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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｍｇ：０．２～２．０％、Ｓｉ：０．３～２．０％を含み、残部がＡｌおよ
び不可避的不純物からなり、圧延後に調質処理として溶体化焼入れ処理および再加熱処理
されたＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金板であって、示差走査熱分析曲線において、
２３０～２７０℃の温度範囲における発熱ピーク高さをＡ、２８０～３２０℃の温度範囲
における発熱ピーク高さをＢ、３３０～３７０℃の温度範囲における発熱ピーク高さをＣ
とし、アルミニウム合金板がコイル状態の長尺の形状の場合に、前記各温度範囲の発熱ピ
ークのうちの最も高い発熱ピーク高さを長手方向に亙る先端部、中央部、後端部とを各々
必須で含む測定１０箇所で平均化したものを前記各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃとした際に
、前記発熱ピーク高さＢが２０μＷ／ｍｇ以上であるとともに、前記発熱ピーク高さＢに
対する前記発熱ピーク高さＡ、Ｃの各比である、Ａ／Ｂを０．４５以下、Ｃ／Ｂを０．６
以下と各々して、前記発熱ピーク高さＡとＣとを共に規制し、２％のひずみ付与後に１７
０℃×２０分の人工時効硬化処理を施した際の圧延方向に平行な方向の０．２％耐力の増
加量が１００ＭＰａ以上であることを特徴とするアルミニウム合金板。
【請求項２】
　前記アルミニウム合金板が、更に、Ｍｎ：１．０％以下（但し、０％を含まず）、Ｃｕ
：１．０％以下（但し、０％を含まず）、Ｆｅ：１．０％以下（但し、０％を含まず）、
Ｃｒ：０．３％以下（但し、０％を含まず）、Ｚｒ：０．３％以下（但し、０％を含まず
）、Ｖ：０．３％以下（但し、０％を含まず）、Ｔｉ：０．０５％以下（但し、０％を含
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まず）、Ｚｎ：１．０％以下（但し、０％を含まず）、Ａｇ：０．２％以下（但し、０％
を含まず）の１種または２種以上を含む請求項１に記載のアルミニウム合金板。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金板に関するものである。本発明で言うア
ルミニウム合金板とは、熱間圧延板や冷間圧延板などの圧延板であって、溶体化処理およ
び焼入れ処理などの調質が施された、パネルへのプレス成形やパネル状態での焼付け塗装
硬化処理前のアルミニウム合金板を言う。また、以下の記載では、アルミニウムをＡｌと
も言う。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境などへの配慮から、自動車等の車両の軽量化の社会的要求はますます高
まってきている。かかる要求に答えるべく、自動車パネル、特にフード、ドア、ルーフな
どの大型ボディパネル（アウタパネル、インナパネル）の材料として、鋼板等の鉄鋼材料
にかえて、成形性や焼付け塗装硬化性に優れた、より軽量なアルミニウム合金材の適用が
増加しつつある。
【０００３】
　この内、自動車のフード、フェンダー、ドア、ルーフ、トランクリッドなどのパネル構
造体の、アウタパネル（外板）やインナパネル（内板）等のパネルには、薄肉でかつ高強
度アルミニウム合金板として、Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系のＡＡ乃至ＪＩＳ６０００系（以下、
単に６０００系とも言う) アルミニウム合金板が使用されている。
【０００４】
　この６０００系（Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系）アルミニウム合金板は、Ｓｉ、Ｍｇを必須とし
て含み、特に過剰Ｓｉ型の６０００系アルミニウム合金は、これらＳｉ／Ｍｇが質量比で
１以上である組成を有し、強制加熱時の優れた人工時効硬化能を有している。このため、
プレス成形や曲げ加工時には低耐力化により成形性を確保するとともに、成形後のパネル
の塗装焼付処理などの、比較的低温の人工時効（硬化）処理時の強制加熱により、人工時
効硬化して耐力が向上し、パネルとしての必要な強度を確保できる焼付け塗装硬化性（以
下、ベークハード性＝ＢＨ性、焼付硬化性とも言う）がある。
【０００５】
　また、６０００系アルミニウム合金板は、Ｍｇ量などの合金量が多い他の５０００系ア
ルミニウム合金などに比して、合金元素量が比較的少ない。このため、これら６０００系
アルミニウム合金板のスクラップを、アルミニウム合金溶解材（溶解原料）として再利用
する際に、元の６０００系アルミニウム合金鋳塊が得やすく、リサイクル性にも優れてい
る。
【０００６】
　一方、自動車のアウタパネルなどは、周知の通り、アルミニウム合金板に対し、プレス
成形における張出成形時や曲げ成形などの成形加工が複合して行われて製作される。例え
ば、フードやドアなどの大型のアウタパネルでは、張出などのプレス成形によって、アウ
タパネルとしての成形品形状となされ、次いで、このアウタパネル周縁部のフラットヘム
などのヘム（ヘミング）加工によって、インナパネルとの接合が行われ、パネル構造体と
される。
【０００７】
　前記自動車などのアウタパネルなどでは、軽量化のために、より薄肉化される傾向にあ
り、薄肉化した上で、耐デント性に優れるような、高強度化が求められる。したがって、
プレス成形時には、アルミニウム合金板をより低耐力化させて、成形性を確保し、成形後
のパネルの塗装焼付処理などの比較的低温の人工時効処理時の加熱により時効硬化して耐
力が向上し、薄肉化した上でも必要な強度を確保できる人工時効硬化能（焼付け塗装硬化
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性）が、より必要とされる。
【０００８】
　従来から、このような６０００系アルミニウム合金板の焼付け塗装硬化性に対し、Ｍｇ
－Ｓｉ系クラスタ (溶体化および焼入れ処理後の室温放置中に形成される) を制御するこ
とが、種々提案されている。これらは、板の製造に際し、主として、溶体化および焼入れ
処理後の熱処理などで焼付け塗装硬化性を向上させる。そして、最近では、これらＭｇ－
Ｓｉ系クラスタを、６０００系アルミニウム合金板の示差走査熱分析曲線（以下、ＤＳＣ
 とも言う) の吸熱ピークや発熱ピークにて測定した上で制御する技術が提案されている
。
【０００９】
　例えば、特許文献１、２では、低温時効硬化能を阻害している要因として、これらＭｇ
－Ｓｉ系クラスタ、特に、Ｓｉ／空孔クラスタ（ＧＰＩ）の生成量を規制することが提案
されている。これら技術では、室温時効抑制と低温時効硬化能を阻害するＧＰＩの生成量
を規制するために、Ｔ４材 (溶体化処理後自然時効後) のＤＳＣにおいて、ＧＰＩの溶解
に相当する１５０～２５０℃の温度範囲における吸熱ピークがないことを規定している。
