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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マグネシウム合金からなる板材が渦巻き状に巻き取られてなるマグネシウム合金コイル
材であって、
　前記板材の全長が２００ｍ以上であり、
　前記板材の全長に亘って、残留応力のばらつきが８ＭＰａ以内であるマグネシウム合金
コイル材。
【請求項２】
　前記板材の残留応力が－２５ＭＰａから＋２５ＭＰａの範囲である請求項１に記載のマ
グネシウム合金コイル材。
【請求項３】
　前記マグネシウム合金は、Ａｌを含有するＭｇ－Ａｌ系合金である請求項１又は請求項
２に記載のマグネシウム合金コイル材。
【請求項４】
　前記マグネシウム合金の平均結晶粒径が１０μｍ以下である請求項１～請求項３のいず
れか１項に記載のマグネシウム合金コイル材。
【請求項５】
　マグネシウム合金からなり、圧延が施された素材板が渦巻き状に巻き取られた素材コイ
ル材を準備する工程と、
　前記素材コイル材を巻き戻して前記素材板を走行させて、前記素材板に５ＭＰａ超２５
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ＭＰａ以下の引張応力を付与した状態で、１５０℃以上３００℃以下の熱処理を連続的に
施す工程と、
　前記熱処理が施されたマグネシウム合金からなる板材を渦巻き状に巻き取る工程とを備
え、
　前記板材の全長が２００ｍ以上であり、前記板材の全長に亘って、残留応力のばらつき
が８ＭＰａ以内であるマグネシウム合金コイル材を製造するマグネシウム合金コイル材の
製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マグネシウム合金からなる板材が渦巻き状に巻き取られたマグネシウム合金
コイル材及びその製造方法に関するものである。特に、プレス加工といった塑性加工後に
おいて形状安定性に優れる塑性加工部材を成形可能なマグネシウム合金コイル材及びその
製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　軽量で比強度、比剛性に優れるマグネシウム合金が、携帯電話やノート型パーソナルコ
ンピュータといった携帯用電気・電子機器類の筐体や自動車部品などの各種の部材の構成
材料に利用されてきている。
【０００３】
　マグネシウム合金は、金属のなかでも軽量で、比強度が高く、優れた衝撃吸収性を有す
る上に、活性なマグネシウムに種々の元素が添加されていることで耐食性にも優れており
、上記各種の部材の構成材料に好ましい。具体的なマグネシウム合金として、例えば、Ａ
ｌを含有するＭｇ－Ａｌ系合金、より具体的には、ＡＳＴＭ規格において展伸用合金とし
て規定されるＡＺ３１合金や、鋳造用合金として規定されるＡＺ９１合金などがある。
【０００４】
　しかし、マグネシウム合金は、六方晶の結晶構造（ｈｃｐ構造）を有するため、一般に
室温といった低温での塑性加工性に劣ることから、ある程度温度が高い状態で加工を行う
。特に、添加元素の含有量が多いマグネシウム合金は、添加元素の含有量が少ないマグネ
シウム合金よりも塑性加工性に劣ることから、加工にあたり、加熱が必要である。特許文
献１は、ＡＺ９１合金からなる素材に特定の温度制御を行って圧延を施すことで、塑性加
工性に優れるマグネシウム合金コイル材が得られることを開示している。このマグネシウ
ム合金コイル材は、加工歪みが存在した組織を有し、プレス加工といった塑性加工時に動
的再結晶化を生じることで、塑性加工性に優れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１３１２７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　塑性加工後において形状安定性に優れる塑性加工部材を成形可能なマグネシウム合金コ
イル材の開発が望まれる。
【０００７】
　プレス加工などの塑性加工を施してマグネシウム合金部材（塑性加工部材）を製造する
場合、素材として、連続した長尺な板や、更に広幅である長尺な板を利用すると、所定の
長さに切断したシート板を利用する場合と比較して、歩留まりを低減でき、生産性を高め
られると期待される。従って、長尺な板や更には広幅な板を巻き取ったマグネシウム合金
コイル材は、マグネシウム合金部材（塑性加工部材）の量産に寄与することができるとい
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える。また、寸法精度や形状精度に優れる塑性加工部材を成形可能な素材であると、不良
品を低減でき、生産性を高められる。
【０００８】
　上述のようにある程度温度が高い状態（代表的には２００℃以上）とすることで、塑性
加工性を高められて、塑性加工部材を良好に製造できる。しかし、本発明者らが調べた結
果、プレス加工といった塑性加工を行うにあたり、素材を加熱すると、素材に反りなどの
変形が局所的に生じることがある、との知見を得た。具体的には、コイル材を巻き戻して
所定の長さに切断したシート片を加熱した場合、シート片の縁部が反り上がることがある
。このように素材が部分的に変形した場合、プレス加工といった塑性加工を行う装置に備
える成形型の所定の位置に素材が精度よく配置されなかったり、成形型内で素材の位置が
ずれたり、安定しなかったりする。そのため、所定の形状に精度よく加工できず、塑性加
工後に得られた成形体の形状や寸法が安定せずばらつきが生じ、不良率が上がる。その結
果、塑性加工部材の生産性の低下を招く。
【０００９】
　そこで、本発明の目的の一つは、形状安定性に優れる塑性加工部材を成形可能なマグネ
シウム合金コイル材を提供することにある。また、本発明の他の目的は、形状安定性に優
れる塑性加工部材を成形可能なマグネシウム合金コイル材を製造できるマグネシウム合金
コイル材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】
【００１０】
　本発明のマグネシウム合金コイル材は、マグネシウム合金からなる板材が渦巻き状に巻
き取られてなるマグネシウム合金コイル材であって、
　前記板材の全長に亘って、残留応力のばらつきが２０ＭＰａ以内である。
【００１１】
　本発明のマグネシウム合金コイル材の製造方法は、以下の準備工程と、熱処理工程と、
巻き取り工程とを備える。
