材。
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【請求項６】
　請求項１から４のいずれか１項に記載されたプレス加工用クラッド材からブランクを採
取し、これを深絞り成形して素缶とし、この素缶をしごき成形して側壁部の板厚が２０～
１００μm のシームレス缶とする、シームレス缶の製造方法。
【請求項７】
　請求項５に記載されたプレス加工用クラッド材のブランクからブランクを採取し、これ
を深絞り成形して内側に第１潤滑層を備えた素缶とし、この素缶をしごき成形して側壁部
の板厚が２０～１００μm のシームレス缶とする、シームレス缶の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、深絞り成形やしごき成形などのプレス成形により成形されたシームレス缶、
その素材として好適なプレス成形性に優れたクラッド材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電池用ケース、化粧品用ケース、キャップなどの縦長のケース類のほか、特に複写機や
プリンタなどのＯＡ機器に用いられるドラム、ベルトなどの構成部材として、薄肉で細長
い有底円筒状のシームレス缶あるいはその端板部を除去して中空筒状としたシームレス管
が用いられる。
【０００３】
　このようなシームレス缶の製造方法として、特開２００１－７４１７３号公報（特許文
献１）には、金属板を深絞りしてカップ素缶を形成し、該カップ素缶をしごき加工するこ
とが記載されている。さらに、同文献には金属素管を引き抜き加工したり、内部から液圧
を加えて拡管処理する製造方法が記載されている。また、特開２００１－２２５１３４号
公報（特許文献２）に記載されているように、金属素管に対して回転塑性加工法であるス
ピニング加工法を施す方法も提案されている。
【特許文献１】特開２００１－７４１７３号公報
【特許文献２】特開２００１－２２５１３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載の深絞り成形、しごき成形により、厚さが１００μm 程度以
下の薄肉長尺のシームレス缶をプレス成形する場合、深絞り成形を複数回行った後、さら
にしごき成形を複数回行う必要がある。このため、素材としては展延性に優れた金属材を
用いる場合はともかく、ステンレス鋼や冷延鋼板などの鉄鋼材を用いた場合、目標寸法ま
で成形することができない。また各成形工程ごとに中間焼鈍を施すことで、成形性をある
程度改善することができるが、生産性が著しく低下し、効率のよいプレス成形の利点を生
かせないという問題がある。
　一方、引抜加工法や液圧による拡管処理、スピニング加工による加工方法は、鉄鋼材で
も薄肉化が比較的容易であるが、特殊な製造設備が必要で、さらに深絞り成形やしごき成
形のようなプレス成形に比して生産性が劣るという問題がある。
　本発明はかかる問題に鑑みなされたもので、深絞り成形やしごき成形により容易に薄肉
シームレス缶を製造することができる方法、およびその方法の実施に好適なプレス成形用
素材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】
【０００５】
　本発明のプレス成形用クラッド材は、深絞り成形あるいはさらにしごき成形に供される
素材であって、鉄鋼材によって形成された基材層と、前記基材層の両側に積層された第１
潤滑層及び第２潤滑層とを有し、前記第１潤滑層及び第２潤滑層は純銅又はＮｉを６０ma
ss％以下含むＣｕ－Ｎｉ合金で形成され、製造工程の最終圧延後に焼鈍されたものである
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。
　このクラッド材によると、鉄鋼材よって形成された基材層の両側に純銅又はＮｉを６０
mass％以下含むＣｕ－Ｎｉ合金で形成された第１、第２潤滑層が積層され、製造工程の最