また、これら技術では、このＧＰＩの生成を抑制乃至制御するために、溶体化および室温
まで焼入れ処理した後に、前記７０～１５０℃で０．５～５０時間程度保持する低温熱処
理を施している。
【００１０】
　確かに、前記特許文献１、２の通り、溶体化および焼入れ処理後室温放置中に形成され
たＧＰＩは、塗装焼き付け時に崩壊し、マトリックスの溶質濃度が低下するため、強度上
昇に寄与するＧＰゾーン (Ｍｇ２Ｓｉ析出相) の側の析出を阻害し、低温時効硬化能が阻
害される。また、このＧＰＩの形成は強度上昇も招き、室温時効抑制を阻害する。したが
って、このＧＰＩの形成を抑制すれば、室温時効抑制と低温時効硬化能が向上する。しか
し、このＧＰＩの形成を抑制するだけでは、近年要求されている焼付け塗装硬化性（低温
人工時効硬化能）の特性向上のためには、今だ不十分である。例えば、前記特許文献１、
２で開示されている焼付け塗装硬化性は、１７５ ℃×３０分乃至１７０ ℃×２０分の人
工時効処理条件でのBH後の耐力が、最大でも１６８ＭＰａ程度のレベルあって、この種パ
ネル用途に要求される２００ＭＰａ以上とはならない。
【００１１】
　このため、特許文献３では、過剰Ｓｉ型の６０００系アルミニウム合金材であって、こ
のアルミニウム合金材の溶体化および焼入れ処理を含む調質処理後のＤＳＣにおいて、Ｓ
ｉ／空孔クラスタ（ＧＰＩ) の溶解に相当する１５０～２５０℃の温度範囲におけるマイ
ナスの吸熱ピーク高さが１０００μＷ 以下であり、かつＭｇ／Ｓｉクラスタ(ＧＰＩＩ) 
の析出に相当する２５０～３００℃の温度範囲におけるプラスの発熱ピーク高さが２００
０μＷ以下とすることが提案されている。このアルミニウム合金材は、前記調質処理後少
なくとも４カ月間の室温時効後の特性として、耐力が１１０～１６０ＭＰａの範囲であり
、かつ前記調質処理直後との耐力差が１５ＭＰａ以内、伸びが２８％以上であり、更に２
％のひずみ付与後１５０℃×２０分の低温時効処理時の耐力が１８０ＭＰａ以上である特
性を有する。
【００１２】
　しかし、この特許文献３でも、調質処理（製造）直後のＡｓ耐力が１３５ＭＰａ未満の
アルミニウム合金板の、焼付け塗装硬化後（２％のひずみ付与後１７０℃×２０分の条件
）のＢＨ後耐力を２４０ＭＰａに近いか、それ以上の高耐力とすることは難しい。即ち、
ＢＨ後耐力とＡｓ耐力との差が１２０ＭＰａ以上あるような、焼付け塗装硬化特性（ＢＨ
性）を有することは難しい。
【００１３】
　特許文献４では、このような低温短時間の焼付け塗装硬化でのＢＨ性を得るため、６０
００系アルミニウム合金板の調質処理後の示差走査熱分析曲線において、１００～２００
℃の温度範囲における発熱ピーク高さＷ１を５０μＷ以上とし、かつ、２００～３００℃
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の温度範囲における発熱ピーク高さＷ２と、前記発熱ピーク高さＷ１との比Ｗ２／Ｗ１を
２０．０以下とする。
【００１４】
　ここで、前記発熱ピークＷ１は、人工時効硬化処理の際のβ”（Ｍｇ２Ｓｉ相）の核生
成サイトとなるＧＰゾーンの析出に対応しており、Ｗ１のピーク高さが高いほど、人工時
効硬化処理の際のβ”の核生成サイトとなるＧＰゾーンが、調質処理後の板に、既に形成
、確保されているとする。この結果、成形後の焼付け塗装硬化処理時に、速やかにβ”が
成長し、焼付け塗装硬化性（人工時効硬化能）を向上させるとしている。一方、前記発熱
ピークＷ２の方は、β”自体の析出ピークに対応しており、調質処理後（製造後）の成形
される前の板を、耐力が１３５ＭＰａ未満に低耐力化させて成形性を確保するために、こ
の発熱ピークＷ２高さをできるだけ小さくするとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開平１０－２１９３８２号公報
【特許文献２】特開２０００－２７３５６７号公報
【特許文献３】特開２００３－２７１７０号公報
【特許文献４】特開２００５－１３９５３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　ただ、この特許文献４でも、あるいは他の従来技術であっても、調質処理（製造）直後
のＡｓ耐力が１３５ＭＰａ未満のアルミニウム合金板の、低温短時間条件での焼付け塗装
硬化処理後（２％のひずみ付与後１７０℃×２０分の条件）のＢＨ後耐力を、前記Ａｓ耐
力との耐力差で、安定して１００ＭＰａ以上向上させた高耐力とすることは難しい。
【００１７】
　本発明は、前記問題点に鑑みてなされたものであり、室温時効後に低温で短時間化され
た条件の車体塗装焼付け処理であっても、高いＢＨ性が安定して得られるＡｌ―Ｓｉ―Ｍ
ｇ系アルミニウム合金板を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　この目的を達成するために、本発明の焼付け塗装硬化性に優れたアルミニウム合金板の
要旨は、質量％で、Ｍｇ：０．２～２．０％、Ｓｉ：０．３～２．０％を含み、残部がＡ
ｌおよび不可避的不純物からなり、圧延後に調質処理として溶体化焼入れ処理および再加
熱処理されたＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金板であって、示差走査熱分析曲線にお
いて、２３０～２７０℃の温度範囲における発熱ピーク高さをＡ、２８０～３２０℃の温
度範囲における発熱ピーク高さをＢ、３３０～３７０℃の温度範囲における発熱ピーク高
さをＣとし、アルミニウム合金板がコイル状態の長尺の形状の場合に、前記各温度範囲の
発熱ピークのうちの最も高い発熱ピーク高さを長手方向に亙る先端部、中央部、後端部と
を各々必須で含む測定１０箇所で平均化したものを前記各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃとし
た際に、前記発熱ピーク高さＢが２０μＷ／ｍｇ以上であるとともに、前記発熱ピーク高
さＢに対する前記発熱ピーク高さＡ、Ｃの各比である、Ａ／Ｂを０．４５以下、Ｃ／Ｂを
０．６以下と各々して、前記発熱ピーク高さＡとＣとを共に規制し、２％のひずみ付与後
に１７０℃×２０分の人工時効硬化処理を施した際の圧延方向に平行な方向の０．２％耐
力の増加量が１００ＭＰａ以上であることとする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、調質処理（製造）直後のＡｓ耐力が１３５ＭＰａ未満のアルミニウム
合金板の、低温短時間条件での焼付け塗装硬化処理後（２％のひずみ付与後１７０℃×２
０分の条件）のＢＨ後耐力を、前記Ａｓ耐力との耐力差で、１００ＭＰａ以上向上させた



(5) JP 6227222 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

高耐力を、長尺の板コイルの中で安定して得ることができる。
【００２０】
　冷延によって製造されたコイル状態の広幅で長尺のアルミニウム合金板は、圧延長手方
向の部位に亘って、数百枚の多数の前記自動車などのパネルにプレス成形される。このよ
