
JP 4085542 B2 2008.5.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 重量％で、Ｃ：０．１％未満、Ｓｉ：０．０５％以下、Ｍｎ：０．４～２％、Ｐ：０．
０３％以下、Ｓ：０．０３％以下、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０１％以下、Ｎ：０．０１０％以
上０．０１４８％以下、残部がＦｅおよび不可避不純物からなる鋼を熱間圧延し、引き続
いて冷間圧延、焼鈍し、次いで、得られた鋼板に圧延率３５％以上の二次冷間圧延を施し
、鋼板の直流バイアス磁界０．３５ Ｏｅにおける非履歴透磁率を３４００以上とするこ
とを特徴とする耐高温クリープ性と磁気シールド性に優れたテンションマスク用鋼板の製
造方法。
【請求項２】
 重量％で、Ｃ：０．１％未満、Ｓｉ：０．０５％以下、Ｍｎ：０．４～２％、Ｐ：０．
０３％以下、Ｓ：０．０３％以下、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０１％以下、Ｎ：０．０１０％以
上０．０１４８％以下、Ｍｏ：０．３％以下、残部がＦｅおよび不可避不純物からなる鋼
を熱間圧延し、引き続いて冷間圧延、焼鈍し、次いで、得られた鋼板に圧延率３５％以上
の二次冷間圧延を施し、鋼板の直流バイアス磁界０．３５ Ｏｅにおける非履歴透磁率を
３４００以上とすることを特徴とする耐高温クリープ性と磁気シールド性に優れたテンシ
ョンマスク用鋼板の製造方法。
【請求項３】
 請求項１または２により製造された、直流バイアス磁界０．３５ Ｏｅにおける非履歴透
磁率が３４００以上である耐高温クリープ性と磁気シールド性に優れたテンションマスク
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用鋼板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カラーテレビ、カラーディスプレイ等のブラウン管の架張式の色選別電極に使
用される鋼板とその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
カラーテレビ、カラーディスプレイ等のブラウン管には色選別機構としてアパーチャグリ
ルなどの架張式の色選別電極（以下、テンションマスクと称する。）が使用されている。
このテンションマスクは低炭素、極低炭素アルミキルド鋼を熱間圧延、冷間圧延、連続焼
鈍、二次冷間圧延し、必要に応じて残留応力を除去するために焼鈍を行った後、フォトエ
ッチング法により穿孔し、フレームにたとえば２００～４００Ｎ／ｍｍ2の張力で一方向
あるいは二方向に架張し、黒化処理を施して製造される。この黒化処理はテンションマス
クをたとえば４５０～５００℃に加熱し、表面にマグネタイトの酸化膜を形成する処理で
あり、錆の防止や熱輻射の低減などの目的をもっている。この熱処理時にテンションマス
クがクリープして張力が低下すると、マスクの孔位置がずれたり、スピーカー音によって
共振しやすくなり、電子ビームが蛍光面の所定の位置に着弾せず、「色ズレ」する場合が
ある。
【０００３】
耐高温クリープ性向上を目的とした従来技術として、特開昭６２－２４９３３９号公報、
特開平５－３１１３２７号公報、特開平５－３１１３３０号公報、特開平５－３１１３３
１号公報、特開平５－３１１３３２号公報、特開平６－７３５０３号公報、特開平８－２
７５４１号公報、特開平９－２９６２５５号公報、特開平１１－２２２６２８号公報では
、鋼板成分として、Ｍｎ，Ｃｒ，Ｍｏなどの元素を添加する、あるいは／および多量のＮ
を鋼中に固溶させることで転位の上昇運動を抑制する、という技術が開示されている。
【０００４】
また、近年、テレビやコンピュータディスプレイの大型化、高精細化、フラット化にとも
なって、上記、電子ビームが蛍光面の所定の位置に着弾しないことによる「色ズレ」の他
に、地磁気などの外部磁界の影響による電子ビームの軌道のズレも「色ズレ」の原因とし
て問題となっている。
【０００５】
電子ビームの軌道のズレによる「色ズレ」対策すなわち磁気シールド性向上を目的として
、特開昭６３－１４５７４４号公報、特開平８－２６９５６９号公報、特開平９－２５６
