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(57)【要約】

（修正有）

【課題】硬磁性を有するとともに、安価且つ軽量であり
室温及び高温で高い機械的強度を有するマグネシウム基
硬磁性複合材料及びその製造方法を提供する。
【解決手段】マグネシウム粉末及びバリウムフェライト
粉末を混合装置に投入し、メカニカルアロイングを施す
。これにより、マグネシウム粉末に機械的エネルギーが
付与されるため、マグネシウム粉末にひずみが導入され
て加工硬化がなされ、機械的強度及び硬さが高められる
。このような処理により、機械的強度及び硬さが高めら
れたマグネシウム粉末と、バリウムフェライト粉末との
混合粉末が得られるので、この混合粉末を型に充填し、
外部磁場を印加しながら放電プラズマ焼結法により焼結
して、バリウムフェライト粉末の各粒子の磁気モーメン
トの向きが一方向に揃った焼結体を成形する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
バリウムフェライト粉末と、機械的エネルギーを付与することにより強度が高められた
マグネシウム粉末と、の混合粉末の焼結体であり、前記バリウムフェライト粉末の各粒子
の磁気モーメントの向きが一方向に揃っていることを特徴とするマグネシウム基硬磁性複
合材料。
【請求項２】
前記マグネシウム粉末は、メカニカルアロイングを施すことにより強度が高められたも
のであることを特徴とする請求項１に記載のマグネシウム基硬磁性複合材料。
【請求項３】

10

放電プラズマ焼結法による焼結体であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
のマグネシウム基硬磁性複合材料。
【請求項４】
マグネシウム粉末に機械的エネルギーを付与して前記マグネシウム粉末の強度を高める
高強度化工程と、
バリウムフェライト粉末と、前記強度が高められたマグネシウム粉末と、を混合して混
合粉末とする混合工程と、
外部磁場を印加しながら前記混合粉末を焼結して、前記バリウムフェライト粉末の各粒
子の磁気モーメントの向きが一方向に揃った焼結体を成形する焼結工程と、
を備えることを特徴とするマグネシウム基硬磁性複合材料の製造方法。
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【請求項５】
マグネシウム粉末及びバリウムフェライト粉末に機械的エネルギーを付与して、前記マ
グネシウム粉末の強度を高めつつ前記マグネシウム粉末と前記バリウムフェライト粉末と
を混合した後に、外部磁場を印加しながらこの混合粉末を焼結して、前記バリウムフェラ
イト粉末の各粒子の磁気モーメントの向きが一方向に揃った焼結体を成形することを特徴
とするマグネシウム基硬磁性複合材料の製造方法。
【請求項６】
メカニカルアロイング法により粉末に機械的エネルギーを付与することを特徴とする請
求項４又は請求項５に記載のマグネシウム基硬磁性複合材料の製造方法。
【請求項７】
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放電プラズマ焼結法により焼結を行うことを特徴とする請求項４〜６のいずれか一項に
記載のマグネシウム基硬磁性複合材料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、硬磁性を有するマグネシウム基複合材料及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、地球温暖化問題の観点から、より安価且つ軽量であり、さらに室温及び高温で高
い機械的強度を有する材料の開発が望まれている。また、高機能化の観点から、様々な機
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能を有する軽量な材料の開発が望まれている。
例えば、従来の磁性材料は、鉄又は酸化鉄をベースとしたものが多く、比重が高いとい
う欠点を有していた。また、酸化鉄系磁性材料の機械的特性は、セラミックスに類似して
おり、破壊靭性が極めて低いことや加工性が低いという欠点も併せ持っていた。
【０００３】
このような背景から、安価で且つ金属材料中で最も軽量なマグネシウムに高強度化と硬
磁性の付与とがなされれば、輸送機器をはじめとする構造材や電気・電子機器の部品など
への適用が可能となり、地球温暖化問題の解決の一助となり得る。
【先行技術文献】
【特許文献】

50

(3)