うなアルミニウム合金板の組織を、化合物の大きさや密度などの、光学あるいはＳＥＭ、
ＴＥＭなどの顕微鏡分析によりミクロ的に規定しても、それが、コイル状態の広幅で長尺
のアルミニウム合金板の特性を、圧延長手方向の部位に亘って保障しているとは限らない
。
【００２１】
　これは、６０００系アルミニウム合金板の示差走査熱分析曲線（ＤＳＣ）の吸熱ピーク
や発熱ピークにて測定した上で制御する、前記従来技術でも同様である。このようなＤＳ
Ｃ制御であっても、コイル状態の広幅で長尺のアルミニウム合金板の特性を、圧延長手方
向の部位に亘って保障しなければ、１枚の板の圧延長手方向の部位に亘る、各成形部位か
ら成形される数多くのパネルの、前記低温短時間条件でのＢＨ性を、同時に向上乃至保障
することができない。
【００２２】
　本発明は、このようなＤＳＣ制御において、コイル状態の広幅で長尺のアルミニウム合
金板の特性を、圧延長手方向の部位に亘って保障することができ、１枚の板（コイル）の
圧延長手方向に亘る各部位から各々採取されて成形される多数のパネルの、前記低温短時
間条件でのＢＨ性を、同時に向上乃至保障することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】測定したアルミニウム合金板の示差走査熱分析曲線（ＤＳＣ)を示す説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に、本発明の実施の形態につき、要件ごとに具体的に説明する。なお、本発明で言
うアルミニウム合金板とは、前記した通り、冷間圧延後、調質処理を施した後に室温時効
した板（圧延板）を言う。したがって、本発明で規定する各要件も、調質処理直後（板製
造直後）だけではなく、調質処理後（板製造後）からプレス成形乃至曲げ加工されるまで
の任意の期間（例えば板製造後から１カ月以上経過後）におけるアルミニウム合金板を言
う。
【００２５】
示差熱分析：
　本発明では、圧延後に調質処理として溶体化焼入れ処理および再加熱処理された６００
０系（Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系）アルミニウム合金板の組織を、示差走査熱分析曲線において
、ＢＨ性に特に関わる、特定の温度範囲における発熱ピーク高さを３つ（３箇所）選択す
る。言い換えると、ＢＨ性に特に関わる、特定の温度範囲における発熱ピーク高さ３つを
各々制御して、ＢＨ性（焼き付け塗装硬化特性）を高める。
【００２６】
　図１に、後述する実施例の、表１における発明例１、２、比較例４の３種類のアルミニ
ウム合金板のＤＳＣとして、発明例１を太い実線、発明例２を細い実線、比較例４を点線
で各々示す。
【００２７】
　この図１において、前記ＢＨ性に特に関わる３つの発熱ピーク高さとして、示差走査熱
分析曲線における、２３０～２７０℃の温度範囲における発熱ピーク高さＡ、２８０～３
２０℃の温度範囲における発熱ピーク高さＢ、３３０～３７０℃の温度範囲における発熱
ピーク高さＣを選択し、制御する。なお、以下の説明では、これら発熱ピーク高さＡ、Ｂ
、Ｃを有する各発熱ピークを、各々発熱ピークａ、発熱ピークｂ、発熱ピークｃと言う。
【００２８】



(6) JP 6227222 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

　前記示差走査熱分析曲線とは、前記調質処理後のアルミニウム合金板の融解過程におけ
る熱的変化を以下の条件による示差熱分析により測定して得られた固相からの加熱曲線で
ある。
【００２９】
　この示差熱分析を、本発明では、前記調質処理後のアルミニウム合金板の長手方向に亙
る先端部、中央部、後端部とを各々必須で含む１０箇所において行う。そして、前記各温
度範囲の発熱ピークのうちの最も高い発熱ピーク高さを、前記測定１０箇所で平均化した
ものを前記各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃとする。このようなＤＳＣ制御によって、コイル
状態の広幅で長尺のアルミニウム合金板の特性を、圧延長手方向の部位に亘って保障し、
１枚の板の圧延長手方向の部位に亘る、各成形部位から成形される数多くのパネルの、前
記低温短時間条件でのＢＨ性を、同時に向上乃至保障する。
【００３０】
　前記板の各測定箇所における示差熱分析においては、試験装置：セイコ－インスツルメ
ンツ製ＤＳＣ２２０Ｇ、標準物質：アルミ、試料容器：アルミ、昇温条件：１５℃／ｍｉ
ｎ、雰囲気：アルゴン（５０ｍｌ／ｍｉｎ）、試料重量：２４．５～２６．５ｍｇの同一
条件で各々行う。そして、得られた示差熱分析のプロファイル（μＷ）を試料重量で割っ
て規格化した（μＷ／ｍｇ）後に、前記示差熱分析プロファイルでの０～１００℃の区間
において、示差熱分析のプロファイルが水平になる領域を０の基準レベルとし、この基準
レベルからの発熱ピーク高さとして、前記各温度範囲の発熱ピークのうちの最も高い発熱
ピーク高さを、前記測定１０箇所で平均化したものを前記各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃと
する。
【００３１】
発熱ピーク高さＢ：
　前記発熱ピーク高さＢは、２８０～３２０℃の間の発熱ピークｂの高さであり、β’（
中間相）の析出ピークに対応している。このβ’のピークである前記発熱ピーク高さＢが
十分に高くなることは、Ｍｇ、Ｓｉ原子がより多く固溶しており、また析出を促進させる
、溶体化焼き入れ時に凍結された過飽和原子空孔量が多いことを意味している。このうち
、特に、過飽和固溶Ｍｇ、Ｓｉ、凍結空孔量が多いことは、β”相の析出に有利な方向で
ある。
【００３２】
　したがって、前記発熱ピーク高さＢを２０μＷ／ｍｇ以上の一定量（一定高さ）以上確
保して、２％のひずみ付与後に１７０℃×２０分の人工時効硬化処理を施した際のＢＨ（
ベークハード）性を高める。前記発熱ピーク高さＢが２０μＷ／ｍｇ未満では、他のＤＳ
Ｃ要件（Ａ／Ｂ≦０．４５、Ｃ／Ｂ≦０．６）を満たしたとしても、２％のひずみ付与後
に１７０℃×２０分の人工時効硬化処理を施した際の圧延方向に平行な方向の０．２％耐
力の増加量を、１００ＭＰａ以上とできない。この結果、１枚の板の圧延長手方向の部位
に亘る、各成形部位から成形される数多くのパネルの、前記低温短時間条件でのＢＨ性（
焼き付け塗装硬化特性）を、同時に向上乃至保障できない。この発熱ピーク高さＢの上限
は特に定めないが、製造限界からすると概ね５０μＷ／ｍｇ程度である。したがって、発
熱ピーク高さＢは、好ましくは２０μＷ／ｍｇ～５０μＷ／ｍｇの範囲とする。
【００３３】
発熱ピーク高さＡ：
　発熱ピーク高さＡは、２３０～２７０℃の間の発熱ピークａの高さであり、人工時効時
の時効硬化に寄与するβ”相の析出ピークに対応している。従来のＤＳＣ制御では、低温
短時間でのＢＨ性を向上させるために、β”相の核生成サイトとなるＭｇ／Ｓｉクラスタ
を確保しようと、この発熱ピーク高さＡを高める。しかし、本発明では、この発熱ピーク