終圧延後に焼鈍されているので、展延性に優れかつ摩擦係数の低い、潤滑性の良好な第１
、第２潤滑層が成形金型の成形面に接触し、展延性に劣る基材層を成形面に直接接触させ
ないため、プレス成形性に優れる。このため、深絞り成形やしごき成形を複数段で行うプ
レス成形においても、鉄鋼材で形成されたの基材層の破断、断裂を防止することができ、
薄肉シームレス缶を容易かつ効率的に製造することができる。
【０００６】
　前記基材層はＣ：０．０８mass％以下の低Ｃオーステナイト系ステンレス鋼で形成する
ことが好ましい。これにより、基材層に耐食性及び優れた成形加工性を付与することがで
き、クラッド材のプレス成形性をより向上させることができる。
【０００７】
　また、前記第１潤滑層及び第２潤滑層は、それぞれの厚さをクラッド材の全厚の５～２
５％とすることが好ましい。２０～１００μm 程度の薄肉シームレス缶をプレス成形する
場合、成形の安定性を確保するには成形の最終段階においても潤滑層（片側）が５μm 程
度、すなわち全厚の５～２５％程度残存していることが好ましい。かかる肉厚を確保する
には素材であるクラッド材においても同様の割合で潤滑層が形成されていることが望まし
い。
【０００８】
　また、前記基材層の表面における、下記式で表される｛１１１｝面の極密度αが３０％
以上であることが好ましい。本発明者は、基材層表面の極密度とプレス成形した缶端開口
部における耳の発生について種々の実験を重ねた結果、α≧３０％とすることで、深絞り
成形やしごき成形したシームレス缶における耳の発生を抑制することができ、また缶の真
円度も向上することを知見した。これより、α≧３０％とすることにより、缶端部に形成
される耳の除去代を削減することができ、また真円度が向上するため、成形歩留、生産性
がより向上する。
α＝Ｐ｛１１１｝×１００／（Ｐ｛１１１｝＋Ｐ｛１００｝＋Ｐ｛１１０｝）
但し、Ｐ｛ｈｋｌ｝はＸ線回折による｛ｈｋｌ｝面のピーク強度を示す。
【０００９】
　また、前記基材層の一方の潤滑層、すなわち第１潤滑層を純銅で、他方の第２潤滑層を
Ｃｕ－Ｎｉ合金で形成することができる。ここで、「第１」、「第２」というのは、単に
潤滑層をその材質により区別するだけの意味である。クラッド材から採取したブランクを
用いて筒状体をプレス成形する場合、その側壁部の外面側はダイの成形面すなわちアール
部やしごき部に当接するため、パンチ側に当接する内面側に比べて厳しい加工が施される
。このため、純銅に比して潤滑性の良好なＣｕ－Ｎｉ合金で第２潤滑層を形成しておき、
第２潤滑層をダイの成形面側となるようにブランクを配置して成形することで、優れた成
形性を確保することができる。また、純銅の第１潤滑層が筒状体の内側に配されることに
なるため、熱伝導性に優れる純銅層を内側に有するシームレス缶を容易に製造することが
できる。この場合、シームレス缶の内側の純銅層の厚さが１０μm 以上となるようにクラ
ッド材の第１潤滑層の厚さを設定することが望ましい。
【００１０】
　本発明のシームレス管の製造方法は、前記クラッド材からブランクを採取し、これを深
絞り成形して素缶とし、この素缶をしごき成形して側壁部の板厚が２０～１００μm のシ
ームレス缶とするものである。
　この製造方法によると、前記クラッド材の第１、第２潤滑層が鉄鋼材で形成された基材
層を保護して、そのの成形を円滑化するため、深絞り成形やしごき成形を複数段で実施し
ても、鉄鋼材で形成されたの基材層を破断、断裂させることなく、薄肉シームレス缶を容
易かつ効率的に製造することができる。
【００１１】
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　また、前記第１潤滑層が純銅で、第２潤滑層がＣｕ－Ｎｉ合金で形成されたクラッド材
からブランクを採取し、第１潤滑層が内側に、第２潤滑層が外側（ダイの成形面側）にな
るうように深絞り成形、しごき成形することで、優れたプレス成形性を損なうことなく、