JP 2012‑104590 A 2012.5.31

【０００４】
【特許文献１】特開２００６−２５７５１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、マグネシウムは機械的強度が低く（室温で１００ＭＰａ以下）、磁性を
有しないため、輸送機器をはじめとする構造材や磁性材料への適用は皆無に等しいのが現
状である。
また、マグネシウムの機械的強度を向上させる方法としては、溶融・鋳造法により合金
化する方法が一般的であるが、このような従来法は工程が煩雑であることに加えて、溶融
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時にマグネシウムが燃焼する危険性があった。また、溶融・鋳造法によりマグネシウムと
磁性材料を複合化することは、融点や比重の差から困難であるため、硬磁性が付与された
マグネシウム材料はほとんど知られていなかった。
【０００６】
そこで、本発明は、上記のような従来技術が有する問題点を解決し、硬磁性を有すると
ともに、安価且つ軽量であり室温及び高温で高い機械的強度を有するマグネシウム基硬磁
性複合材料及びその製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
前記課題を解決するため、本発明は次のような構成からなる。すなわち、本発明に係る
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マグネシウム基硬磁性複合材料は、バリウムフェライト粉末と、機械的エネルギーを付与
することにより強度が高められたマグネシウム粉末と、の混合粉末の焼結体であり、前記
バリウムフェライト粉末の各粒子の磁気モーメントの向きが一方向に揃っていることを特
徴とする。
【０００８】
このような本発明に係るマグネシウム基硬磁性複合材料においては、前記マグネシウム
粉末は、メカニカルアロイングを施すことにより強度が高められたものであることが好ま
しい。また、放電プラズマ焼結法による焼結体であることが好ましい。
また、本発明に係るマグネシウム基硬磁性複合材料の製造方法は、マグネシウム粉末に
機械的エネルギーを付与して前記マグネシウム粉末の強度を高める高強度化工程と、バリ
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ウムフェライト粉末と、前記強度が高められたマグネシウム粉末と、を混合して混合粉末
とする混合工程と、外部磁場を印加しながら前記混合粉末を焼結して、前記バリウムフェ
ライト粉末の各粒子の磁気モーメントの向きが一方向に揃った焼結体を成形する焼結工程
と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
さらに、本発明に係るマグネシウム基硬磁性複合材料の製造方法は、マグネシウム粉末
及びバリウムフェライト粉末に機械的エネルギーを付与して、前記マグネシウム粉末の強
度を高めつつ前記マグネシウム粉末と前記バリウムフェライト粉末とを混合した後に、外
部磁場を印加しながらこの混合粉末を焼結して、前記バリウムフェライト粉末の各粒子の
磁気モーメントの向きが一方向に揃った焼結体を成形することを特徴とする。
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【００１０】
これらの本発明に係るマグネシウム基硬磁性複合材料の製造方法においては、メカニカ
ルアロイング法により粉末に機械的エネルギーを付与することが好ましい。また、放電プ
ラズマ焼結法により焼結を行うことが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
本発明のマグネシウム基硬磁性複合材料は、バリウムフェライト粉末と、強度が高めら
れたマグネシウム粉末と、の混合粉末の焼結体であるので、安価且つ軽量であり室温及び
高温で高い機械的強度を有する。また、バリウムフェライト粉末の各粒子の磁気モーメン
トの向きが一方向に揃っているので、優れた硬磁性を有する。
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また、本発明のマグネシウム基硬磁性複合材料の製造方法は、マグネシウム粉末に機械
的エネルギーを付与してマグネシウム粉末の強度を高める工程を備えているとともに、外
部磁場を印加しながら混合粉末を焼結して、バリウムフェライト粉末の各粒子の磁気モー
メントの向きを一方向に揃える工程を備えているので、優れた硬磁性を有するとともに安
価且つ軽量であり室温及び高温で高い機械的強度を有するマグネシウム基硬磁性複合材料
を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】粉末にメカニカルアロイングを施した時間と粉末のマイクロビッカース硬さとの
関係を示すグラフである。
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【図２】混合粉末におけるバリウムフェライト粉末の含有率と粉末のマイクロビッカース
硬さとの関係を示すグラフである。
【図３】粉末にメカニカルアロイングを施した時間とメカニカルアロイングを施した粉末
の飽和磁化及び保磁力との関係を示すグラフである。
【図４】Ｘ線回折のチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
本発明に係るマグネシウム基硬磁性複合材料及びその製造方法の実施の形態を、以下に
詳細に説明する。
まず、マグネシウム粉末及びバリウムフェライト粉末を混合装置に投入し、マグネシウ