高さＡを逆に規制して小さくする。事実、６０００系アルミニウム合金圧延板を、溶体化
焼入れ処理および再加熱処理し、この再加熱処理の際のヒートパターンとして、加熱速度
と保持温度、保持時間、及び冷却速度とを制御することによって、この発熱ピーク高さＡ
が低くなる。本発明では、β”の核となるＭｇ／ＳｉクラスタやＧ．Ｐ．ゾーンを溶体化



(7) JP 6227222 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

処理後に既に形成させていることに加えて、その後のパネルに成形後の焼き付け塗装処理
時に速やかにβ”が成長させるために、さらに他の発熱ピーク高さとの関係を精緻に制御
することで、前記低温短時間条件でのＢＨ性を向上させている。
【００３４】
　発熱ピーク高さＡが、前記発熱ピーク高さＢよりも顕著に低いことは、Ａのピークに対
応するβ”或いはその核が、既にＤＳＣ測定前に形成されていることを意味し、また、Ｂ
のピークが高いほど、β”の析出にも関与する過飽和固溶Ｍｇ、Ｓｉ量も多く、凍結空孔
量も多いことを意味する。したがって、発熱ピーク高さＡを、前記発熱ピーク高さＢとの
相対関係で、前記発熱ピーク高さＢに対する前記発熱ピーク高さＡの比Ａ／Ｂを、Ａ／Ｂ
≦０．４５と小さく規制する。このＡ／Ｂ≦０．４５とすると、前記発熱ピーク高さＢが
２０μＷ／ｍｇ以上の条件との相乗効果で、前記低温短時間条件でのＢＨ性が向上する。
【００３５】
　一方、Ａ／Ｂが０．４５を超えて大きく（高く）なっては、他のＤＳＣ要件（前記発熱
ピーク高さＢが２０μＷ／ｍｇ未満、Ｃ／Ｂ≦０．６）を満たしたとしても、２％のひず
み付与後に１７０℃×２０分の人工時効硬化処理を施した際の圧延方向に平行な方向の０
．２％耐力の増加量を、１００ＭＰａ以上とできない。この結果、１枚の板の圧延長手方
向の部位に亘る、各成形部位から成形される数多くのパネルの、前記低温短時間条件での
ＢＨ性を、同時に向上乃至保障できない。このＡ／Ｂの下限は特に定めないが、製造限界
からすると概ね０．１程度である。したがって、Ａ／Ｂは、好ましくは０．１～０．４５
の範囲とする。
【００３６】
発熱ピーク高さＣ：
　発熱ピーク高さＣは、３３０～３７０℃の間の発熱ピークｃの高さであり、安定なβ相
（Ｍｇ２Ｓｉ）の析出ピークに対応している。本発明では、この析出ピークが小さい方が
前記低温短時間条件でのＢＨ性に優れることを実験的に見出した。このため、発熱ピーク
高さＣを、前記発熱ピーク高さＢとの相対関係で、前記発熱ピーク高さＢに対する前記発
熱ピーク高さＣの比であるＣ／Ｂを、Ｃ／Ｂ≦０．６として、前記発熱ピーク高さＡとと
もに、この発熱ピーク高さＣを規制し、できるだけ小さく制御する。このＣ／Ｂ≦０．６
とすると、前記発熱ピーク高さＢが２０μＷ／ｍｇ以上、前記Ａ／Ｂ≦０．４５の各条件
との相乗効果で、前記低温短時間条件でのＢＨ性が向上する。
【００３７】
　一方、このＣ／Ｂが０．６を超えて大きく（高く）なっては、他のＤＳＣ要件（前記発
熱ピーク高さＢが２０μＷ／ｍｇ未満、Ａ／Ｂ≦０．４５）を満たしたとしても、２％の
ひずみ付与後に１７０℃×２０分の人工時効硬化処理を施した際の圧延方向に平行な方向
の０．２％耐力の増加量を、１００ＭＰａ以上とできない。この結果、１枚の板の圧延長
手方向の部位に亘る、各成形部位から成形される数多くのパネルの、前記低温短時間条件
でのＢＨ性（焼き付け塗装硬化特性）を、同時に向上乃至保障できない。このＣ／Ｂの下
限は特に定めないが、製造限界からすると概ね０．１５程度である。したがって、Ａ／Ｂ
は、好ましくは０．１５～０．６の範囲とする。
【００３８】
　この発熱ピーク高さＣのメカニズムはまだ不明であるが、過飽和に固溶しているＭｇ、
Ｓｉ原子が、強化に効くβ”相や、さらに高温域で形成されるβ’相としてほぼ析出して
しまっており、過飽和に固溶したＭｇ、Ｓｉから直接β相として析出するような挙動にな
っていないためと推定される。このことは、昇温中において、β”の核となるＭｇ／Ｓｉ
クラスタやＧ．Ｐ．ゾーン等が既に形成されることに起因してＡのピークが小さいことと
、β’の析出に対応するＢのピークが高いことと合わせて解析すると、溶体化焼入れ時の
凍結空孔量が多いか、その後の後述する予備時効処理で効率よく原子空孔がＭｇ／Ｓｉク
ラスタ等の形成に活用され、また、β’の析出を促進するような状態で存在しているため
であると推察される。
【００３９】
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　原子空孔はこのような析出に関与するが、低温ほどその平衡論的に存在する量が少なく
、焼き入れなどによる非平衡に凍結された原子空孔量が析出などの拡散に強く関与する。
ＤＳＣ等の昇温過程では、３００℃程度以上の高温域になってくると、平衡論的な原子空
孔量も増大し、凍結空孔の影響よりもそちらが支配的となるため、β相の析出には、凍結
空孔は直接関与することにはならない。つまり、β”相、β’相が析出する低温域では、
凍結空孔がその析出挙動に強く関与し、より析出が促進されることで、高温域で析出する
β相の挙動に影響を及ぼしているものと推察される。
【００４０】
　ちなみに、これらの各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの各発熱ピークａ、ｂ、ｃは、室温で
は「種」の状態で存在し、製造された６０００系アルミニウム合金板の状態（通常の室温
）、すなわち、圧延後に調質処理として溶体化焼入れ処理および再加熱処理された板の状
態では、通常の分析手段では、全く分析も検知もできない。言い換えると、これらの各発
熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの各発熱ピークａ、ｂ、ｃは、示差熱分析により、前記調質処理
後のアルミニウム合金板を加熱していくと始めて現れる。
【００４１】
　しかも、これらの各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃ、あるいは各発熱ピークａ、ｂ、ｃは、
この示差熱分析の際の加熱条件では、かなり遅れて、最初に生じるＡも２３０℃以上とい
う、比較的高温で初めて生じる。したがって、これまでに幾ら示差熱分析していても、こ
れらの各発熱ピークa、ｂ、cが無ければ、言い換えると、前記温度範囲でピークが検知で
きないような、なだらかなＤＳＣ加熱曲線しか得られていなければ、各発熱ピークａ、ｂ
、ｃの存在自体やその挙動については全く知りようがない。本発明は、これら各発熱ピー
クａ、ｂ、ｃの存在自体やその低温短時間でのＢＨ性への挙動（寄与）についての知見の
もとになされている。
【００４２】
化学成分組成：
　次に、６０００系アルミニウム合金板の化学成分組成について、以下に説明する。本発
明が対象とする６０００系アルミニウム合金板は、前記した自動車の外板用の板などとし
て、優れた成形性やＢＨ性、強度、溶接性、耐食性などの諸特性が要求される。
【００４３】
　このような要求を満足するために、アルミニウム合金板の組成は、質量％で、Ｍｇ：０