内側に熱伝導性に優れる純銅層を有する薄肉シームレス缶を容易に製造することができる
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のプレス成形用クラッド材によれば、鉄鋼材で形成された基材層の両側に純銅あ
るいはＮｉを６０mass％以下含有するＣｕ－Ｎｉ合金からなる第１、第２潤滑層が形成さ
れ、製造工程の最終圧延後に焼鈍されているので、基材層に比べて展延性に優れ、摩擦係
数の低い潤滑層が基材層を保護し、基材層が成形工具の成形面に直接接触しないため、基
材層が円滑に塑性変形する。このため、このクラッド材を用いる本発明のシームレス缶の
製造方法によれば、複数段のプレス成形を連続的に実施することができ、薄肉のシームレ
ス缶を容易かつ効率的に製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して実施形態にかかるクラッド材について説明する。
　図１は実施形態にかかるクラッド材１を示しており、基材層２の両面に第１、第２潤滑
層３Ａ，３Ｂが圧接および拡散接合されて積層形成されている。潤滑層の「第１」、「第
２」は基材層２の両面にそれぞれ積層された潤滑層を区別するために付したものである。
【００１４】
　前記基材層２は、深絞り成形用冷延鋼板やステンレス鋼などのプレス成形性の良好な鉄
鋼材により形成されている。ステンレス鋼は総じて耐食性に優れるが、加工性の点ではフ
ェライト系ステンレス鋼やオーステナイト系ステンレス鋼が好ましい。特に、プレス成形
性の観点からはＣ：０．０８mass％以下の低Ｃオーステナイト系ステンレス鋼が好適であ
る。さらに低Ｃオーステナイト系ステンレス鋼の中でも、比較的Ｎｉ量が多く、Ｃｒ量が
少ないものが好ましい。例えば、ＳＵＳ３０４のようにＮｉ：８～１０．５mass％、Ｃｒ
：１８～２０mass％のステンレス鋼より、ＳＵＳ３１６のようにＮｉ：１０～１４mass％
、Ｃｒ：１６～１８mass％のステンレス鋼が好ましい。さらに、Ｎｉ：１３～１５％、Ｃ
ｒ：１５～１７％のものがより好ましい。なお、Ｃ、Ｎｉ、Ｃｒ以外の成分は、組織がオ
ーステナイト単相となる限り特に限定されないが、Ｓｉ：１．０％以下、Ｍｎ：２．０％
以下、Ｐ：０．０４％以下、Ｓ：０．０３％以下に止め、残部Ｆｅおよび不純物とするこ
とが好ましい。
【００１５】
　前記第１潤滑層３Ａ、第２潤滑層３Ｂは、それぞれ純銅あるいはＮｉ：６０mass％以下
のＣｕ－Ｎｉ合金で形成することができる。潤滑層として必要な主特性は展延性の指標で
ある硬さと、摩擦係数μであり、図２に示すように、Ｎｉ：０～７０％のＣｕ－Ｎｉ合金
（Ｎｉ＝０％は純銅、全て焼鈍材）において、Ｎｉ：０～６０％では硬度が１２０Ｈｖ以
下で、μが０．５以下となり、ＳＵＳ３１６に比して硬度が９０％以下、摩擦係数が８５
％以下に押さえられる。好ましくは、Ｎｉ：２０～４０mass％であり、この範囲では硬度
が１００Ｈｖ以下、摩擦係数が０．４以下に止まる。
【００１６】
　前記第１潤滑層３Ａ、第２潤滑層３Ｂは、同じ材質で形成してもよいが、同材質とする
必要はなく、一方の第１潤滑層３Ａを純銅で形成し、他方の第２潤滑層３ＢをＣｕ－Ｎｉ
合金で形成することができる。このようなクラッド材のブランクを用いて、有底円筒体を
成形する場合、純銅はＣｕ－Ｎｉ合金に比して潤滑性に劣るが、前記純銅の第１潤滑層３
Ａを有底筒状体の内側となるように成形金型に配置して成形することで、プレス成形性の
低下は生じない。深絞り成形、しごき成形の場合、外側の第２潤滑層３Ｂは、ダイのコー
ナー部、しごき部の成形面（図３の「１４」、図４の「２４」参照）に接触して厳しい曲
げ延伸、しごき加工を受けるが、ポンチ側に接する内側の第１潤滑層３Ａの加工度は小さ
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いからである。
【００１７】
　また、純銅の第１潤滑層３Ａが有底筒状体の内側にくるようにして成形することで、熱