　準備工程　マグネシウム合金からなり、圧延が施された素材板が渦巻き状に巻き取られ
た素材コイル材を準備する工程。
　熱処理工程　前記素材コイル材を巻き戻して前記素材板を走行させて、前記素材板に５
ＭＰａ超２５ＭＰａ以下の引張応力を付与した状態で、１５０℃以上３００℃以下の熱処
理を連続的に施す工程。
　巻き取り工程　前記熱処理が施されたマグネシウム合金からなる板材を渦巻き状に巻き
取る工程。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のマグネシウム合金コイル材は、形状安定性に優れる塑性加工部材を成形できる
。本発明のマグネシウム合金コイル材の製造方法は、形状安定性に優れる塑性加工部材を
成形可能なマグネシウム合金コイル材を製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施の形態に係るマグネシウム合金コイル材の製造方法を説明する説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　［本発明の実施の形態の説明］
　本発明者らは、上述の温間塑性加工を行うための加熱時に生じる局所的な変形を低減す
るための対策、好ましくは実質的に無くすための対策を検討した結果、上述の加熱によっ
て局所的な変形が生じる素材は、コイル材の全長でみると、残留応力のばらつきが大きい
、との知見を得た。また、この残留応力のばらつきを低減するには、上述の温間塑性加工
のための加熱を行う前に、素材に特定の条件で別途熱処理を施すことが好ましい、との知
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見を得た。本発明は、上記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。
【００１５】
　（１）　実施形態に係るマグネシウム合金コイル材は、マグネシウム合金からなる板材
が渦巻き状に巻き取られてなるものであり、上記板材の全長に亘って、残留応力のばらつ
きが２０ＭＰａ以内である。上記板材の全長に亘る残留応力のばらつきは、以下のように
測定する。
【００１６】
　マグネシウム合金コイル材を巻き戻して、所定の長さごとにサンプル板材を切り出し、
複数枚のサンプル板材を用意する。上記所定の長さは、コイル材の全長×０．１以上、１
００ｍ以下とする。例えば、コイル材の全長が１０ｍである場合、所定の長さは１ｍ以上
とする。例えば、コイル材の全長が１０００ｍ超（１ｋｍ超）である場合、１００ｍとす
る。サンプル板材の数は、５枚以上、好ましくは８枚以上とする。１枚のサンプル板材の
長さは、少なくともＸ線回折による残留応力の測定が可能なサイズとする。そして、各サ
ンプル板材の一面において、幅方向の中心位置であって長手方向の任意の１点以上につい
て、残留応力を測定する。各サンプル板材において残留応力を測定する一面とは、巻き取
られていたときに外側に配置されていた面、即ち、巻きの外周側の面（表面）とする。測
定した残留応力（合計５点以上の残留応力）について、最大値と最小値との差を残留応力
のばらつきとする。
【００１７】
　実施形態に係るマグネシウム合金コイル材は、全長に亘って、残留応力のばらつきが十
分に小さく、均一的な状態である。そのため、実施形態に係るマグネシウム合金コイル材
にプレス加工などの塑性加工を施すにあたり、適宜な長さに切断したシート材を所定の温
度に加熱した場合でも、反りといった局所的な変形が生じ難い、又は実質的に生じない。
また、この塑性加工のための加熱に斑があった場合でも、変形が生じ難い。そのため、実
施形態に係るマグネシウム合金コイル材は、このコイル材を構成する板材（切断したもの
も含む）に塑性加工のための加熱がなされた場合でも、塑性加工用の成形型の適切な位置
に精度よく配置できる上に、その配置位置がずれ難く、安定して塑性加工を施すことがで
きる。従って、実施形態に係るマグネシウム合金コイル材を塑性加工部材の素材に用いる
ことで、寸法精度・形状精度に優れる塑性加工部材を連続的に、安定して成形できる。こ
のことから、実施形態に係るマグネシウム合金コイル材は、寸法精度・形状精度に優れる
高品位な塑性加工部材、つまり形状安定性に優れる塑性加工部材の量産に寄与することが
できる。また、実施形態に係るマグネシウム合金コイル材は、残留応力が均一的であるこ
とから、塑性加工を施した場合に板材が均一的に伸びることができ、塑性加工性にも優れ
る。
【００１８】
　（２）　実施形態に係るマグネシウム合金コイル材として、上記板材の残留応力が－２
５ＭＰａから＋２５ＭＰａの範囲である形態が挙げられる。－（マイナス）は、圧縮残留
応力、＋（プラス）は、引張残留応力を意味する。
【００１９】
　上記形態は、板材の残留応力（絶対値）自体が小さいことから、上述のように温間塑性
加工にあたり加熱した場合に、局所的な変形が更に生じ難く、塑性加工性に優れる。また
、上記形態は、形状安定性に優れる塑性加工部材の量産に寄与することができる。
【００２０】
　（３）　実施形態に係るマグネシウム合金コイル材として、上記マグネシウム合金がＡ
ｌを含有するＭｇ－Ａｌ系合金である形態が挙げられる。
【００２１】
　添加元素にＡｌを含有するＭｇ－Ａｌ系合金は、強度、硬度（剛性）といった機械的特
性や、耐食性に優れることから、上記形態のマグネシウム合金コイル材を素材に用いるこ
とで、機械的特性や耐食性に優れる塑性加工部材や板材を製造できる。
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【００２２】
　（４）　実施形態に係るマグネシウム合金コイル材として、上記マグネシウム合金の平
均結晶粒径が１０μｍ以下である形態が挙げられる。
【００２３】
　上記形態は、板材が微細な結晶組織で構成されることで、塑性加工性に優れる。
【００２４】
　上述の実施形態に係るマグネシウム合金コイル材は、例えば、以下の実施形態に係るマ
グネシウム合金コイル材の製造方法によって得られる。
　（５）　実施形態に係るマグネシウム合金コイル材の製造方法は、以下の準備工程と、
熱処理工程と、巻き取り工程とを備える。
　準備工程　マグネシウム合金からなり、圧延が施された素材板が渦巻き状に巻き取られ
た素材コイル材を準備する工程。
　熱処理工程　上記素材コイル材を巻き戻して上記素材板を走行させて、上記素材板に５
ＭＰａ超２５ＭＰａ以下の引張応力を付与した状態で、１５０℃以上３００℃以下の熱処