．２～２．０％、Ｓｉ：０．３～２．０％を含み、残部がＡｌおよび不可避的不純物から
なるものとする。なお、各元素の含有量の％表示は全て質量％の意味である。
【００４４】
　本発明が対象とする６０００系アルミニウム合金板は、ＢＨ性がより優れた、ＳｉとＭ
ｇとの質量比Ｓｉ／Ｍｇが１以上であるような過剰Ｓｉ型の６０００系アルミニウム合金
板とされるのが好ましい。６０００系アルミニウム合金板は、プレス成形や曲げ加工時に
は低耐力化により成形性を確保するとともに、成形後のパネルの塗装焼付処理などの、比
較的低温の人工時効処理時の加熱により時効硬化して耐力が向上し、必要な強度を確保で
きる優れた時効硬化能（ＢＨ性）を有している。この中でも、過剰Ｓｉ型の６０００系ア
ルミニウム合金板は、質量比Ｓｉ／Ｍｇが１未満の６０００系アルミニウム合金板に比し
て、このＢＨ性がより優れている。
【００４５】
　本発明では、これらＭｇ、Ｓｉ以外のその他の元素は基本的には不純物あるいは含まれ
ても良い元素であり、ＡＡ乃至ＪＩＳ規格などに沿った各元素レベルの含有量（許容量）
とする。
【００４６】
　すなわち、資源リサイクルの観点から、本発明でも、合金の溶解原料として、高純度Ａ
ｌ地金だけではなく、Ｍｇ、Ｓｉ以外のその他の元素を添加元素（合金元素）として多く
含む６０００系合金やその他のアルミニウム合金スクラップ材、低純度Ａｌ地金などを多
量に使用した場合には、下記のような他の元素が必然的に実質量混入される。そして、こ
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れらの元素を敢えて低減する精錬自体がコストアップとなり、ある程度含有する許容が必
要となる。また、実質量含有しても、本発明目的や効果を阻害しない含有範囲がある。
【００４７】
　したがって、本発明では、このような下記元素を各々以下に規定するＡＡ乃至ＪＩＳ規
格などに沿った上限量以下の範囲での含有を許容する。具体的には、Ｍｎ：１．０％以下
（但し、０％を含まず）、Ｃｕ：１．０％以下（但し、０％を含まず）、Ｆｅ：１．０％
以下（但し、０％を含まず）、Ｃｒ：０．３％以下（但し、０％を含まず）、Ｚｒ：０．
３％以下（但し、０％を含まず）、Ｖ：０．３％以下（但し、０％を含まず）、Ｔｉ：０
．０５％以下（但し、０％を含まず）、Ｚｎ：１．０％以下（但し、０％を含まず）、Ａ
ｇ：０．２％以下（但し、０％を含まず）の１種または２種以上を、この範囲で、上記し
た基本組成に加えて、更に含んでも良い。
【００４８】
　上記６０００系アルミニウム合金における、各元素の含有範囲と意義、あるいは許容量
について以下に説明する。
【００４９】
Ｓｉ：０．３～２.０％
　ＳｉはＭｇとともに、本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク
高さＡ、Ｂ、Ｃの制御や規定を満足する上で重要な元素である。また、固溶強化と、塗装
焼き付け処理などの前記低温での人工時効処理時に、強度向上に寄与する時効析出物を形
成して、時効硬化能を発揮し、自動車のアウタパネルとして必要な強度（耐力）を得るた
めの必須の元素である。更に、本発明６０００系アルミニウム合金板にあって、プレス成
形性に影響する全伸びなどの諸特性を兼備させるための最重要元素である。
【００５０】
　また、パネルへの成形後の、より低温、短時間での塗装焼き付け処理での優れた時効硬
化能を発揮させるためには、Ｓｉ／Ｍｇを質量比で１．０以上とし、一般に言われる過剰
Ｓｉ型よりも更にＳｉをＭｇに対し過剰に含有させた６０００系アルミニウム合金組成と
することが好ましい。
【００５１】
　Ｓｉ含有量が少なすぎると、Ｓｉの絶対量が不足するため、本発明で規定するＢＨ性に
効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの制御や規定を満足できなくなり、
ＢＨ性が著しく低下する。更には、各用途に要求される全伸びなどの諸特性を兼備するこ
とができない。一方、Ｓｉ含有量が多すぎると、粗大な晶出物および析出物が形成されて
、曲げ加工性や全伸び等が著しく低下する。更に、溶接性も著しく阻害される。したがっ
て、Ｓｉは０．３～２．０％の範囲とする。
【００５２】
Ｍｇ：０．２～２．０％
　Ｍｇも、Ｓｉとともに本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク
高さＡ、Ｂ、Ｃの制御や規定を満足する上で重要な元素である。また、固溶強化と、塗装
焼き付け処理などの前記人工時効処理時に、Ｓｉとともに強度向上に寄与する時効析出物
を形成して、時効硬化能を発揮し、パネルとしての必要耐力を得るための必須の元素であ
る。
【００５３】
　Ｍｇ含有量が少なすぎると、Ｍｇの絶対量が不足するため、本発明で規定するＢＨ性に
効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの制御や規定を満足できなくなり、
ＢＨ性が著しく低下する。このためパネルとして必要な耐力が得られない。一方、Ｍｇ含
有量が多すぎると、粗大な晶出物および析出物が形成されて、曲げ加工性や全伸び等が著
しく低下する。したがって、Ｍｇの含有量は０．２～２．０％の範囲で、Ｓｉ／Ｍｇが質
量比で１．０以上となるような量とする。
【００５４】
製造方法：
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　次に、本発明アルミニウム合金板の製造方法について以下に説明する。本発明アルミニ
ウム合金板は、製造工程自体は常法あるいは公知の方法であり、上記６０００系成分組成
のアルミニウム合金鋳塊を鋳造後に均質化熱処理し、熱間圧延、冷間圧延が施されて所定
の板厚とされ、更に溶体化焼入れなどの調質処理が施されて製造される。
【００５５】
　但し、これらの製造工程中で、本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各発
熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの制御や規定を満足するためには、後述する通り、溶体化および
焼入れ処理後の再加熱処理条件をより適正に制御する必要がある。また、他の工程におい
ても、本発明の規定範囲内に前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃを制御する
ための好ましい条件もある。
【００５６】
(溶解、鋳造冷却速度)
　先ず、溶解、鋳造工程では、上記６０００系成分組成範囲内に溶解調整されたアルミニ
ウム合金溶湯を、連続鋳造法、半連続鋳造法（ＤＣ鋳造法）等の通常の溶解鋳造法を適宜
選択して鋳造する。ここで、本発明の規定範囲内にＭｇ－Ｓｉ系クラスタを制御するため
に、鋳造時の平均冷却速度について、液相線温度から固相線温度までを３０℃／分以上と
、できるだけ大きく（速く）することが好ましい。
【００５７】
　このような、鋳造時の高温領域での温度（冷却速度）制御を行わない場合、この高温領