０６１号公報では、鋼板にＳｉを添加するする技術が、特開平１０－２１９３９６号公報
では鋼板にＣｕを添加する技術が、特開平１０－２１９４０１号公報では鋼板にＮｉを添
加する技術が開示されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開昭６２－２４９３３９号公報、特開平５－３１１３２７号公報、特開
平５－３１１３３０号公報、特開平５－３１１３３１号公報、特開平５－３１１３３２号
公報、特開平６－７３５０３号公報、特開平８－２７５４１号公報、特開平９－２９６２
５５号公報、特開平１１－２２２６２８号公報記載の技術では、磁気シ－ルド性の向上に
ついて配慮されていない。
【０００７】
また、特開昭６３－１４５７４４号公報、特開平８－２６９５６９号公報、特開平９－２
５６０６１号公報、特開平１０－２１９３９６号公報記載の技術では、磁気特性は向上す
るものの、ＳｉあるいはＣｕを含有するため、鋼板の熱間圧延や再結晶焼鈍時に表面欠陥
が発生しやすく、厳しい表面性状を要求されるテンションマスク用鋼板には適用できない
。
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【０００８】
特開平１０－２１９４０１号公報記載の技術では、Ｎｉの添加はコスト増加をともなうと
ともに、エッチング性を劣化させるため好ましくない。
【０００９】
以上のように、優れた耐高温クリープ性と磁気シールド性とを両立することは従来技術で
は考慮されていない。
【００１０】
本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、表面性状やエッチング性を劣化させることな
く、優れた耐高温クリープ性と磁気シールド性とを有するテンションマスク用鋼板および
その製造方法を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
一般的に磁気シールド性はその材料の透磁率で評価される。透磁率はＭｎ、Ｍｏ、Ｃｒ、
Ｎなどの元素を低減することで向上されるが、耐高温クリープ性が劣化することになる。
つまり透磁率向上と耐高温クリープ性向上は相反する傾向にある。そこで、本発明者らは
ブラウン管の磁気シールド性に現実に寄与している因子について再検討した。
【００１２】
ＴＶ、ディスプレイは電源投入時などに消磁コイルに電流を流し、ブラウン管内の材料を
消磁する機構を有している。ところが、この消磁は外部磁界中、例えば地磁気中で行われ
るため、テンションマスクは完全に消磁された状態とはならず、内部に残留磁化を生じた
状態となる。この残留磁化を外部磁界で除した値が非履歴透磁率と呼ばれている。テンシ
ョンマスクの非履歴透磁率が高いほど、外部磁場たとえば地磁気の磁束をテンションマス
ク中に通しやすく、電子銃とテンションマスクの間の磁気シールド性は良好となる。
【００１３】
そこで本発明者らはテンションマスクとして好適な鋼板について、鋼板の非履歴透磁率と
色ズレ発生との関係を中心に検討した。その結果、
▲１▼黒化処理後において、直流バイアス磁界０．３５ Ｏｅにおける非履歴透磁率が３
４００以上である鋼板を用いると色ズレが実用上問題ないレベルにまで低減されること
▲２▼非履歴透磁率を３４００以上とし、かつ、０．４％以上のＭｎ添加および０．０１
０％以上のＮ添加を行うことで、磁気シ－ルド性を劣化させることなく良好な耐高温クリ
ープ性を有すること
▲３▼０．０１２％以上のＮ添加またはＭｏ添加によりさらに耐高温クリープ性が向上す
ること
▲４▼二次冷間圧延の冷圧率を３５％以上することで、非履歴透磁率を３４００以上が達
成できること
を見いだした。
【００１４】
　本発明は、このような知見に基づいて完成されたものであり、以下の［１］～［３］を
提供する。
　[１] 重量％で、Ｃ：０．１％未満、Ｓｉ：０．０５％以下、Ｍｎ：０．４～２％、Ｐ
：０．０３％以下、Ｓ：０．０３％以下、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０１％以下、Ｎ：０．０１
０％以上０．０１４８％以下、残部がＦｅおよび不可避不純物からなる鋼を熱間圧延し、