理を連続的に施す工程。
　巻き取り工程　上記熱処理が施されたマグネシウム合金からなる板材を渦巻き状に巻き
取る工程。
【００２５】
　温間圧延などの圧延といった塑性加工が施された、マグネシウム合金からなる素材板は
、上述のように残留応力を有する。この残留応力を有する素材板に上述の特定の引張応力
の付与を伴う熱処理を行うことで、実施形態に係るマグネシウム合金コイル材の製造方法
は、上記特定の熱処理後に得られるマグネシウム合金からなる板材（熱処理板）の残留応
力を低減できる。かつ、実施形態に係るマグネシウム合金コイル材の製造方法は、連続す
る素材板（端的にいえば、長尺な板）に対して、特定の低い引張応力を加えた状態で、か
つ特定の温間域に素材板を保持するため、熱処理前後における板厚を実質的に変えること
なく、素材板の残留応力を低減できる、好ましくは実質的に無くすことができる。つまり
、実施形態に係るマグネシウム合金コイル材の製造方法は、温間圧延などの圧延によって
調整された板厚を実質的に維持した熱処理板を製造できる。そして、得られた板材（熱処
理板）は、上述のように温間塑性加工にあたり加熱した場合にも、局所的な変形が生じ難
く、又は実質的に生じず、形状安定性に優れる塑性加工部材を成形できる。従って、実施
形態に係るマグネシウム合金コイル材の製造方法は、高精度・高品位な塑性加工部材を生
産性よく製造できるマグネシウム合金コイル材を製造することができる。特に、実施形態
に係るマグネシウム合金コイル材の製造方法において上記マグネシウム合金がＡｌを含有
するＭｇ－Ａｌ系合金である形態では、機械的特性や耐食性に優れるマグネシウム合金コ
イル材を製造できる。
【００２６】
　［本発明の実施形態の詳細］
　以下、実施形態に係るマグネシウム合金コイル材、及び実施形態に係るマグネシウム合
金コイル材の製造方法をより詳細に説明する。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、後述する試験例において、コイ
ル材の仕様（材質、厚さ、長さ、幅など）、製造条件（圧延条件（圧延温度、圧下率など
）、熱処理条件（加熱温度、応力など））などを適宜変更することができる。
【００２７】
　（マグネシウム合金コイル材）
　実施形態のマグネシウム合金コイル材は、Ｍｇに種々の添加元素を含有した種々の組成
のマグネシウム合金（Ｍｇを５０質量％以上及び添加元素を含有し、残部不可避不純物）
から構成される長尺な板材が渦巻き状に多層に巻き取られて構成される。
【００２８】
　・組成
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　マグネシウム合金の添加元素は、例えば、Ａｌ，Ｚｎ，Ｍｎ，Ｓｉ，Ｂｅ，Ｃａ，Ｓｒ
，Ｙ，Ｃｕ，Ａｇ，Ｓｎ，Ｌｉ，Ｚｒ，Ｃｅ，Ｎｉ，Ａｕ及び希土類元素（Ｙ，Ｃｅを除
く）から選択された１種以上の元素が挙げられる。特に、Ａｌを含有するＭｇ－Ａｌ系合
金は、耐食性や機械的特性に優れて好ましい。Ａｌの含有量は、０．１質量％以上が挙げ
られ、多いほど耐食性や機械的特性に優れる傾向にある。Ａｌの含有量は、１２質量％を
超えると塑性加工性の低下を招くことから、１２質量％以下、更に１１質量％以下が好ま
しい。
【００２９】
　Ａｌ以外の各元素の含有量は、例えば、０．０１質量％以上１０質量％以下、更に０．
１質量％以上５質量％以下が挙げられる。特に、Ｓｉ，Ｓｎ，Ｙ，Ｃｅ，Ｃａ及び希土類
元素（Ｙ，Ｃｅを除く）から選択される少なくとも１種の元素を合計０．００１質量％以
上、好ましくは合計０．１質量％以上５質量％以下含有するマグネシウム合金は、耐熱性
や難燃性に優れる。マグネシウム合金中の不純物は、例えば、Ｆｅなどが挙げられる。
【００３０】
　Ｍｇ－Ａｌ系合金のより具体的な組成は、例えば、ＡＳＴＭ規格におけるＡＺ系合金（
Ｍｇ－Ａｌ－Ｚｎ系合金。Ｚｎを０．２質量％以上１．５質量％以下含むもの。例えば、
ＡＺ３１合金、ＡＺ６１合金、ＡＺ８０合金、ＡＺ９１合金など）、ＡＭ系合金（Ｍｇ－
Ａｌ－Ｍｎ系合金。Ｍｎを０．０５質量％以上、更に０．１５質量％以上０．５質量％以
下含有するもの。例えば、ＡＭ６０、ＡＭ１００など）、ＡＳ系合金（Ｍｇ－Ａｌ－Ｓｉ
系合金。Ｓｉを０．２質量％以上６．０質量％以下含有するもの。例えば、ＡＳ４１など
）、ＡＸ系合金（Ｍｇ－Ａｌ－Ｃａ系合金。Ｃａを０．１質量％以上、更に０．２質量％
以上６．０質量％以下、更に４．０質量％以下含有するもの。）、ＡＺＸ系合金（Ｍｇ－
Ａｌ－Ｚｎ－Ｃａ系合金。Ｚｎ，Ｃａの含有量はＡＺ系合金、ＡＸ系合金と同様。）、Ａ
Ｊ系合金（Ｍｇ－Ａｌ－Ｓｒ系合金。Ｓｒを０．２質量％以上７．０質量％以下含有する
もの。）などが挙げられる。その他、Ｍｇ－Ａｌ－ＲＥ系合金（ＲＥは希土類元素であり
、ＲＥを０．００１質量％以上、好ましくは０．１質量％以上、５質量％以下含有するも
の。）などが挙げられる。
【００３１】
　Ｍｇ－Ａｌ系合金のうち、Ａｌを７．２質量％超含有する合金、特にＡｌを８．３質量
％以上９．５質量％以下、Ｚｎを０．５質量％以上１．５質量％以下含有するＭｇ－Ａｌ
系合金、代表的にはＡＺ９１合金やＡＺＸ９１１合金、ＡＺ９１合金相当のＡｌ及びＺｎ
を含むマグネシウム合金は、耐食性及び機械的特性に更に優れる。
【００３２】
　・厚さ
　実施形態のマグネシウム合金コイル材を構成する板材の厚さは、適宜選択することがで
きる。このコイル材を塑性加工部材の素材に利用する場合、塑性加工部材の厚さは、コイ
ル材を構成する板材の厚さを実質的に維持することから、板材の厚さが薄いほど、塑性加
工部材の薄型化、小型化を図ることができる。そのため、板材の厚さは、２．５ｍｍ以下
、更に２ｍｍ以下、特に１．５ｍｍ以下が挙げられる。板材の厚さの下限は０．１ｍｍが
挙げられる。特に板材の厚さが０．３ｍｍ以上１．２ｍｍ以下である形態が挙げられる。
後述するように、圧延を施すことで、このような薄板を容易に製造できる。
【００３３】
　・幅及び長さ
　上記板材の幅及び長さは、適宜選択することができる。例えば、長さが５０ｍ以上、更
に１００ｍ以上、１０００ｍ以上（１ｋｍ以上）といった長尺板から構成されるコイル材
は、上述の塑性加工部材の素材に利用すると、上記素材を塑性加工装置に連続供給でき、
塑性加工部材を量産できる。例えば、幅が１００ｍｍ以上、更に２００ｍｍ以上、特に１
０００ｍｍ以上（１ｍ以上）といった広幅板から構成されるコイル材は、上述の塑性加工