域での冷却速度は必然的に遅くなる。このように高温領域での平均冷却速度が遅くなった
場合、この高温領域での温度範囲で粗大に生成する晶出物の量が多くなって、鋳塊の板幅
方向，厚さ方向での晶出物のサイズや量のばらつきも大きくなる。この結果、前記本発明
で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの制御や規定を
満足できなくなる可能性が高くなる。
【００５８】
(均質化熱処理)
　次いで、前記鋳造されたアルミニウム合金鋳塊に、熱間圧延に先立って、均質化熱処理
を施す。この均質化熱処理（均熱処理）は、組織の均質化、すなわち、鋳塊組織中の結晶
粒内の偏析をなくすことを目的とする。この目的を達成する条件であれば、特に限定され
るものではなく、通常の1回または1段の処理でも良い。
【００５９】
　均質化熱処理温度は、５００℃以上で融点未満、均質化時間は４時間以上の範囲から適
宜選択される。この均質化温度が低いと結晶粒内の偏析を十分に無くすことができず、こ
れが破壊の起点として作用するために、伸びフランジ性や曲げ加工性が低下する。この後
、直ちに熱間圧延を開始又は、適当な温度まで冷却保持した後に熱間圧延を開始しても、
前記本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの制
御や規定を満足することはできる。
【００６０】
　この均質化熱処理を行った後、３００℃～５００℃の間を２０～１００℃／ｈｒの平均
冷却速度で室温まで冷却し、次いで２０～１００℃／ｈｒの平均加熱速度で３５０℃～４
５０℃まで再加熱し、この温度域で熱間圧延を開始する２段階の均質化熱処理とすること
もできる。
【００６１】
　この均質化熱処理後の平均冷却速度および、その後の再加熱速度の条件を外れると、粗
大なＭｇ－Ｓｉ化合物が形成される可能性が高くなる。
【００６２】
(熱間圧延)
　熱間圧延は、圧延する板厚に応じて、鋳塊（スラブ）の粗圧延工程と、仕上げ圧延工程
とから構成される。これら粗圧延工程や仕上げ圧延工程では、リバース式あるいはタンデ
ム式などの圧延機が適宜用いられる。
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【００６３】
　この際、熱延（粗圧延）開始温度が固相線温度を超える条件では、バーニングが起こる
ため熱延自体が困難となる。また、熱延開始温度が３５０℃未満では熱延時の荷重が高く
なりすぎ、熱延自体が困難となる。したがって、熱延（粗圧延）開始温度は３５０℃～固
相線温度、更に好ましくは４００℃～固相線温度の範囲とする。
【００６４】
(熱延板の焼鈍)
　この熱延板の冷間圧延前の焼鈍 (荒鈍) は必ずしも必要ではないが、結晶粒の微細化や
集合組織の適正化によって、成形性などの特性を更に向上させる為に実施しても良い。
【００６５】
(冷間圧延)
　冷間圧延では、上記熱延板を圧延して、所望の最終板厚の冷延板 (コイルも含む) に製
作する。但し、結晶粒をより微細化させるためには、冷間圧延率は６０％以上であること
が望ましく、また前記荒鈍と同様の目的で、冷間圧延パス間で中間焼鈍を行っても良い。
【００６６】
(溶体化および焼入れ処理)
　冷間圧延後、溶体化焼入れ処理を行う。溶体化処理焼入れ処理については、通常の連続
熱処理ラインによる加熱，冷却でよく、特に限定はされない。ただ、各元素の十分な固溶
量を得ること、および前記した通り、結晶粒はより微細であることが望ましいことから、
５２０℃以上の溶体化処理温度に、加熱速度５℃／秒以上で加熱して、０～１０秒保持す
る条件で行うことが望ましい。
【００６７】
　また、成形性やヘム加工性を低下させる粗大な粒界化合物形成を抑制する観点から、焼
入れ時の冷却速度は５０℃／秒以上で行うことが望ましい。冷却速度が遅いと、粒界上に
Ｓｉ、Ｍｇ２Ｓｉなどが析出しやすくなり、プレス成形や曲げ加工時の割れの起点となり
易く、これら成形性が低下する。この冷却速度を確保するために、焼入れ処理は、ファン
などの空冷、ミスト、スプレー、浸漬等の水冷手段や条件を各々選択して用いる。
【００６８】
(再加熱処理)
　この室温まで焼入れ冷却した後、１時間以内に冷延板を再加熱処理する。この再加熱処
理は２段階の温度に保持し、加熱速度と保持温度、保持時間、及び冷却速度とを制御する
。すなわち、第１段目は１００～２５０℃の温度域に、平均加熱速度（昇温速度）１０℃
／秒（Ｓ）以上で再加熱し、到達再加熱温度で５秒～３０分保持する。第２段目は、この
再加熱温度域から冷却速度１℃／秒（Ｓ）以上で７０～１３０℃の温度域に冷却した後、
７０～１３０℃の温度域で１０分～２時間保持する。そして、この第２段目の再加熱温度
域から、平均冷却速度１℃／秒（Ｓ）以上で室温まで冷却する。
【００６９】
　焼入れ冷却終了後から再加熱処理までの室温保持（放置）時間が１時間を超えたり、平
均加熱速度（昇温速度）が１０℃／秒（Ｓ）未満となっては、室温保持（室温時効）で形
成されるＳｉ／空孔クラスタ（ＧＰＩ）が先に生成して、前記本発明で規定するＢＨ性に
効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの制御や規定を満足できず、前記室
温時効後の低温短時間でのＢＨ性が得られない。このうち、焼入れ冷却終了後から再加熱
処理までの室温保持（放置）時間はより短い方が好ましい。また、平均加熱速度（昇温速
度）は速い方が好ましく、高周波加熱などの高速加熱手段によって、１５℃／秒（Ｓ）以
上、好ましくは２０℃／秒（Ｓ）以上とすることが好ましい。
【００７０】
（第１段目の再加熱処理）
　第１段目の再加熱処理は１００～２５０℃の温度とする。前記再加熱温度が１００℃未
満でも、前記本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ
、Ｃの規定が得られず、前記室温時効後の低温短時間でのＢＨ性が得られない。また、加
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熱温度が２５０℃を超える条件では、本発明で規定する所定のクラスタ密度を超過して形
成されるか、又はクラスタとは異なるβ’などの金属間化合物相が形成され、却って成形
性や曲げ加工性を低下させる。
【００７１】
　この第１段目の再加熱処理においては、再加熱温度と共に、平均加熱速度（昇温速度）
、到達再加熱温度の保持時間も前記本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各
発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの制御に大きく影響する。平均加熱速度が１０℃／秒（Ｓ）未
満と遅すぎる、あるいは保持時間が５秒未満と短すぎては、前記本発明で規定するＢＨ性
に効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの規定が得られず、前記室温時効
後の低温短時間でのＢＨ性が得られない。また、過剰に長時間保持されると、本発明で規
