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(57)【要約】
【課題】強度、成形性、圧壊性および耐食性がバランスよく優れた自動車構造部材用アル
ミニウム合金板、自動車構造部材、および自動車構造部材用アルミニウム合金板の製造方
法を提供する。
【解決手段】自動車構造部材用アルミニウム合金板は、質量％で、Ｍｇ：０．４％以上１
．０％以下、Ｓｉ：０．６％以上１．２％以下、Ｃｕ：０．７％未満を含有し、残部がＡ
ｌおよび不純物からなるＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金板であって、耳率が－１０
．０％～－３．０％である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｍｇ：０．４％以上１．０％以下、Ｓｉ：０．６％以上１．２％以下、Ｃｕ
：０．７％未満を含有し、残部がＡｌおよび不純物からなるＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニ
ウム合金板であって、
　耳率が－１０．０％～－３．０％であることを特徴とする自動車構造部材用アルミニウ
ム合金板。
【請求項２】
　前記Ｍｇの含有量が、質量％で０．４％以上０．６％以下であることを特徴とする請求
項１に記載の自動車構造部材用アルミニウム合金板。
【請求項３】
　前記Ｓｉの含有量が、質量％で０．６％以上０．８％以下であることを特徴とする請求
項１又は２に記載の自動車構造部材用アルミニウム合金板。
【請求項４】
　１８０℃の温度で２０分間の人工時効処理を実施した後に、０．２％耐力が２１５ＭＰ
ａ以上となるベークハード性を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記
載の自動車構造部材用アルミニウム合金板。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の自動車構造部材用アルミニウム合金板を用いた自
動車構造部材。
【請求項６】
　質量％で、Ｍｇ：０．４％以上１．０％以下、Ｓｉ：０．６％以上１．２％以下、Ｃｕ
：０．７％未満を含有し、残部がＡｌおよび不純物からなるアルミニウム合金を鋳造する
工程と、均質化熱処理する工程と、熱間圧延する工程と、冷間圧延する工程と、焼鈍する
工程と、溶体化処理する工程と、焼入れする工程とを有するＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニ
ウム合金板の製造方法であって、
　前記冷間圧延する工程における圧延率を４０％以上に制御し、
　前記焼鈍する工程における熱処理温度を２７５℃以上に設定することを特徴とする自動
車構造部材用アルミニウム合金板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通常の圧延によって製造されるＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系（６０００系）アルミニ
ウム合金板であって、特に圧壊性に優れた自動車構造部材用アルミニウム合金板に関する
。
　本発明で言うアルミニウム合金板とは、熱間圧延や冷間圧延を実施した圧延板であり、
溶体化処理および焼入れ処理などの調質が施された後であって、使用される自動車構造部
材に成形され、塗装焼付硬化処理などの人工時効硬化処理される前の、素材アルミニウム
合金板を言う。また、以下の記載ではアルミニウムを「アルミ」や「Ａｌ」とも言う。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境などへの配慮から、自動車車体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、自動車車体のうち、パネル（フード、ドア、ルー
フなどのアウタパネル、インナパネル）や、バンパリーンフォース（バンパーＲ／Ｆ）や
ドアビームなどの補強材などの部分に、それまでの鋼板等の鉄鋼材料に代えて、アルミニ
ウム合金材料が適用されている。
【０００３】
　また、自動車車体の更なる軽量化のためには、自動車部材のうちでも特に軽量化に寄与
する、サイドメンバー等のメンバ、フレーム類や、ピラーなどの自動車構造部材にも、ア
ルミニウム合金材を適用することが求められている。これらの自動車構造部材には、上記
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自動車パネル材と同様の素材板の強度や成形性を保ちつつ、乗員の安全性を目的として、
車体衝突時の衝撃吸収性や、圧壊性（耐圧壊性または圧壊特性）が優れたアルミニウム合
金材を使用することが必要である。
【０００４】
　上記圧壊性を測定する試験としては、例えば、ドイツ自動車工業会（ＶＤＡ）で規格化
されている「ＶＤＡ２３８－１００　Ｐｌａｔｅ　ｂｅｎｄｉｎｇ　ｔｅｓｔ　ｆｏｒ　
ｍｅｔａｌｌｉｃ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ」（以後、「ＶＤＡ曲げ試験」と言う）がある。
近年、ヨーロッパなどでは、自動車の衝突安全基準のレベルアップ（厳格化）に対応する
ため、ＶＤＡ曲げ試験による評価が実施されており、より優れた圧壊特性を有するフレー
ム、ピラーなどの自動車構造部材が求められている。