引き続いて冷間圧延、焼鈍し、次いで、得られた鋼板に圧延率３５％以上の二次冷間圧延
を施し、鋼板の直流バイアス磁界０．３５ Ｏｅにおける非履歴透磁率を３４００以上と
することを特徴とする耐高温クリープ性と磁気シールド性に優れたテンションマスク用鋼
板の製造方法。
【００１５】
　[２] 重量％で、Ｃ：０．１％未満、Ｓｉ：０．０５％以下、Ｍｎ：０．４～２％、Ｐ
：０．０３％以下、Ｓ：０．０３％以下、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０１％以下、Ｎ：０．０１
０％以上０．０１４８％以下、Ｍｏ：０．３％以下、残部がＦｅおよび不可避不純物から
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なる鋼を熱間圧延し、引き続いて冷間圧延、焼鈍し、次いで、得られた鋼板に圧延率３５
％以上の二次冷間圧延を施し、鋼板の直流バイアス磁界０．３５ Ｏｅにおける非履歴透
磁率を３４００以上とすることを特徴とする耐高温クリープ性と磁気シールド性に優れた
テンションマスク用鋼板の製造方法。
【００１６】
　[３] 上記［１］または［２］により製造された、直流バイアス磁界０．３５ Ｏｅにお
ける非履歴透磁率が３４００以上である耐高温クリープ性と磁気シールド性に優れたテン
ションマスク用鋼板。
【００１７】
　なお、本明細書において、鋼の成分を示す％はすべて重量％である。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳細に説明する。
まず、鋼の成分限定理由について説明する。
【００１９】
Ｃ：Ｍｎ、Ｍｏなどと相互作用して耐高温クリープ性を向上させる元素であるが、０．１
％以上添加すると粗大なセメンタイトが析出し、エッチング性を劣化させるため、０．１
％未満、好ましくは０．０６％以下、さらに好ましくは０．０３％以下とする。
【００２０】
Ｓｉ：非金属介在物を形成してエッチング性を劣化させるため、０．０５％以下、好まし
くは０．０３％以下とする。
【００２１】
Ｍｎ：耐高温クリープ性向上のために重要な元素であり、０．４％以上必要である。さら
に０．６０％を超えて添加すると耐高温クリープ特性が顕著に向上するため、０．６０％
を超えて含有することが好ましい。しかし、２％を超えて添加しても効果が飽和し、コス
ト増加をまねく。よって、Ｍｎは０．４～２％、好ましくは０．６０％超２％以下とする
。
【００２２】
Ｐ：偏析に起因するエッチングムラを発生しやすい元素であるため、０．０３％以下、好
ましくは０．０２％以下とする。
【００２３】
Ｓ：不可避的に鋼中に含有される元素であり、０．０３％を超えて添加した場合には熱間
脆性の原因となるとともに、Ｓの偏析に起因するエッチングムラが発生することから、０
．０３％以下、好ましくは０．０２％以下とする。
【００２４】
Ｓｏｌ．Ａｌ：固溶ＮをＡｌＮとして固定するため、Ａｌが多いと耐高温クリープ性に効
果を発揮する固溶Ｎが減少する。したがって、Ｓｏｌ．Ａｌは少ない方がよく、０．０１
％以下であることが必要である。
【００２５】
　Ｎ：固溶Ｎとして鋼中に存在させると、耐高温クリープ性向上に効果を発揮する。０．
０１０％以上で添加すると耐高温クリープ性向上に有効であり、特に０．０１２％以上添
加するとクリープ伸び量は顕著に低減される。また、Ｎ量の上限は０．０１４８％以下と
する。
【００２６】
Ｍｏ：耐高温クリープ性を向上させる元素であるが、０．３％を超えて添加するとエッチ
ング性を阻害する場合がある。特に耐高温クリープ性を重視する場合には、０．３％以下
の範囲で添加することが望ましい。
【００２７】
次に製造方法について説明する。
本発明範囲内の成分を含む鋼を常法に従って、溶製、鋳造、熱間圧延、酸洗、一次冷間圧
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延、再結晶焼鈍する。
【００２８】
次いで、二次冷間圧延を行う。二次冷間圧延率は本発明に関わる製造方法において最大の
ポイントである。二次冷間圧延に際しては冷圧率３５％以上で行うことで、黒化処理後に
非履歴透磁率３４００以上の鋼板が得られる。この機構は必ずしも明らかではないが、発