伝導性に優れた純銅層を内側に備えた有底筒状体を容易に成形することができる。因みに
、純銅は、熱伝導率が４００Ｗ／（ｍ・Ｋ）とＣｕ－Ｎｉ合金に比して非常に優れており
、Ｎｉが１０％含有するだけで熱伝導率は４９．２Ｗ／（ｍ・Ｋ）と急激に低下する。こ
のように内側に純銅層が形成されたシームレス缶から製作したプリンタの定着用ヒーター
ドラムやヒーターベルトは、その内側にヒータを設けることで速やかにドラム、ベルトの
全体を温めることができ、起動時間を短縮することができる。特に、ヒータとして誘導加
熱ヒータを用いるものでは、誘導加熱の際の渦電流によって純銅層が急速に加熱される利
点がある。
【００１８】
　前記クラッド材における第１潤滑層３Ａ、第２潤滑層３Ｂの厚さは、それぞれ全体厚さ
の５～２５％程度とするのがよい。目標シームレス缶の側壁部の厚さを２０～１００μm 
とする場合、側壁部に破断や断裂が生じないようにプレス成形するには、最終成形段階で
潤滑層の厚さを少なくとも５μm 程度確保することが好ましい。一方、缶の強度を確保す
るには少なくとも側壁部の５０％を基材層で構成することが好ましい。従って、この場合
、潤滑層（片側）の厚さは、目標シームレス缶の側壁部における厚さの５～２５％程度に
なる。クラッド材における各層の厚さ比は、深絞り成形やしごき成形などのプレス成形後
もほぼ同率で維持されるので、クラッド材においてもかかる厚さ比を確保することで、側
壁部の厚さが２０～１００μm のシームレス缶を安定的かつ円滑にプレス成形することが
できるようになる。なお、シームレス缶に熱伝導性を向上させるために純銅層を積層する
場合、純銅層は少なくとも１０μm 程度あることが好ましいので、クラッド材の全厚を３
０～１００μm として、前記純銅層に対応するの純銅潤滑層（第１潤滑層）の厚さ比を１
０～３３％程度とすることが好ましい。
【００１９】
　また、前記基材層２の圧延面が｛１１１｝面が優勢となるように圧延集合組織を調整す
ることで、厳しい減厚加工を施しても缶端に耳が形成され難くなり、また真円度が向上し
、製造歩留がより向上する。すなわち、前記基材層２の表面（圧延面）における、下記式
で表される｛１１１｝面の極密度αを３０％以上とすることで、耳の発生を抑制し、真円
度を向上させることができる。前記極密度は、クラッド材から潤滑層をエッチングや研磨
などの機械的方法によって除去し、Ｘ線回折により基材層表面の｛１１１｝面、｛１００
｝面、｛１１０｝面のピーク強度を測定し、そのピーク強度を下記式に代入することによ
り算出される。
α＝Ｐ｛１１１｝×１００／（Ｐ｛１１１｝＋Ｐ｛１００｝＋Ｐ｛１１０｝）
但し、Ｐ｛ｈｋｌ｝はＸ線回折による｛ｈｋｌ｝面のピーク強度を示す。
【００２０】
　上記クラッド材１は、基材層２の元になる鉄鋼板の両面に、潤滑層３Ａ，３Ｂの元にな
る純銅板あるいはＣｕ－Ｎｉ合金板を重ね合わせ、重ね合わされた積層材を一対のロール
に通してお互いを冷間あるいは温間で圧接し、さらに基材層が十分に再結晶するように９
００～１１００℃程度の温度で０．５～５min 程度保持する焼鈍（軟化焼鈍）を施すこと
により製造される。この焼鈍は、各層の拡散焼鈍を兼ねるものである。その後、必要に応
じて厚さ調整のため、仕上圧延を行い、焼鈍を施してもよい。
　これらの圧延、焼鈍に際し、基材層２表面の｛１１１｝面の極密度を３０％以上にする
には、発明者等の実験の結果、最終焼鈍前の最終圧延における圧下率を３０～５０％とす
ることが重要であること判明した。このため、プレス成形品の耳の抑制、真円度を向上さ
せるには上記範囲で最終圧延を施すことが好ましい。
【００２１】
　次に、上記クラッド材を用いた薄肉シームレス缶の製造実施形態について説明する。
　まず、上記クラッド材１から深絞り成形用のブランクＢを採取し、このブランクＢを深
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絞り成形し、有底円筒体（素缶）を製作する。図３は、深絞り成形の説明図であり、ダイ