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ム粉末及びバリウムフェライト粉末を撹拌すると、マグネシウム粉末及びバリウムフェラ
イト粉末が均一に混合される。このとき、撹拌によりマグネシウム粉末に機械的エネルギ
ーが付与されるようにすると、マグネシウム粉末にひずみが導入されて加工硬化がなされ
、機械的強度及び硬さが高められる。なお、混合時における焼付きを防止するため、ステ
アリン酸等の滑剤をマグネシウム粉末及びバリウムフェライト粉末に混合してもよい。
【００１４】
機械的エネルギーを付与しながら粉末を撹拌し混合する方法は、マグネシウム粉末の機
械的強度及び硬さが十分に高められるならば特に限定されるものではないが、メカニカル
アロイング法が好ましい。メカニカルアロイング法は、金属製の容器内に金属製ボールと
粉末を装入し、容器を連続的に回転させることにより、金属製ボールを粉末に激しく衝突
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させて、金属製ボールから粉末に繰り返し衝撃（機械的エネルギー）を付与するという方
法である。
【００１５】
なお、粉末にメカニカルアロイングを施す時間は、５分以上１０時間以下が好ましい。
メカニカルアロイングを施す時間が長いほど、マグネシウム粉末に強いひずみが導入され
て大きな機械的エネルギーが付与されるので、機械的強度及び硬さがより高められる。さ
らに、バリウムフェライト粉末が微細に粉砕され、その粒子が均一にマグネシウム粉末中
に分散するため、硬さがさらに高められる。ただし、バリウムフェライト粉末が微細に粉
砕されると、硬磁性（特に保磁力）が低下する傾向があるため、上記の作用とのバランス
を考えて、メカニカルアロイングを施す時間の長さを決定することが好ましい。
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【００１６】
このような処理により、機械的強度及び硬さが高められたマグネシウム粉末と、バリウ
ムフェライト粉末との混合粉末が得られるので、この混合粉末を型（型の素材は金属，セ
ラミックス，炭素等があげられる）に充填し焼結して、所望の形状に成形する。このとき
、外部磁場を印加しながら混合粉末を焼結するので、バリウムフェライト粉末の各粒子の
磁気モーメントの向きが一方向に揃った焼結体が得られる。外部磁場を印加する方法や印
加する外部磁場の強さは、焼結体中のバリウムフェライト粉末の各粒子の磁気モーメント
の向きを一方向に揃えられるならば、特に限定されるものではない。
【００１７】
これにより、硬磁性を有するマグネシウム基硬磁性複合材料が得られる。このマグネシ
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ウム基硬磁性複合材料は、金属成分がマグネシウムであるので、安価且つ軽量であり加工
性が優れている。また、マグネシウム粉末の機械的強度及び硬さが高められているため、
マグネシウム基硬磁性複合材料の室温及び高温における機械的強度（例えば比強度）と硬
さは、純マグネシウム材料よりも優れている。
【００１８】
焼結方法の種類は特に限定されるものではなく、一般的な焼結法を採用可能であるが、
放電プラズマ焼結法により焼結を行うことが好ましい。放電プラズマ焼結法は短時間で焼
結体を得ることができるので、従来の粉末冶金法（粉末を冷間加工した後に熱間押出しし
て焼結体を得る方法）などと比べて、焼結体の製造に要する時間や工程を大幅に削減する
ことができる。よって、焼結体を安価に製造することができる。また、圧力，温度，時間
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等の焼結条件は特に限定されるものではなく、マグネシウム基硬磁性複合材料に要求され
る機械的強度，硬さ，密度等に応じて適宜設定すればよい。
【００１９】
なお、上記のように、マグネシウム粉末とバリウムフェライト粉末を共に混合装置に投
入して撹拌すると、バリウムフェライト粉末に対しても機械的エネルギーが付与されるた
め、バリウムフェライト粉末が微細に粉砕された粒子がマグネシウム粉末中に均一に分散
することによって硬さが上昇する一方で、バリウムフェライトの硬磁性（特に保磁力）が
低下する場合がある。よって、まずマグネシウム粉末のみに機械的エネルギーを付与して
、マグネシウム粉末の機械的強度及び硬さを高めた後に、バリウムフェライト粉末と混合
する方法を採用してもよい。
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【００２０】
すなわち、まずマグネシウム粉末を混合装置に投入し撹拌して、マグネシウム粉末に機
械的エネルギーを付与し、マグネシウム粉末の機械的強度及び硬さを高める（高強度化工
程）。次に、バリウムフェライト粉末と、機械的強度及び硬さが高められたマグネシウム
粉末と、を混合して混合粉末とする（混合工程）。このとき、機械的強度及び硬さが高め
られたマグネシウム粉末とバリウムフェライト粉末との混合方法は、前述のような機械的
エネルギーが付与される混合方法（メカニカルアロイング法等）でもよいし、機械的エネ
ルギーは付与されない一般的な混合方法でもよい。そして、外部磁場を印加しながらこの
混合粉末を焼結して、バリウムフェライト粉末の各粒子の磁気モーメントの向きが一方向
に揃った焼結体を成形する（焼結工程）。このような方法によりマグネシウム基硬磁性複
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合材料を製造すれば、より優れた硬磁性（特に保磁力）を有するマグネシウム基硬磁性複
合材料を得ることができる。
【００２１】