明者らの推察によれば、二次冷圧率が高い場合に黒化処理時の回復挙動が進行しやすく磁
気特性を改善させるため、と考えられる。一方、過度の冷圧率増大は非履歴透磁率改善効
果が飽和するだけでなく、圧延ミル負荷が増すため、好ましくは８０％を上限とする。さ
らに好ましくは、圧延ミル負荷や磁気特性などのバランスを考慮して、二次冷圧率を４０
％～７０％とする。
【００２９】
なお、アパーチャグリル用鋼板での「線乱れ」と呼ばれる帯のよじれが問題となる場合に
は、二次冷間圧延後にたとえば４５０～６００℃の温度域で焼鈍して、鋼板内部の残留応
力を除去することにより軽減もしくは解消される。
【００３０】
【実施例】
表１の供試鋼を溶製後、熱間圧延し、表面を研削加工して板厚を調整し、冷圧率９１．３
％で冷間圧延を行い板厚０．１４～０．５ｍｍとした。次いで再結晶焼鈍後、冷圧率３０
～８０％で二次冷間圧延を施し、板厚０．１ｍｍの供試材を得た。
【００３１】
【表１】

【００３２】
得られた供試材について、エッチング性、耐高温クリープ性、磁気特性を評価した。エッ
チング性については実際にアパーチャグリルの簾状にエッチングして、エッチングの状況
（欠陥の有無）を目視で評価し、欠陥のない場合に○、欠陥のある場合に×とした。
【００３３】
エッチング性評価が良好であった供試材について、さらに、耐高温クリープ性および磁気
特性を評価した。
【００３４】
耐高温クリープ性については３００Ｎ／ｍｍ2の張力を付与した状態で、４５０℃で２０
分間保持し、クリープ伸び量が０．４０％以下の場合に耐高温クリープ性が特に良好とし
て◎、０．４０％を超えて、０．６０％以下の場合に使用に耐え得るレベルとして○、０
．６０％を超える場合に使用に耐えない材料として×とした。なお、圧延方向および圧延
直角方向の両方向について試験を実施し、その平均値で評価を行なった。
【００３５】
磁気特性については４５０℃で２０分間の黒化処理相当の熱処理を施した材料から外径４
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５ｍｍ・内径３３ｍｍのリング試験片を採取し、励磁コイル、検出コイルおよび直流バイ
アス磁界用のコイルを巻いて、０．３５ Ｏｅにおける透磁率（μ０．３５）、最大印加
磁場５０Ｏｅのときの残留磁束密度（Ｂｒ）、保磁力（Ｈｃ）、非履歴透磁率を調査した
。なお、非履歴透磁率の詳細な測定方法を下記に示す。
▲１▼励磁コイルに減衰する交流電流を流して試験片を完全消磁する。
▲２▼直流バイアス磁界用コイルに直流電流を流し、０．３５ Ｏｅの直流バイアス磁界
を発生させた状態で、再度励磁コイルに減衰する交流電流を流して試験片を消磁する。
▲３▼励磁コイルに直流電流を流して試験片を励磁し、発生した磁束を検出コイルで検出
してＢ－Ｈ曲線を測定する。
▲４▼Ｂ－Ｈ曲線より非履歴透磁率を算出する。
評価結果を表２に示す。
【００３６】
【表２】

【００３７】
表２に示すように、本発明例では、エッチング性及び耐高温クリ－プ性が良好な上に、非
履歴透磁率が３４００以上となり、磁気シ－ルド性にも優れていた。特に、クリープ伸び
量については、Ｎが０．０１０％以上の場合に０．６０％以下に低減し、Ｎが０．０１２
％以上またはＭｏ添加の場合には耐高温クリープ性が良好であった。また二次冷圧率を３
５％以上で製造した鋼板は非履歴透磁率３４００以上の特性を有することがわかった。
【００３８】
一方、比較例では、エッチング性、耐高温クリ－プ性、および磁気特性のいずれか一つも
しくは二つ以上が劣っていた。
【００３９】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、表面性状やエッチング性を劣化させることなく、耐
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高温クリープ性に優れるとともに、高非履歴透磁率を有する磁気シールド性に優れたテン
ションマスク用鋼板を得ることができる。
【００４０】
さらに、本発明による鋼板をテンションマスクに用いることにより、低コストで、色ズレ
が解消されたテンションマスクを提供できる。
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