部材の素材に利用すると、携帯用機器の部品といった小型なものから、輸送機器の部品と
いった大型なものまで、種々の大きさの塑性加工部材を製造できる。実施形態のマグネシ
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ウム合金コイル材の巻き取り径（内径）も適宜選択することができる。
【００３４】
　又は、実施形態のマグネシウム合金コイル材は、その重さが１００ｋｇ以上、更に１０
００ｋｇ以上である大重量のものとすることができる。このコイル材は、板材の幅や厚さ
にもよるが、厚さが薄いほど（例えば、１ｍｍ以下）、長さが２００ｍ以上、更に１００
０ｍ以上といった長尺板から構成されたコイル材になる。このようなコイル材を上述の塑
性加工部材の素材に利用すると、上述のように種々の大きさの塑性加工部材を製造できた
り、塑性加工部材の量産に寄与したりすることができる。
【００３５】
　・形態
　上記板材は、製造工程によって種々の形態をとり得る。代表的には、後述の圧延工程を
経た後、後述の特定の熱処理を施した熱処理材が挙げられる。その他、圧延後、後述の熱
処理前までに、後述する矯正加工や研磨などが施された平坦性に優れる形態や表面性状に
優れる形態、又は、後述の熱処理後に、矯正加工や研磨、化成処理や陽極酸化処理といっ
た防食処理、表面装飾加工（ダイヤカットやヘアラインといった切削加工や、エッチング
、ショットブラストなど）、塗装などが施された形態、つまり、矯正材、研磨材、防食処
理材、表面加工材、塗装材などが挙げられる。
【００３６】
　・組織
　上記板材は、代表的には、圧延後に特定の熱処理が施されて製造されるものの、圧延工
程を経ていることで、微細な結晶組織から構成された形態とすることができる。例えば、
上記板材を構成するマグネシウム合金の結晶粒径が、平均で１０μｍ以下を満たす形態が
挙げられる。結晶粒径が小さいほど、塑性加工性を高められる傾向にあり、平均結晶粒径
が６μｍ以下、更に４μｍ以下を満たす形態とすることができる。
【００３７】
　・機械的特性
　上記板材は、後述するように圧延（少なくとも１パスは温間圧延）が施されていること
で、例えば、同じ組成の鋳造板と比較して、機械的特性にも優れる。例えば、ＡＺ９１合
金といったＡｌを７．２質量％超含有するマグネシウム合金から構成される板材では、引
張強さが２８０ＭＰａ以上４５０ＭＰａ以下、０．２％耐力が２３０ＭＰａ以上３５０Ｍ
Ｐａ以下、破断伸びが１％以上１５％以下を満たす形態が挙げられる。
【００３８】
　・残留応力
　そして、上記板材は、全長に亘って残留応力のばらつきが小さい。具体的には上述した
残留応力の最大値と残留応力の最小値との差が２０ＭＰａ以内である。つまり、コイル材
を構成する板材について板材の長手方向の任意の位置における残留応力を比較した場合、
その差が小さい。このように残留応力のばらつきが小さく、全長に亘って残留応力の大き
さが均一的な状態であることで、板材を加熱しても、残留応力が局所的に異なる箇所が存
在することに起因する部分的な反りなどの変形が生じ難く、上述のように形状安定性に優
れて高精度な塑性加工部材を成形できる。残留応力のばらつきが小さいほど、局所的な変
形を防止できることから、残留応力のばらつきは１５ＭＰａ以内、更に１０ＭＰａ以内が
より好ましく、ばらつきが無いことが理想である。残留応力の測定条件の詳細は、後述す
る。
【００３９】
　また、上記板材の残留応力（絶対値）自体も小さいほど、上述の局所的な変形が生じ難
く好ましい。具体的には、板材の残留応力は、－２５ＭＰａから＋２５ＭＰａの範囲、更
に－１５ＭＰａから＋１５ＭＰａの範囲を満たすことが好ましい。なお、コイルの内周側
に位置する板材（コイルの巻径が小さい部分の板材）は、外周側に位置する板材よりも、
引張応力を有する場合がある。しかし、上記残留応力の範囲（０超から＋２５ＭＰａ）を
満たすことで、局所的な変形が生じ難い。
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【００４０】
　コイルを構成する板材について、板材の幅方向の任意の位置における残留応力を比較し
た場合にその差が小さいこと、即ち、ばらつきが小さいことが好ましい。また、上記板材
の幅方向の任意の位置における残留応力（絶対値）が上記の範囲を満たすと、局所的な変
形が生じ難くて好ましい。更に、コイルを構成する板材において巻きの外周側の面（表面
）と巻きの内周側の面（裏面）とについて、残留応力が実質的に等しいことが好ましい。
しかし、コイルの巻径などによって表裏面の残留応力が異なる場合がある。この場合にも
、表裏面の双方の残留応力（絶対値）が上記の範囲を満たすことで、局所的な変形が生じ
難い。
【００４１】
　（コイル材の製造方法）
　・準備工程
　実施形態のマグネシウム合金コイル材の製造方法では、まず、所望の組成のマグネシウ
ム合金からなる素材板であって、渦巻き状に巻き取られてなる素材コイル材を準備する。
この素材コイル材は、圧延が施されたもの、好ましくは１パス以上の温間圧延が施された
ものとする。このような素材コイル材は、圧延が施された圧延コイル材、圧延後に矯正加
工が施された矯正コイル材、圧延後に研磨が施された研磨コイル材、圧延後に矯正及び研
磨の双方が施されたコイル材などが挙げられる。
【００４２】
　上記圧延コイル材は、代表的には、マグネシウム合金からなる鋳造材に圧延（温間圧延
を１パス以上含む）を施すことで得られる。鋳造材は、例えば、所望の形状の鋳型で製造
したインゴットを利用することができる。鋳造材として、マグネシウム合金を双ロール鋳
造法といった連続鋳造法によって製造した長尺な鋳造板を巻き取った鋳造コイル材を利用
すると、長尺な圧延コイル材を製造し易い。
【００４３】
　圧延加工を行う前の素材に、溶体化処理といった熱処理を施すことができる。溶体化条
件は、組成にもよるが、例えば、加熱温度が３５０℃以上４２０℃以下、保持時間が１時
間以上４０時間以下、が挙げられる。この熱処理によって、割れの起点となり得る析出物
を固溶させて機械的特性や圧延性の向上などを図ることができる。Ａｌといった添加元素
の含有量が多いほど、析出物が多く析出する傾向にあるため、保持時間を長くすることが
好ましい。
【００４４】
　圧延用素材（上述の鋳造材や溶体化処理を施した溶体化材など）に１パス以上の圧延を
施す。圧延を施すことで、所望の厚さの素材板が得られる上に、巣などの鋳造欠陥（内部
欠陥）が少ない、又は小さい、又は実質的に存在しない組織とすることができる。また、