また、焼結温度が高いと、バリウムフェライトが固相で分解するおそれがあるので、バ
リウムフェライトが分解しない程度の低温で焼結を行うことが好ましい。また、マグネシ
ウムの融点が６５０℃であるので、それよりも低い温度で焼結を行うことが好ましい。こ
れらの点から、焼結温度は３００℃以上５００℃以下とすることが好ましい。
また、高強度化工程と混合工程を別々に行う前述の方法を採用すれば、焼結におけるバ
リウムフェライトの固相分解が抑制されるため、機械的強度及び硬さを維持しながら、優
れた硬磁性を発揮することができる。
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【００２２】
このような本実施形態のマグネシウム基硬磁性複合材料は、優れた機械的強度及び硬さ
と優れた硬磁性とを備えているので、輸送機器をはじめとする構造材や電気・電子機器の
部品などへの適用が可能である。また、現在使用されているマグネシウム合金や鉄鋼系磁
性材料の代替材料にもなりうる。さらに、高周波吸収材，電磁波吸収材，高周波シールド
材，電磁波シールド材等への適用も可能である。さらに、永久磁石として使用することも
できる。さらに、ハードディスクドライブ，録音装置，録画装置等の磁気ヘッドとして使
用することもできる。
【００２３】
本発明に使用可能な硬磁性材料としてはバリウムフェライトが特に好ましいが、その他
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の硬磁性材料も使用可能である。例えば、ネオジウム（Ｎｄ−Ｆｅ−Ｂ−Ｄｙ）系磁性材
料，サマリウム−コバルト（Ｓｍ−Ｃｏ）系磁性材料，ストロンチウムフェライトが使用
可能である。
また、マグネシウム粉末とバリウムフェライト粉末との混合比率は特に限定されるもの
ではないが、マグネシウム粉末とバリウムフェライト粉末の合計の質量におけるバリウム
フェライト粉末の質量の割合は、５％以上４５％以下であることが好ましい。５％未満で
あると、マグネシウム基硬磁性複合材料の硬磁性が不十分となるおそれがあり、４５％超
過であると、マグネシウム基硬磁性複合材料の機械的強度が不十分となるおそれがある。
【００２４】
〔実施例〕
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以下に実施例を示して、本発明をさらに具体的に説明する。まず、出発原料として用い
たマグネシウム粉末は、純度９９．９１％，平均粒子径２７５．９μｍの純マグネシウム
の粉末である。また、バリウムフェライト粉末は、組成がＢａＦｅ１２Ｏ１９で、平均粒
子径１．７μｍ、飽和磁化７．５×１０‑5Ｗｂ・ｍ／ｋｇ、保磁力１６．２ｋＡ／ｍのも
のである（以降においては「Ｂａフェライト」又は「ＢＦＲ」と記すこともある）。
【００２５】
メカニカルアロイングには、８００ｒｐｍで回転するモータによってミル容器に上下左
右の複雑な振動を与えることができる振動型ボールミルを用いた。直径５１ｍｍ，長さ６
４ｍｍの工具鋼製ミル容器に、直径６ｍｍの工具鋼製ボール７０個（約７０ｇ）と、マグ
ネシウム粉末及びＢＦＲ粉末を合計で１０ｇと、焼き付き防止剤としてステアリン酸０．
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７５ｇと、を装入した。
【００２６】
マグネシウム粉末及びＢＦＲ粉末の配合組成については、３種類検討した。すなわち、
マグネシウム粉末：ＢＦＲ粉末が９０質量％：１０質量％のもの（以降は「Ｍｇ−１０Ｂ
ＦＲ」と記す）、７０質量％：３０質量％のもの（以降は「Ｍｇ−３０ＢＦＲ」と記す）
、５０質量％：５０質量％のもの（以降は「Ｍｇ−５０ＢＦＲ」と記す）についてメカニ
カルアロイングを行った。
【００２７】
メカニカルアロイングの処理時間については、２０分，６０分，１２０分，２４０分と
した。なお、ミル容器への粉末の装入と取り出しはアルゴン雰囲気中で行なった。そして
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、メカニカルアロイングを施した混合粉末について、マイクロビッカース硬さＨＶ０．０
１を測定した。メカニカルアロイングの処理時間と得られた混合粉末のマイクロビッカー
ス硬さＨＶ０．０１との関係を、図１のグラフに示す。また、混合粉末におけるバリウム
フェライト粉末の含有率と混合粉末のマイクロビッカース硬さＨＶ０．０１との関係を、
図２のグラフに示す。さらに、粉末にメカニカルアロイングを施した時間とメカニカルア
ロイングを施した粉末の飽和磁化（左縦軸）及び保磁力（右縦軸）との関係を、図３のグ
ラフに示す。
【００２８】
次に、メカニカルアロイングを施した各混合粉末を、外部磁場を印加しながら放電プラ
ズマ焼結装置で固化成形して、バリウムフェライト粉末の各粒子の磁気モーメントの向き
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が一方向に揃った焼結体を得た。成形には黒鉛ダイス（外径５０ｍｍ，内径２０．１ｍｍ
，高さ４０ｍｍ）と黒鉛パンチを用い、これに４ｇの混合粉末を充填した。チャンバー内
を真空に保ち、焼結温度が５７３Ｋ，６７３Ｋ，又は７７３Ｋ（室温から該焼結温度まで
の昇温速度は１．６７Ｋ／ｓ）、焼結圧力が４９ＭＰａ、保持時間が１時間という条件で
焼結した。
【００２９】
なお、混合粉末のマイクロビッカース硬さＨＶ０．０１は、測定面をエメリー紙で研磨
後、研磨用アルミナ粒子でバフ研磨して鏡面仕上げし、マイクロビッカース硬度計で測定
した。また、混合粉末の飽和磁化及び保磁力は、振動試料型磁力計（ＶＳＭ）を用いて、
８００ｋＡ／ｍ，４０ｋＡ／ｍの磁界中で測定した。さらに、混合粉末の構造解析はＸ線