１１のキャビティの上に載置されたブランク（素板）Ｂは、ダイ１１の上面と板押さえ１
３との間に押圧状態で挟持される。そして、パンチ１２をダイ１１のキャビティーに降下
することで、ブランクＢは板押さえ３の押圧力に抗しながら、キャビティーの開口周縁部
に形成されたアール部１４で曲げ延伸されながら有底円筒状の素缶に成形される。目標と
するシームレス缶の長さに応じて、通常、深絞り成形は複数段で実施される。深絞り成形
において、ブランクの直径（２段目以降の成形の場合、成形前の素缶の内径）をｄｂ、パ
ンチの直径をｄｐとしたときｄｂ／ｄｐを絞り比という。絞り比は、通常、初段では１．
５程度、２段目以降では１．３程度とされる。
【００２２】
　クラッド材１の基材層２の一方に純銅の第１潤滑層３Ａを、他方にＣｕ－Ｎｉ合金の第
２潤滑層３Ｂを形成した場合、第１潤滑層３Ａが上側になるようにダイ１１の上面に載置
する。これにより、潤滑性に優れたＣｕ－Ｎｉ合金の第２潤滑層３Ｂが素缶の外側になり
、アール部１４やしごき部２４で強加工を受けても十分に成形性を確保することができる
。
【００２３】
　次に、深絞り成形された素缶を用いてしごき成形を行う。図４は、しごき成形の説明図
であり、ダイ２１のキャビティ開口部に素缶Ｃを同心状の載置し、素缶Ｃの内側に装着し
たパンチ２２を下降することにより素缶Ｃの側壁部の肉厚ｔ１が、しごき部２４でしごき
加工されてｔ２の肉厚に減厚される。しごき成形において、（ｔ１－ｔ２）×１００／ｔ
１をしごき率という。
【００２４】
　前記しごき成形において、通常、目標シームレス缶の側壁部の板厚になるように、複数
段のしごき成形が施される。１段当たりのしごき率は、通常、３０～５０％とされる。こ
れは、３０％未満では成形は容易であるが、減厚量が少なく、目標板厚に至るまで成形段
数が増え、一方５０％超では、成形段数を減らすことができるが、加工条件が厳しいため
、破断し易くなり、いずれの場合も生産性が低下するようになるからである。目標板厚が
１００μm 以下の場合、通常、しごき成形は３段以上行われる。
【００２５】
　以上のようにして、シームレス缶が深絞り成形としごき成形とによって成形される。中
空円筒状のシームレス管を得るには、前記有底円筒体であるシームレス缶の端板部を機械
的切断、レーザービーム切断、水ジェット切断などにより切断除去すればよい。
【００２６】
　上記実施形態におけるシームレス缶の製造例では、深絞り成形としごき成形とを別工程
として実施したが、例えば特許２７９００７２号公報、特許３５８２３１９号公報に開示
されているように、これらを１工程で行う、薄肉化再絞り－しごき加工法を適宜回数行っ
てもよい。
【００２７】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はかかる実施例によっ
て限定的に解釈されるものではない。
【実施例】
【００２８】
　mass％でＣ：０．０２％、Ｎｉ：１２．８％、Ｃｒ：１６．９％の低Ｃオーステナイト
系ステンレス鋼（ＳＵＳ１）又はＣ：０．００３％、Ｎｉ：１３．９％、Ｃｒ：１６．１
％の低Ｃオーステナイト系ステンレス鋼（ＳＵＳ２）の薄板（板厚１．０～２．０mm）を
準備した。なお、ＳＵＳ１、ＳＵＳ２とも、Ｃ、Ｎｉ、Ｃｒ以外の成分は、Ｓｉ：１．０
％以下、Ｍｎ：２．０％以下、Ｐ：０．０４％以下、Ｓ：０．０３％以下であった。前記
ステンレス鋼の薄板の両面に、純銅（Ｃｕ）あるいはＣｕ－３０mass％Ｎｉ合金の薄板（
第１潤滑層側：板厚０．４mm、第２潤滑層側：板厚０．２７mm）を重ね合わせて圧下率３
０～７０％にて冷間圧接し、得られた圧接材を種々の圧下率（５０～７５％）で冷間圧延
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を施した後、表１に示す圧下率にて最終圧延、最終焼鈍（１０００℃、１min 保持）を施