圧延によって加工硬化による強度の向上などが望める。更に、圧延によって結晶粒の微細
化を図ることができる。
【００４５】
　温間圧延を行う場合、その条件は、圧延を施す圧延ロールに供される直前の素材の温度
が１５０℃以上４００℃以下（好ましくは３５０℃以下、更に３００℃以下、特に２８０
℃以下）、１パスあたりの圧下率が５％以上４０％以下、が挙げられる。上述の特定の温
度範囲とすることで、（ｉ）添加元素の含有量が多い高濃度合金からなる素材板であって
も、塑性加工性を高めて、縁部の割れを低減して良好な圧延板が得られる、（ｉｉ）１パ
スあたりの圧下率を大きくでき（例えば、１０％以上３０％以下程度）、コイル材の生産
性を高められる、（ｉｉｉ）焼付きなどによる表面性状の劣化を抑制できる、（ｉｖ）圧
延ロールの熱劣化を抑制できる、といった効果を奏する。また、素材だけでなく圧延ロー
ルも加熱すると、素材の温度低下を抑制したり、縁部の割れをより低減したりし易い（特
許文献１参照）。その他、公知の圧延条件を利用して、温間圧延を行うことができる。仕
上げ圧延などで圧下率が小さい圧延を行う場合には、冷間圧延を行うことができる。
【００４６】
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　温間圧延を行う場合に上述の素材の加熱は、種々の加熱手段を利用することができる。
例えば、特許文献１に記載されるように、ヒートボックスといった雰囲気炉を備える圧延
ラインを利用することができる。加熱時間はコイルの重量、大きさ（幅、厚さ）、巻き数
などに応じて適宜設定することができる。
【００４７】
　圧延にあたり潤滑剤を利用すると、素材と圧延ロールとの摩擦を低減して、圧延を良好
に行える。
【００４８】
　好ましくは１パス以上の温間圧延を行う。圧延工程において複数パスの圧延を行う場合
、全パスを温間圧延としたり、一部の圧延を熱間又は室温としたりすることができる。い
ずれにしても、マグネシウム合金に対して圧延といった塑性加工を行うことで、圧延後の
マグネシウム合金（圧延板）には、残留応力が存在する。特に、少なくとも１パスの圧延
を温間圧延とすると、つまり、圧延用素材が加熱された状態で圧延を行うと、圧延用素材
における幅方向の縁部分は、温度が低下し易く、幅方向の中央部分は、温度が高くなり易
い。この温度のばらつきによって、圧下度合いのばらつきが不可避的に生じ得ることから
、圧延材に残留応力のばらつきが生じ得る。しかし、実施形態のマグネシウム合金コイル
材の製造方法では、圧延後（直後でなくてもよい）に後述する特定の条件で熱処理を行う
ことで、残留応力のばらつきを低減できる。
【００４９】
　複数パスの圧延を行うことで、圧延板の厚さを更に薄くしたり、圧延板を構成する組織
の結晶粒径を小さくしたり（例えば、平均結晶粒径が１０μｍ以下、好ましくは５μｍ以
下）することができる。実施形態のマグネシウム合金コイル材の製造方法では、圧延後に
特定の熱処理を行うことで、この熱処理によって再結晶化した結晶粒がある程度成長し得
る。しかし、圧延工程においてある程度微細な結晶粒としておくと、圧延後の熱処理にお
いて、結晶の過度な成長を防止でき、上述のように微細な結晶組織（例えば、平均結晶粒
径が１０μｍ以下）を満たすマグネシウム合金コイル材を製造することができる。粗大な
結晶粒は、割れの起点となり、塑性加工性の低下を招く。そのため、上述のようにある程
度微細な結晶組織であると、塑性加工性の低下を抑制できる。所望の厚さの圧延板や所望
の大きさの結晶粒を有する圧延板が得られるように、パス数、各パスの圧下率、及び総圧
下率を適宜選択することができる。例えば、１パスあたりの圧下率は１０％以上４０％以
下程度、総圧下率は７５％以上８５％以下程度が挙げられる。また、複数パスの圧延を行
う場合、特許文献１に記載されるように、一対のリールと、これらリール間に配置される
圧延ローラとを備える圧延ラインを構築し、１パスごとにリールの回転方向を逆転してリ
バース圧延を行うと、圧延を効率よく行える。
【００５０】
　上記圧延が施された圧延板を最終的に渦巻き状に巻き取ることで、素材コイル材の一形
態である圧延コイル材が得られる。この巻き取りも温間とすると、巻き取り時の割れの発
生を抑制して、容易に巻き取れる。
【００５１】
　その他、上述の圧延コイル材に、更に、矯正や研磨を施すことができる。矯正は、複数
のローラが千鳥状に配置され、これらローラ間に素材を通過させて、素材に繰り返し曲げ
を付与可能なローラレベラ（特許文献１参照）を好適に利用できる。特に、素材を１００
℃以上３００℃以下に加熱した状態にして温間矯正を行うと、割れなどが生じ難い。素材
を室温以上１００℃未満の状態で冷間矯正を行うと、矯正装置の部品の熱劣化を低減でき
る。矯正だけでは、素材において残留応力の十分な低減が難しい。一方、矯正加工（温間
加工、冷間加工）を行った後、後述するように、素材板に特定の低い応力を加えた状態で
加熱を行う特定の熱処理を行うことで、残留応力のばらつきを低減しつつ、平坦性を維持
することができる。つまり、実施形態のマグネシウム合金コイル材の製造方法は、素材板
が矯正材である場合に平坦性を損なうことがなく、平坦性にも優れる熱処理材を製造でき
る。
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【００５２】
　上記矯正や研磨は、後述する特定の熱処理後に行うこともできる。この場合、後述する
特定の熱処理後に素材に残存する熱を利用して矯正加工を行うことができる。その他、後
述する特定の熱処理後に、上述した防食処理（陽極酸化処理や化成処理など）、塗装、表
面装飾加工などを行ったりすると、耐食性の向上、装飾性や金属質感の向上などを図るこ
とができる。
【００５３】
　・熱処理工程
　上述の温間圧延を含む圧延工程を経て得られた素材コイル材は、上述のように圧延とい
った塑性加工によって残留応力が存在しており、かつ、残留応力にばらつきがあり得る。
実施形態のマグネシウム合金コイル材の製造方法では、上記残留応力のばらつきの是正（
低減）を目的として、この素材コイル材に熱処理を施す。特に、この熱処理は、素材コイ
ル材を巻き戻した素材板を走行させた状態で行うと共に、特定の応力を付与した状態で行
う。この応力は、引張応力とする。
【００５４】
　代表的には、図１に示すように、素材コイル材１００をリール２００に取り付けて、マ