定する所定のクラスタ密度を超過して形成されるか又はクラスタとは異なるβ’などの金
属間化合物相を形成し、成形性や曲げ加工性を低下させる可能性がある。
【００７２】
　（第２段目の再加熱処理）
　第２段目の再加熱処理は、第１段目の再加熱処理の温度域から直接冷却し、７０～１３
０℃の温度域とする。この第２段目の再加熱は、第１段目に高温域にあげることによって
、凍結空孔の寄与で形成が促進された、Ｍｇ／Ｓｉクラスタ（ＧＰＩＩ）をさらに安定に
成長させるために必要なプロセスである。第２段目の再加熱温度が７０℃未満でも、前記
本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの規定が
得られず、前記室温時効後の低温短時間でのＢＨ性が得られない。また、加熱温度が１３
０℃を超える条件では、本発明で規定する所定のクラスタ密度を超過して形成され、又は
クラスタとは異なるβ’などの金属間化合物相が形成されやすくなり、成形性や曲げ加工
性を低下させる。
【００７３】
　この第２段目の再加熱処理においては、再加熱温度と共に、第１段目の再加熱温度域か
らの平均冷却速度、到達再加熱温度の保持時間も前記本発明で規定するＢＨ性に効く前記
ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの制御に大きく影響する。第２段目の保持時
間が短すぎては、前記本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高
さＡ、Ｂ、Ｃの規定が得られず、前記室温時効後の低温短時間でのＢＨ性が得られない。
また、第１段目の再加熱温度域からの平均冷却速度が遅すぎるか、第２段目の保持温度に
過剰に長時間保持されると、本発明で規定する所定のクラスタ密度を超過して形成される
か又はクラスタとは異なるβ’などの金属間化合物相を形成し、成形性や曲げ加工性を低
下させる可能性がある。
【００７４】
（再加熱処理後の冷却）
　６０００系アルミニウム合金圧延板がこれら一連の調質された後の、ＢＨ処理までの室
温経時時間が長いほど、ＢＨ処理時の析出物の析出を阻害し、ＢＨ性を低くする。その一
方で、前記室温経時時間が短い６０００系アルミニウム合金板ほど、ＢＨ処理時の析出物
の析出を促進して、ＢＨ性を高くする。ただ、このような調質後のＢＨ処理までの室温経
時時間は、自動車の製造ラインの都合で変わり、制御はできにくい。
【００７５】
　このため、本発明では、この調質における再加熱処理条件、特に、この再加熱処理後の
冷却によって、室温経時される前に、予め前記本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣ
における各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの規定を満たすようにする。具体的には、平均冷却
速度は１℃／ｈｒ以上とする。
【００７６】
　例え、それまでの製造条件や、他の再加熱処理条件を満足しても、再加熱処理後の前記
２段階の細かい冷却条件などのひとつの条件が適正でないと、前記本発明で規定するＢＨ
性に効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの制御や規定を満足できない可
能性が高くなる。
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【００７７】
　具体的には、平均冷却速度が１℃／ｈｒ未満では、前記本発明で規定するＢＨ性に効く
前記ＤＳＣにおける各発熱ピークａ、ｃが多く生じて、規制できず、これらの規定を満足
できない。
【００７８】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例
によって制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加
えて実施することも可能であり、それらは何れも本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【００７９】
　次に本発明の実施例を説明する。本発明で規定の前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さ
Ａ、Ｂ、Ｃの高さが各々異なる６０００系アルミニウム合金板を、溶体化および焼入れ処
理後の再加熱処理条件で作り分けて、調質後の低温短時間でのＢＨ性（塗装焼付け硬化性
）を各々評価した。合わせて、プレス成形性や曲げ加工性としてのヘム加工性も評価した
。
【００８０】
　前記作り分けは、表１に示す組成の６０００系アルミニウム合金板を、表２に示すよう
に、溶体化および焼入れ処理後の再加熱処理条件、加熱温度（℃）、表２では到達温度と
記載）、保持時間（ｈr）、そして特に、これら加熱保持後の冷却条件を種々変えて製造
した。なお、表１中の各元素の含有量の表示において、各元素における数値をブランクと
している表示は、その含有量が検出限界以下であることを示す。
【００８１】
　アルミニウム合金板の具体的な製造条件は以下の通りである。表１に示す各組成の鋳塊
を、ＤＣ鋳造法により共通して溶製した。この際、各例とも共通して、鋳造時の平均冷却
速度は液相線温度から固相線温度までを５０℃／分とした。続いて、鋳塊を、各例とも共
通して、５４０℃×６時間均熱処理した後、熱延（粗圧延）開始温度を５００℃として熱
間粗圧延を開始した。そして、各例とも共通して、続く仕上げ圧延にて、厚さ３．５ｍｍ
まで熱延し、熱間圧延板（コイル）とした。熱間圧延後のアルミニウム合金板を、各例と
も共通して、５００℃×１分の荒焼鈍を施した後、冷延パス途中の中間焼鈍無しで加工率
７０％の冷間圧延を行い、各例とも共通して、厚さ１．０ｍｍの冷延板（コイル）とした
。
【００８２】
　更に、この各冷延板を、各例とも共通して、連続式の熱処理設備で調質処理（Ｔ４）し
た。具体的には、５００℃までの平均加熱速度を１０℃／秒として、表２に記載の溶体化
処理温度まで加熱し、直ちに、表２に記載の平均冷却速度で、室温まで冷却する、溶体化
および焼入れ処理を行った。この後、各例とも表２に示す各条件で、同じ連続式の熱処理
設備内でオンラインにて再加熱処理を行った。
【００８３】
　これら調質処理後２ヶ月室温放置した後の各最終製品板から供試板（ブランク）を任意
に切り出し、各供試板の組織と特性とを測定、評価した。これらの結果を表３に示す。
【００８４】
示差熱分析：
　但し、示差熱分析での試料採取だけは、前記調質処理後のアルミニウム合金板の長手方
向に亙る先端部、中央部、後端部とを各々必須で含む１０箇所から行った。そして、前記
した試験条件にて、前記各温度範囲の発熱ピークのうちの最も高い発熱ピーク高さを、前
記測定１０箇所で平均化したものを前記各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃとした。
【００８５】
（塗装焼付硬化性）
　前記調質処理後１ヶ月室温放置した後の各供試板の機械的特性として、０．２％耐力（