して厚さ０．２７mmのクラッド材を得た。クラッド材の構成（第１潤滑層／基材層／第２
潤滑層）、最終圧延における圧下率、潤滑層の全厚に対する厚さ比（第１潤滑層，第２潤
滑層）を表１に併せて示す。
【００２９】
　また、得られたクラッド材から観察片を採取し、潤滑層をエッチングにより除去した後
、Ｘ線回折により各回折面のピーク強度を測定し、｛１１１｝面の極密度αを求めた。使
用したＸ線回折装置はリガク社製、型番ＲＩＮＴ２２００であり、測定条件は以下のとお
りである。
測定条件
走査軸２θ／θ、測角範囲１０°～９０°、発散スリット０．１mm、散乱スリット１／２
 deg、受光スリット０．１５mm
【００３０】
　また、作製したクラッド材から圧延方向に対して０°、４５°、９０°の方向に沿って
引張試験片を採取し、引張試験を行い、ｒ0 、ｒ45、ｒ90を求め、下記式から面内異方性
Δｒを求めた。Δｒは円筒深絞り容器に発生する耳に関係する指標であり、正値は０°あ
るいは９０°方向の耳の発生、負値は４５°方向の耳の発生を示し、数値がゼロに近いほ
ど耳の大きさは小さく、ゼロでは耳の発生がないことを示す。求めたΔｒを表１に併せて
示す。
Δｒ＝（ｒ0 ＋ｒ90－２ｒ45）／２
【００３１】
　また、作製したクラッド材からブランク材（直径１２５mm）を採取し、３段階の深絞り
成形（内径８０mmφ→６０mmφ→４５mmφ）を経て内径４５mmφ、側壁部板厚０．２７mm
、高さ６４mmの素缶を製作した。なお、第１潤滑層を純銅で形成したものでは、第１潤滑
層が素缶の内側（パンチ側）になるようにブランクを配置して深絞り成形した。
【００３２】
　次に、この素缶を用いて、内径を４５mmφに維持したまま、各段のしごき率を３４～３
５％として４段階のしごき成形（側壁部板厚０．１７９mm→０．１１７mm→０．０７７mm
→０．０５０mm）を経て内径４５mmφ、側壁部板厚０．０５０mm、高さ３２５mmの薄肉シ
ームレス缶を製作した。シームレス缶の製造に際し、１００個当たり良品率を調べた。シ
ームレス缶の缶胴に破断や断裂が生じることなく成形できたものを良品とした。調査結果
を表１に併せて示す。表１中、良品率が９０％以上を「○○○」、７５％以上９０％未満
を「○○」、６０％以上７５％未満を「○」、６０％未満４５％以上を「△」、成形不能
を「×」で示した。
【００３３】
　表１より、第１、第２潤滑層をともに純銅で形成した試料No. １（発明例）では、プレ
ス成形性はやや劣るものの、第２潤滑層をＣｕ－Ｎｉ合金で形成したクラッド材（試料No
. ５～８）では、第２潤滑層がダイの成形部側になるようにブランクを配置する限り、プ
レス成形性は良好であった。特に、基材層表面の｛１１１｝面の極密度が３０％以上の試
料No. ６、７では、面内異方性を示すΔｒが０．１未満であり、耳発生の抑制や真円度の
向上が期待できることが確認された。
【００３４】
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【表１】

【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】実施形態にかかるクラッド材の部分断面図である。
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【図２】Ｃｕ－Ｎｉ合金のＮｉ量と硬さ及び摩擦係数との関係を示すグラフである。
【図３】深絞り成形の実施要領を示す説明図である。
【図４】しごき成形の実施要領を示す説明図である。
【符号の説明】
【００３６】
１　クラッド材
２　基材層
３Ａ　第１潤滑層
３Ｂ　第２潤滑層
１１，２１　ダイ
１４　アール部
２４　しごき部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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