グネシウム合金からなる素材板１０を順次繰り出し、別のリール２１０で順次巻き取る。
つまり、両リール２００，２１０間に素材板１０及び素材板１０に繋がり熱処理された板
材１１を掛け渡すことで、素材板１０及び板材１１を走行させることができる。走行速度
の調整は、両リール２００，２１０の回転速度を調整することで行える。この素材板１０
及び板材１１の走行ライン上に加熱手段２０を設けることで、素材板１０を加熱できる。
【００５５】
　この熱処理時の加熱温度は、１５０℃以上とすることで、残留応力を解放することがで
きる。上記加熱温度が高いほど、残留応力（絶対値）を低減し易く、２００℃以上がより
好ましい。しかし、上記加熱温度が高いほど、素材板１０が変形し易くなり、かつ実施形
態のマグネシウム合金コイル材の製造方法では特定の応力が付与されているため、熱処理
後の板材１１の厚さが減少する恐れがある。また、上記加熱温度が高いほど、結晶粒や析
出物が成長し、塑性加工時に割れの起点となるような粗大な粒が存在して、塑性加工性の
低下を招く恐れがある。従って、上記加熱温度は、３００℃以下とし、２５０℃以下がよ
り好ましい。
【００５６】
　具体的な加熱手段２０は、例えば、複数の加熱ロールが挙げられる。この形態では、複
数の加熱ロールを素材板１０の走行方向に並列に配置し、これらの加熱ロールに素材板１
０を接触させることで、素材板１０を所定の温度に加熱する。加熱ロールは、ヒータとい
った加熱手段を内蔵したもの、加熱された流体が流通される循環機構を内蔵したものなど
、素材板１０を加熱可能な構成を備えるものが挙げられる。加熱ロールの材質は、耐熱性
に優れる鋼などが挙げられる。複数の加熱ロールは、素材板１０の表裏面に接触してこれ
ら表裏面を加熱できるように、素材板１０の表面側（図１の上側）、及び素材板１０の裏
面側（図１の下側）の双方に配置することが好ましい。但し、素材板１０の表裏面に配置
された加熱ロールに挟まれることで加熱された素材板１０の厚さが変化しない（薄くなら
ない）ように、複数の加熱ロールは、素材板１０の走行方向に沿ってずれた位置に配置す
る、例えば、千鳥状に配置することが挙げられる。
【００５７】
　上記加熱ロールの軸方向の長さは、素材板１０の幅に応じて選択することができる。加
熱ロールの径や加熱ロールの配置数も、適宜選択することができる。配置数が多いほど、
保持時間を長くし易い。その他、走行する素材板１０において加熱ロールの配置箇所を覆
って、素材板１０の温度を保温可能な恒温槽を設けることができる。
【００５８】
　又は、加熱手段２０は、素材板１０を所定の温度に加熱可能な加熱炉が挙げられる。こ
の形態は、加熱炉に走行する素材板１０を通過させて、素材板１０を所定の温度に加熱す
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る。加熱炉は、雰囲気炉（所定の温度の熱風を循環可能なものや、ヒータといった加熱手
段を備えて、所定の温度の雰囲気を保持可能なものなど）、抵抗加熱炉（素材板に通電し
て抵抗加熱により素材板を加熱するもの）、誘導加熱炉（高周波数の電力を供給して電磁
誘導により素材板を加熱するもの）などが挙げられる。加熱炉は、加熱時に素材板１０に
曲げを実質的に与えず、平坦性に優れる板材からなるマグネシウム合金コイル材１を得易
い。
【００５９】
　加熱炉の仕様（通電可能な電流値、雰囲気炉の容積や素材板の走行方向に沿った炉の長
さなど）は、走行速度や素材板１０の厚さなどに応じて、素材板１０が所定の温度に所望
の時間だけ保持可能なように選択するとよい。雰囲気炉内の雰囲気は、大気でもよいが、
アルゴンや窒素といった非酸素含有雰囲気とすると、素材板１０の酸化を防止できて好ま
しい。大気雰囲気とすると、設備の構築が容易である。
【００６０】
　又は、上述の複数の加熱ロールと加熱炉との双方を備える加熱手段とすることができる
。
【００６１】
　熱処理時に素材板１０に付与する引張応力の調整は、種々の方法を利用できる。例えば
、両リール２００，２１０の回転速度を調整する方法が挙げられる。この形態は、別途、
調整設備が不要である。又は、ピンチロールなどを適宜配置して、素材板１０及び板材１
１の少なくとも一方を挟持することで、素材板１０に付与される張力を調整する方法が挙
げられる。又は、ダンサ装置といった張力調整装置を別途設けることが挙げられる。いず
れにしても、素材板１０及び板材１１の少なくとも一方に張力測定装置３０を取り付けて
おき、素材板１０に加わる張力を確認しながら、応力を調整するとよい。
【００６２】
　熱処理時に素材板１０に付与する引張応力は、大き過ぎると、板厚を減少させたり、最
悪の場合、破断したりするため、２５ＭＰａ以下とする。付与する引張応力が小さ過ぎる
と、素材板１０の残留応力の低減を十分に行えないため、５ＭＰａ超とする。引張応力が
５ＭＰａ超２５ＭＰａ以下の範囲内では、素材板の板厚が大きいほど、付与する引張応力
を大きくすることが好ましい。また、熱処理時の温度が高い場合（例えば、２５０℃以上
３００℃以下）には、上記の範囲内で付与する引張応力を小さくしても（例えば、５ＭＰ
ａ超１０ＭＰａ以下）、素材板１０の残留応力を十分に低減できる。付与する引張応力の
より好ましい値は、１０ＭＰａ以上２０ＭＰａ以下、更に１５ＭＰａ以下である。板材１
１の残留応力は、上述の熱処理条件によって変化する。例えば、１５０℃以上３００℃以
下の範囲において加熱温度が高いほど、又は５ＭＰａ超２５ＭＰａ以下の範囲において付
与する引張応力が大きいほど、ばらつきや絶対値が小さくなる傾向にある。
【００６３】
　・巻き取り工程
　上述の低い応力を付与しながら、上述の加熱手段２０によって素材板１０を加熱する熱
処理が施された板材１１をリール２１０で巻き取ることで、マグネシウム合金からなり、
全長に亘って残留応力のばらつきが小さい板材１１が渦巻き状に巻き取られてなるマグネ
シウム合金コイル材１が得られる。巻き取り直前の板材の温度が２００℃以下、好ましく
は１００℃以下といった低温で巻き取ると、板材に巻癖がつき難く、平坦性に優れるコイ
ル材１を得易い。上記低温は、例えば、素材板１０の走行速度を調整し、自然放冷によっ
て達成してもよいし、衝風や水冷手段などの強制冷却手段を用いて達成してもよい。
【００６４】
　実施形態のマグネシウム合金コイル材の製造方法は、素材板が多層に積み重なった状態
ではなく、一枚に広げられた状態で上述の熱処理を行うため、素材板の全長に亘って均一