【０００５】
　自動車構造部材用６０００系アルミニウム合金の圧壊性を向上させる手段として、従来
、結晶粒のサイズや形態、Ｃｕｂｅ方位の面積率を制御する方法が公知であり、例えば、
結晶粒の板厚方向の粒径を規定するとともに、板厚方向の粒径と圧延方向の粒径との比を
制御した６０００系アルミニウム合金板が開示されている（特許文献１を参照）。
【０００６】
　また、Ｍｇ、ＳｉおよびＣｕの添加量を調整し、板断面のＣｕｂｅ方位の平均面積率を
２２％以上とした６０００系アルミニウム合金板も提案されている（特許文献２を参照）
。なお、圧壊性向上を目的とした上記特許文献２には、板の圧壊性の評価試験としての前
記ＶＤＡ曲げ試験が、自動車衝突時の圧壊性と相関性があることが記載されている。ＶＤ
Ａ曲げ試験により得られる曲げ角度は、圧壊性の優劣を定量的に評価することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－２９４９６５号公報
【特許文献２】特開２０１７－８８９０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、アルミニウム合金板の成形性と圧壊性、および強度と圧壊性とは、いず
れもトレードオフの関係にあり、例えば、製造方法の調整により、成形性を向上させよう
とすると、圧壊性が低下する。また、アルミニウム合金中の金属含有量の調整により、強
度を高くすると圧壊性が低下するという問題点が生じる。上述のごとく、自動車等の安全
性の基準は年々厳格化しており、より安全性が高くなるような特性を有するアルミニウム
合金板が求められている。従って、強度および成形性を低下させることなく、より優れた
圧壊性を有するアルミニウム合金板の開発が期待されている。
【０００９】
　また、自動車構造部材においては、強度、成形性および圧壊性に加え、構造部材として
の信頼性の観点より、塩水などの腐食環境に対応する耐食性も必要となる。すなわち、ア
ルミニウム合金を用いた構造部材においては、長期にわたり粒界腐食などが発生しないよ
うな優れた耐食性が求められる。
【００１０】
　このような状況に鑑み、本発明の目的は、通常の圧延によって製造される６０００系ア
ルミニウム合金板であって、素材板の強度、成形性、圧壊性および耐食性がバランスよく
優れている、自動車構造部材用アルミニウム合金板、自動車構造部材および自動車構造部
材用アルミニウム合金板の製造方法を得ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者等が上記課題を解決するために検討を重ねた結果、アルミニウム合金の化学組
成を適切に調整すると共に、アルミニウム合金の集合組織の異方性を耳率で規定し、この
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値を所定範囲に限定することにより、強度、成形性、圧壊性および耐食性がバランスよく
優れたアルミニウム合金板を得ることができることを見出した。
【００１２】
　すなわち、本発明に係る自動車構造部材用アルミニウム合金板は、質量％で、Ｍｇ：０
．４％以上１．０％以下、Ｓｉ：０．６％以上１．２％以下、Ｃｕ：０．７％未満を含有
し、残部がＡｌおよび不純物からなるＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金板であって、
耳率が－１０．０％～－３．０％であることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態に係る自動車構造部材用アルミニウム合金板は、前記Ｍｇの
含有量が、質量％で０．４％以上０．６％以下である。
　本発明の好ましい実施形態に係る自動車構造部材用アルミニウム合金板は、前記Ｓｉの
含有量が、質量％で０．６％以上０．８％以下である。
　本発明の好ましい実施形態に係る自動車構造部材用アルミニウム合金板は、１８０℃の
温度で２０分間の人工時効処理を実施した後に、０．２％耐力が２１５ＭＰａ以上となる
ベークハード性を有する。
【００１４】
　また、本発明に係る自動車構造部材は、上記いずれかの自動車構造部材用アルミニウム
合金板を用いることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係る自動車構造部材用アルミニウム合金板の製造方法は、質量％で、Ｍ
ｇ：０．４％以上１．０％以下、Ｓｉ：０．６％以上１．２％以下、Ｃｕ：０．７％未満
を含有し、残部がＡｌおよび不純物からなるアルミニウム合金を鋳造する工程と、均質化
熱処理する工程と、熱間圧延する工程と、冷間圧延する工程と、焼鈍する工程と、溶体化
処理する工程と、焼入れする工程とを有するＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金板の製
造方法であって、前記冷間圧延する工程における圧延率を４０％以上に制御し、前記焼鈍
する工程における熱処理温度を２７５℃以上に設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、アルミニウム合金の化学組成を適切に調整すると共に、アルミニウム
合金の集合組織の異方性を持たせることにより、強度、成形性、圧壊性および耐食性がバ
ランスよく優れた自動車構造部材用アルミニウム合金板を提供することができる。