Ａｓ耐力）と全伸び（Ａｓ全伸び）を引張試験により求めた。また、これらの各供試板を
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各々共通して、２％のひずみ付与後に１７０℃×２０分の低温、短時間の人工時効硬化処
理した後（ＢＨ後）の、供試板の０．２％耐力（ＢＨ後耐力）を引張試験により求めた。
そして、これら０．２％耐力同士の差（耐力の増加量）から各供試板のＢＨ性を評価した
。
【００８６】
　前記引張試験は、前記各供試板から、各々ＪＩＳＺ２２０１の５号試験片（２５ｍｍ×
５０ｍｍＧＬ×板厚）を採取し、室温にて引張り試験を行った。このときの試験片の引張
り方向を圧延方向の直角方向とした。引張り速度は、０．２％耐力までは５ｍｍ／分、耐
力以降は２０ｍｍ／分とした。機械的特性測定のＮ数は５とし、各々平均値で算出した。
なお、前記ＢＨ後の耐力測定用の試験片には、この試験片に、板のプレス成形を模擬した
２％の予歪をこの引張試験機により与えた後に、前記ＢＨ処理を行った。
【００８７】
（ヘム加工性）
　ヘム加工性は、前記調質処理後２ヶ月室温放置後の各供試板についてのみ行った。試験
は、３０ｍｍ幅の短冊状試験片を用い、ダウンフランジによる内曲げＲ１．０ｍｍの９０
°曲げ加工後、１．０ｍｍ厚のインナを挟み、折り曲げ部を更に内側に、順に約１３０度
に折り曲げるプリヘム加工、１８０度折り曲げて端部をインナに密着させるフラットヘム
加工を行った。
【００８８】
　このフラットヘムの曲げ部（縁曲部）の、肌荒れ、微小な割れ、大きな割れの発生など
の表面状態を目視観察し、以下の基準にて目視評価した。
０；割れ、肌荒れ無し、１；軽度の肌荒れ、２；深い肌荒れ、３；微小表面割れ、４；線
状に連続した表面割れ、５；破断
【００８９】
　表１～３に示す通り、各発明例は、本発明成分組成範囲内で、かつ好ましい条件範囲で
製造、調質処理を行なっている。すなわち、本発明では、溶体化および室温まで焼入れ冷
却した後、１時間以内に冷延板を再加熱処理している。そして、この再加熱処理のヒート
パターンの制御として、第１段目の再加熱処理は、１００～２５０℃の温度域に、平均加
熱速度１０℃／秒（Ｓ）以上で再加熱し、到達再加熱温度で５秒～３０分保持している。
そして、第２段目の再加熱温度域まで平均冷却速度１℃／秒（Ｓ）以上で冷却した後、７
０～１３０℃の温度域に１０分～２時間保持している。また、前記第２段目の再加熱温度
域からの平均冷却速度を１℃／ｈｒ以上としている。
【００９０】
　このため、各発明例は、表３に示す通り、前記本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳ
Ｃにおける各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの制御や規定を満足しており、前記調質処理後の
長期の室温時効後であって、かつ低温短時間での塗装焼付け硬化であっても、ＢＨ性に優
れている。また、各発明例は、前記調質処理後の長期の室温時効後であっても、伸びやヘ
ム加工性に優れている。
【００９１】
　表２、３の比較例３～１０は、表１の発明合金例２を用いている。しかし、これら各比
較例は、表２に示す通り、再加熱処理条件が好ましい範囲を外れている。この結果、これ
らの比較例は前記本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さＡ
、Ｂ、Ｃの規定から外れ、同じ合金組成である発明例２に比して、特にＢＨ性が劣ってい
る。
【００９２】
　表２、３の比較例１２～１６は、表１の発明合金例５を用いている。しかし、これら各
比較例は、表２に示す通り、再加熱処理条件が好ましい範囲を外れている。この結果、こ
れらの比較例は前記本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各発熱ピーク高さ
Ａ、Ｂ、Ｃの規定から外れ、同じ合金組成である発明例１１に比して、特にＢＨ性が劣っ
ている。
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【００９３】
　表２、３の比較例１８～２２は、表１の発明合金例８を用いている。しかし、これら各
比較例は、表２に示す通り、再加熱処理条件が好ましい範囲を外れている。この結果、こ
れらの比較例１８～２２は前記本発明で規定するＢＨ性に効く前記ＤＳＣにおける各発熱
ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの規定から外れ、同じ合金組成である発明例１７に比して、特にＢ
Ｈ性が劣っている。
【００９４】
　また、表２、３の比較例３４～４０は、再加熱処理条件を含めて好ましい範囲で製造し
ているものの、必須元素のＭｇあるいはＳｉの含有量が各々本発明範囲を外れているか、
あるいは不純物元素量が多すぎる。このため、これら比較例３４～４０は、表３に示す通
り、本発明で規定するクラスタの条件のいずれかが外れており、各発明例に比して、ＢＨ
性やヘム加工性が劣っている。
比較例３４は表1の合金１６であり、Ｓｉが多すぎる。
比較例３５は表1の合金１７であり、Ｚｒが多すぎる。
比較例３６は表1の合金１８であり、Ｆｅが多すぎる。
比較例３７は表1の合金１９であり、Ｖが多すぎる。
比較例３８は表1の合金２０であり、Ｔｉが多すぎる。
比較例３９は表1の合金２１であり、Ｃｕが多すぎる。
比較例４０は表1の合金２２であり、Ｚｎが多すぎる。
【００９５】
　したがって、以上の実施例の結果から、長期室温時効後の低温短時間条件でのＢＨ性向
上に対して、前記本発明で規定する各発熱ピーク高さＡ、Ｂ、Ｃの規定を全て満たす必要
性があることが裏付けられる。また、このようなクラスタ条件やＢＨ性などを得るための
、本発明における成分組成の各要件あるいは好ましい製造条件の臨界的な意義乃至効果も
裏付けられる。
【００９６】
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【表１】

【００９７】
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【表２】

【００９８】
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【表３】

【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明によれば、広幅で長尺な板の全域に亘る、長期室温時効後の低温短時間条件での
ＢＨ性や成形性を兼備する６０００系アルミニウム合金板を提供できる。この結果、この
板の全域部位から採取されて多数成形される自動車、船舶あるいは車両などの輸送機、家
電製品、建築、構造物の部材や部品用として、また、特に、自動車などの輸送機の部材に
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【図１】
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