的な熱処理条件に制御し易い。そのため、得られたコイル材は、全長に亘って、結晶粒の
大きさが均一的であったり（粒径のばらつきが小さい）、添加元素の含有量が多い組成で
は温間圧延によって生じた析出物（主として金属間化合物）が再固溶されて、全長に亘っ
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て析出物が小さかったりする（析出物が微細でばらつきが小さかったりする）組織にする
ことができる。従って、実施形態のマグネシウム合金コイル材の製造方法によって、全長
に亘って均一的な組織からなるマグネシウム合金コイル材を製造することができる。
【００６５】
　［試験例１］
　マグネシウム合金からなるマグネシウム合金コイル材を作製し、このコイル材を素材と
して塑性加工部材を作製して、形状安定性を評価した。
【００６６】
　素材として圧延コイル材を用意した。圧延コイル材は、一対のリール間に圧延ロール（
対向配置されたロール対）を備える圧延ラインを利用して製造した。一方の繰り出しリー
ルに以下の圧延用素材を取り付け、繰り出した圧延用素材の一端を他方の巻き取りリール
で巻き取って、両リールの回転によって圧延用素材を走行可能とし、走行途中に圧延ロー
ルを通過することで、圧延用素材に圧延を施す。以下の条件で複数パスの温間圧延を施し
た後（リバース圧延を使用）、最終的に巻き取って圧延コイル材を得た。圧延用素材の加
熱には、上述のヒートボックスなどが好適に利用できる。
【００６７】
　（圧延用素材）
　表１に示す組成からなる双ロール鋳造法によって作製した鋳造コイル材
　板厚：４．０ｍｍ　長さ：１００ｍ
　鋳造後に溶体化：４００℃×２０時間
　（圧延条件）
　圧延温度：２５０℃
　圧延後の板厚：０．８ｍｍ
　総圧下率：８０％（各パスの圧下率:１０％／パス～２５％／パス）
【００６８】
　得られた圧延コイル材に、矯正を行った後（ここでは、ローラレベラ装置を使用。素材
温度を２００℃とした温間矯正）、表１に示す処理条件で、引張応力の付与を行った。表
１に示す処理条件の加熱温度が２００℃～２８０℃の試料は、上述の引張応力の付与時に
加熱されたことを意味し、引張応力の付与を伴う熱処理を施したことになる。上記加熱や
引張応力の付与は、繰り出し用のリールに巻き取られている矯正コイル材（素材コイル材
）を巻き戻し、巻き戻した矯正板（素材板）を巻き取り用のリールで巻き取って、二つの
リール間に素材板を掛け渡し、両リール間を素材板（及び素材板に繋がる板材）が走行で
きるようにして行った。上記処理を施した板材を巻き取って、マグネシウム合金コイル材
を作製した。
【００６９】
　上述の引張応力の付与を伴う熱処理を行う試料Ｎｏ．２～Ｎｏ．４，Ｎｏ．１２～Ｎｏ
．１４，Ｎｏ．２２～Ｎｏ．２４では、加熱手段として、加熱炉（ここでは、熱風循環炉
）を用意して、上記二つのリール間に配置し（図１参照）、この加熱炉に素材板を通過さ
せることで、素材板を加熱して熱処理を施した。
【００７０】
　かつ、試料Ｎｏ．２～Ｎｏ．４，Ｎｏ．１２～Ｎｏ．１４，Ｎｏ．２２～Ｎｏ．２４で
は、表１に示す引張応力が素材板に負荷されるように、上記両リールの回転速度を調整し
て上述の熱処理を行った。一方、表１に示す処理条件の加熱温度が室温である試料Ｎｏ．
１，Ｎｏ．１１，Ｎｏ．２１では、表１に示す引張応力が素材板に負荷されるように、上
記両リールの回転速度を調整して、繰り出し及び巻き取りを行い、素材板の加熱を行わな
かった。
【００７１】
　得られたマグネシウム合金コイル材（熱処理材又は応力付与材）の残留応力の分布を調
べた。具体的には、以下のように調べた。上記コイル材（長さ５００ｍ以上、幅２３０ｍ
ｍ）を巻き戻して、両端から５ｍを切断した残りについて、長さ５０ｍごとに長さ１ｍの



(13) JP 6274483 B2 2018.2.7

10

20

30

40

シート片を切り出し、このシート片をサンプル板材とした。ここでは、８枚のシート片を
用意した。各シート片（ここでは切り出した１ｍのシート片から更に長さ３００ｍｍの短
い片に切断したもの）についてそれぞれ残留応力を測定した。ここでは、各シート片の表
面（巻き取られた状態において外周側に配置されていた面）における幅方向の中心位置を
とり、この中心位置における長さ方向の任意の１点について残留応力を測定した。残留応
力は、以下の微小部Ｘ線応力測定装置を用いて、（１０４）面を測定面とし、ｓｉｎ２Ψ
法にて測定を行った。そして、８枚のシート片における合計８点の残留応力（絶対値）の
うち、最大値と最小値とを抽出し、その差を全長のばらつきとした。結果を表１に示す。
また、各試料において測定した合計８点の残留応力のうち、最大値を表１に示す。表１に
示す最大値について「マイナス」が付された値は、圧縮残留応力を意味し、「マイナス」
が付されていない値は、引張残留応力を意味する。
【００７２】
使用装置：微小部Ｘ線応力測定装置（株式会社リガク製　ＭＳＦ－ＳＹＳＴＥＭ）
使用Ｘ線：Ｃｒ－Ｋα（Ｖ　フィルター）
励起条件：３０ｋＶ　　２０ｍＡ
測定領域：φ２ｍｍ（使用コリメータ径）
測定法　：ｓｉｎ２Ψ法（並傾法、揺動有り）
Ψ＝０゜，１０゜，１５゜，２０゜，２５゜，３０゜，３５゜，４０゜，４５゜
測定面　：Ｍｇ（１０４）面
使用定数：ヤング率＝４５，０００ＭＰａ、ポアソン比＝０．３０６
測定箇所：シート片の表面の中央部（幅方向の中心位置）
測定方向：シート片の圧延方向
【００７３】
　得られたマグネシウム合金コイル材（熱処理材又は応力付与材）を所定の長さに切断し
て、塑性加工用の試験片（矩形状のシート材）を作製した。この塑性加工用の試験片に温
間プレス加工を行い、加工時の状態、及び加工後の状態を調べて、形状安定性を評価した
。
【００７４】
　この試験では、２５０℃に加熱した成形型を用意して、この成形型に塑性加工用の試験
片を配置して加熱し、反りによる周縁の浮き上がり状態を確認する。成形型の表面と上記
試験片との間の間隔（浮き上がりによる隙間の大きさ）を隙間ゲージによって測定し、こ
の間隔の最大値が１０ｍｍ超であるか、１０ｍｍ以下であるかを調べた。ここでは、試料
ごとに２０枚の塑性加工用の試験片を用意して、上記間隔を測定し、２０枚全ての間隔が
１０ｍｍ以下である場合をＧｏｏｄ、２０枚のうち間隔が１０ｍｍ超のものがある場合を
Ｂと評価して、表１に加工時の状態の評価を示す。
【００７５】
　上記２５０℃に加熱した成形型を用いて温間プレス加工を行った。得られた成形体（２