50

(7)

JP 2012‑104590 A 2012.5.31

回折（ＸＲＤ）で行った（図４のＸ線回折のチャートを参照）。Ｘ線回折は、強度４０ｋ
Ｖ，６０ｍＡのＣｕＫα線を用いて、回折速度１．６６×１０‑2ｄｅｇ／ｓ及び回折角度
２０〜８０°の条件で測定した。
【００３０】
ここで、メカニカルアロイングの処理時間について考察する。図１では、メカニカルア
ロイングを施していない純マグネシウム粉末のマイクロビッカース硬さを点線で表示して
ある。純マグネシウム粉末のみにメカニカルアロイングを施した場合は、メカニカルアロ
イングの処理時間が２０〜１２０分のものは、メカニカルアロイングを施していない純マ
グネシウム粉末よりも硬さが低かったが、メカニカルアロイングの処理時間が２４０分の
ものは、メカニカルアロイングを施していない純マグネシウム粉末よりも硬さが高かった
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。
【００３１】
これは、メカニカルアロイングの処理時間が２０〜１２０分の場合は、加工硬化や結晶
子の微細化による強化よりも摩擦熱による回復の方が大きく寄与し、メカニカルアロイン
グの処理時間が２４０分の場合は、摩擦熱による回復よりも加工硬化や結晶子の微細化に
よる強化の方が上回ったためであると考えられる。
また、メカニカルアロイングを施した混合粉末の場合は、メカニカルアロイングの処理
時間の増加に伴って硬さが向上する傾向を示した。しかし、バリウムフェライト粉末の含
有率の増加に伴う硬さの向上量は、メカニカルアロイング処理時間によって異なることが
確認できる。
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【００３２】
そこで、バリウムフェライト粉末の含有率の増加に伴う硬さの変化について、図２を参
照しながら考察する。図２中で点線は、マグネシウム粉末の硬さ（４４ＨＶ）とバリウム
フェライト粉末の硬さ（１２７．７ＨＶ）から複合則を用いて算出した混合粉末の硬さの
理論値である。メカニカルアロイング（ＭＡ）の処理時間が２０分の場合と６０分の場合
は、バリウムフェライト粉末の含有率の増加に伴う硬さの向上傾向は認められなかった。
一方、１２０分の場合と２４０分の場合は、バリウムフェライト粉末の含有率の増加に伴
って硬さが向上する傾向を示した。これは、１２０分以上のメカニカルアロイングにより
、バリウムフェライト粉末の均一分散が達成されたためと考えられる。また、１２０分の
場合と２４０分の場合の硬さの差は、マトリックスであるマグネシウムの硬さの向上分で