００ｍｍ×３００ｍｍ×深さ５ｍｍ、内側角Ｒ＝１ｍｍ）の加工後の状態は、以下のよう
に評価した。得られた成形体の平面部（２００ｍｍ×３００ｍｍの面）を定盤に置き、平
面部の浮き上がりを隙間ゲージで測定し、定盤と平面部との間の隙間が１ｍｍ超であるか
、１ｍｍ以下であるかを調べた。ここでは、試料ごとに２０個の成形体を作製して、上記
浮き上がり（隙間）を測定し、２０個全ての隙間が１ｍｍ以下である場合をＧｏｏｄ、２
０個のうち隙間が１ｍｍ超のものがある場合をＢと評価して、表１に加工後の状態の評価
を示す。
【００７６】
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【表１】

【００７７】
　表１に示すように、温間圧延が施された素材板に、特定の大きさの引張応力を付与した
状態で特定の加熱温度で熱処理を施した試料Ｎｏ．２，Ｎｏ．３，Ｎｏ．１２，Ｎｏ．１
３，Ｎｏ．２２，Ｎｏ．２３はいずれも、全長に亘って、残留応力のばらつきが小さいこ
とが分かる。具体的には、これらの試料はいずれも、残留応力の最大値と最小値との差が
２０ＭＰａ以内である（ここでは１９ＭＰａ未満、更に１０ＭＰａ以内である）。また、
これらの試料はいずれも、残留応力自体も小さい。具体的には、これらの試料はいずれも
、表１に示す残留応力の最大値が－２５ＭＰａから＋２５ＭＰａの範囲を満たす。つまり
、各試料について測定した合計８点の残留応力のいずれもが、－２５ＭＰａから＋２５Ｍ
Ｐａの範囲を満たすといえる。更に、上述の特定の熱処理が施された試料Ｎｏ．２，Ｎｏ
．３，Ｎｏ．１２，Ｎｏ．１３，Ｎｏ．２２，Ｎｏ．２３はいずれも、温間塑性加工を施
す際の加熱を行ったとき、反りといった変形が生じ難いことが分かる。そのため、これら
の試料はいずれも、熱処理前に行った矯正加工による平坦性が維持されている、といえる
。そして、試料Ｎｏ．２，Ｎｏ．３，Ｎｏ．１２，Ｎｏ．１３，Ｎｏ．２２，Ｎｏ．２３
のマグネシウム合金コイル材を用いて得られたプレス成形体（塑性加工部材）は、いずれ
も浮き上がりなどの形状不良が小さく、又は実質的に無く、高精度に成形されており、プ
レス加工後の形状安定性に優れていることが分かる。
【００７８】
　このように試料Ｎｏ．２，Ｎｏ．３，Ｎｏ．１２，Ｎｏ．１３，Ｎｏ．２２，Ｎｏ．２
３のマグネシウム合金コイル材が形状安定性に優れる塑性加工部材を成形可能である理由
は、塑性加工前において全長に亘って残留応力が均一的に存在していたことで、上述の加
熱によって残留応力のバランスが崩れ難く、バランスの崩れに起因する局所的な変形（反
りなど）を低減できたため、と考えられる。
【００７９】
　また、上述の特定の熱処理が施された試料Ｎｏ．２，Ｎｏ．３，Ｎｏ．１２，Ｎｏ．１
３，Ｎｏ．２２，Ｎｏ．２３のコイル材の平均結晶粒径を測定した。その結果を表１に示
す。測定は、「鋼－結晶粒度の顕微鏡試験方法　ＪＩＳ　Ｇ　０５５１（２００５）、直
線試験線による切断法」に基づいて行った。表１に示すようにこれらの試料はいずれも、
平均結晶粒径が１０μｍ以下である（ここではいずれも５μｍ以下である）。これらの試
料はいずれも、素材板の全長に亘って均一的な条件で熱処理が施されたことで、上述のよ
うな全長に亘って均一的な結晶組織（再結晶組織）を有しており、この点からも、塑性加



(15) JP 6274483 B2 2018.2.7

10

20

30

工性を高められた、と考えられる。なお、試料No．２，Ｎｏ．３，Ｎｏ．１２，Ｎｏ．１
３，Ｎｏ．２２，Ｎｏ．２３のそれぞれについて、上述の８枚のシート片のうち、任意の
１枚を選択して、幅方向の残留応力のばらつきを調べた。具体的には、選択したシート片
について、上述の残留応力を測定した幅方向の中心位置を含むように、幅方向に沿って５
点～１０点の残留応力を上述の条件（測定方向は圧延方向）で同様にして測定した。その
結果、幅方向の残留応力のばらつきが２０ＭＰａ以内であることを確認した。
【００８０】
　一方、引張応力を付与しただけの試料Ｎｏ．１，Ｎｏ．１１，Ｎｏ．２１は、残留応力
のばらつきが大きく、更には残留応力の最大値も大きく、温間塑性加工を施す際の加熱を
行ったとき、反りといった変形が生じ得ることが分かる。他方、非常に低い引張応力を負
荷した状態で熱処理を施した試料Ｎｏ．４，Ｎｏ．１４，Ｎｏ．２４も、残留応力のばら
つきが大きく、更には残留応力の最大値も大きい。この理由は、引張応力が低過ぎること
で、残留応力のばらつきを十分に改善できなかったため、と考えられる。そして、試料Ｎ
ｏ．４，Ｎｏ．１４，Ｎｏ．２４は残留応力のばらつきが大きいことで、温間塑性加工を
施す際の加熱を行ったとき、反りなどが生じ得ることが分かる。
【００８１】
　以上説明したように、マグネシウム合金板の全長に亘って、残留応力のばらつきが小さ
いマグネシウム合金コイル材は、塑性加工後における形状安定性に優れるマグネシウム合
金部材を成形可能であることが確認された。また、圧延（好ましくは１パス以上の温間圧
延）が施された素材コイル材を巻き戻した状態で特定の温度及び特定の引張応力を負荷し
た状態で熱処理を施すことで、全長に亘って残留応力のばらつきが小さいマグネシウム合
金板から構成されたマグネシウム合金コイル材が得られることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明のマグネシウム合金コイル材は、プレス加工、曲げ、鍛造、据え込みなどの種々
の塑性加工が施される塑性加工部材の素材に好適に利用できる。特に、このマグネシウム
合金コイル材、及びこのコイル材を適宜切断したシート材は、軽量や薄型、高強度、制振
性などの特性が望まれる部材、例えば、各種の電子・電気機器類（パーソナルコンピュー
タ（ＰＣ）、タブレット型ＰＣ、スマートフォンや折り畳み式携帯電話などの携帯電話、
デジタルカメラなど）の筐体やカバーなどの外装部材、自動車や航空機といった輸送機器
の構成部材、骨格部材、カバン、種々の保護ケースなどの素材に好適に利用できる。本発
明のマグネシウム合金コイル材の製造方法は、マグネシウム合金部材（塑性加工部材）の
素材などに利用されるマグネシウム合金コイル材の製造に好適に利用できる。
【符号の説明】
【００８３】
　１　マグネシウム合金コイル材
　１０　素材板　１１　板材　１００　素材コイル材
　２０　加熱手段　３０　張力測定装置　２００，２１０　リール
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