30

あると考えられる。
【００３３】
次に、メカニカルアロイング処理時間と、バリウムフェライト粉末及び混合粉末の飽和
磁化と保磁力との関係について、図３を参照しながら考察する。メカニカルアロイングを
施していないバリウムフェライト粉末の飽和磁化値は、７．５×１０‑5Ｗｂ・ｍ／ｋｇで
ある。メカニカルアロイングを施したバリウムフェライト粉末の飽和磁化値は、非磁性の
ステアリン酸の影響により、メカニカルアロイングを施していないバリウムフェライト粉
末よりも若干低い値を示したが、メカニカルアロイングによる急激な値の低下は認められ
ず、組成に依存した値が得られた。混合粉末の飽和磁化値も、メカニカルアロイング処理
時間の増加に伴う変化を示さず、バリウムフェライト粉末の含有率に応じた値が得られた
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。
【００３４】
一方、メカニカルアロイングを施していないバリウムフェライト粉末の保磁力は、１６
．２ｋＡ／ｍである。メカニカルアロイングを施したバリウムフェライト粉末の保磁力は
、メカニカルアロイング処理時間の増加伴い低下する傾向を示し、２４０分の場合は１３
．５ｋＡ／ｍであった。
酸化物系軟磁性材料であるＮｉ−Ｃｕ−Ｚｎフェライトに対して同様の条件でメカニカ
ルミリングを施した場合は、処理時間の増加に伴って保磁力が向上する傾向を示した。こ
れは、保磁力は構造依存型の特性であり、結晶構造の変化や結晶粒径の増減によってその
値が変化することに起因しており、メカニカルミリング処理時間の増加に伴って結晶子が
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微細化したために保磁力が増加したと考えられる。
【００３５】
結晶子の大きさと保磁力の関係は、一般的には、結晶子の大きさが数十ｎｍまで減少し
た際に保磁力は向上するが、数ｎｍ以下（アモルファス) になると１０6 に比例して保磁
力が急激に低下することが知られている。これは、結晶子の大きさが数十ｎｍ以上の粉末
は多磁区で構成されているが、数十ｎｍの粉末では単磁区となるため保磁力が最も高く、
数ｎｍ以下（アモルファス) 、すなわち、単磁区よりも微細な粉末は保磁力が急激に低下
するという概念で説明されている。
【００３６】
このような観点から、バリウムフェライト粉末の保磁力がメカニカルアロイングの処理

10

時間の増加に伴い低下する傾向を示したことを考えると、メカニカルアロイングを施して
いない粉末は単磁区で構成されており、メカニカルアロイングの処理時間の増加に伴って
単磁区以下の大きさの粉末に微細化されたために保磁力が低下したと推察できる。また、
混合粉末の保磁力は、バリウムフェライト粉末よりも高い値を示した。さらに、全ての混
合粉末においてバリウムフェライト粉末と同様に、メカニカルアロイングの処理時間の増
加に伴って保磁力は低下する傾向を示した。バリウムフェライト粉末よりも混合粉末の方
が保磁力が高い値を示したのは、マグネシウム粉末と共にメカニカルアロイングを施した
バリウムフェライト粉末の結晶子は微細化されなかったためと考えられる。
【００３７】
次に、メカニカルアロイングの処理時間の変化に伴うＭｇ−１０ＢＦＲ粉末の構成相の
変化について、図４を参照しながら考察する。メカニカルアロイング（ＭＡ）の処理時間
が２０〜２４０分の範囲内では、マグネシウムとバリウムフェライトの間の固相反応は生
じていないことが分かる。また、マグネシウムの回折ピークは、メカニカルアロイングの
処理時間が２０分の場合及び６０分の場合よりも、１２０分の場合及び２４０分の場合が
ブロード化していることから、結晶子が微細化していると考えられる。
【図３】
【図１】

【図２】
【図４】
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