　また、アルミニウム合金の化学組成を調整すると共に、その製造工程における冷間圧延
率および焼鈍時の熱処理温度を調整することにより、強度、成形性、圧壊性および耐食性
が優れた自動車構造部材用アルミニウム合金板および該アルミニウム合金板を用いた自動
車構造部材を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】圧壊性を評価するＶＤＡ曲げ試験の態様を示す斜視図である。
【図２Ａ】図１におけるポンチの正面図である。
【図２Ｂ】図１におけるポンチの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、本発明の実施形態（本実施形態）に係る自動車構造部材用アルミニウム合金板
の化学組成および耳率の限定理由、並びに自動車構造部材用アルミニウム合金板の製造方
法における数値限定理由について詳細に説明する。
　その前提として、本発明のＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系（以下、「６０００系」とも言う）アル
ミニウム合金板は、その用途が、従来の自動車パネル材ではなく、上述の自動車構造部材
である。
　このため、この自動車構造部材（以下、「構造部材」とも言う）は、上記の従来の自動
車パネル材と同様の成形性に加え、自動車構造部材用途に特有の特性である優れた圧壊性
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、および人工時効後においても高い耐力を有することが要求される。これらの特性のどれ
が欠けても、本実施形態が目的とする構造部材としては不十分となる。
【００１９】
　したがって、以下の本実施形態の要件の説明は、これら構造部材用とし、具体的な要求
特性を満足および両立させるために意義づけられているものである。
　なお、本実施形態において「～」とは、その下限の値以上、その上限の値以下であるこ
とを意味する。
【００２０】
（アルミニウム合金板の化学組成）
　上記構造部材の要求特性を化学組成の面から満たすようにするため、本実施形態に係る
Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系のアルミニウム合金板は、質量％で、Ｍｇ：０．４％以上１．０％以
下、Ｓｉ：０．６％以上１．２％以下、Ｃｕ：０．７％未満を含有し、残部がＡｌおよび
不純物からなる。
【００２１】
　上記Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金における各元素の含有量の範囲と意義、ある
いは許容量について以下に説明する。なお、各元素の含有量の％表示は、全て質量％の意
味である。
【００２２】
　＜Ｍｇ：０．４％以上１．０％以下＞
　ＭｇはＳｉとともに、焼付け塗装処理などの人工時効処理時に、Ｍｇ２Ｓｉなどの化合
物相を形成して析出するため、Ｍｇの含有量を適切に調整することにより、アルミニウム
合金板の強度を高めることができる。
　Ｍｇの含有量が０．４％未満であると、構造部材としての十分な強度を得ることが困難
になる。
　一方、Ｍｇの含有量が１．０％を超えると、鋳造時および溶体化焼入れ処理時に、Ｍｇ

２Ｓｉ等の化合物相が粗大な粒子として晶出又は析出し、これらが微小な破壊の起点とし
て働くため、圧壊性が低下する。上記Ｍｇの含有量は、好ましくは０．８％以下、より好
ましくは０．６％以下である。
【００２３】
　なお、本明細書において「アルミニウム合金板の強度」とは、溶体化処理および焼入れ
処理されたアルミニウム合金板（人工時効前）の０．２％耐力の測定値（ＭＰａ）によっ
て評価することができる。
　また、このアルミニウム合金板に対して、２％以上の予ひずみを付加するとともに、１
８０℃の温度で２０分間の人工時効処理した後のアルミニウム合金板（人工時効後）の０
．２％耐力の測定値によって評価することができる。
　そして、これら０．２％耐力が高いほど強度が高く、高いベークハード性（ＢＨ性）を
有することを意味する。
【００２４】
　＜Ｓｉ：０．６％以上１．２％以下＞
　ＳｉもＭｇとともに、焼付け塗装処理などの人工時効処理時に、Ｍｇ２Ｓｉなどの化合
物相を形成して析出するため、Ｓｉの含有量を適切に調整することにより、アルミニウム
合金板の強度を高めることができる。
　Ｓｉの含有量が０．６％未満であると、構造部材としての十分な強度を得ることが困難
になる。上記Ｓｉの含有量は、好ましくは０．７％以上、より好ましくは０．８％以上で
ある。
　一方、Ｓｉの含有量が１．２％を超えると、鋳造時および溶体化焼入れ処理時に、Ｍｇ

２Ｓｉ等の化合物相が粗大な粒子として晶出又は析出し、これらが微小な破壊の起点とし
て働くため、圧壊性が低下する。上記Ｓｉの含有量は、好ましくは１．１％以下、より好
ましくは１．０％以下、更に好ましくは０．８％以下である。
【００２５】
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　＜Ｃｕ：０．７％未満＞
　Ｃｕは０．７％以上に過剰に含有させると、時効析出とともに粒界近傍にＣｕの溶質欠
乏層（ｐｒｅｃｉｐｉｔａｔｉｏｎ　ｆｒｅｅ　ｚｏｎｅまたはＰＦＺとも言う）が形成
され、腐食環境にて、粒内より電位的に卑なその層が選択的に溶解し、耐粒界腐食性（耐
食性）が劣化する。
　従って、Ｃｕの含有量は０．７％未満とする。上記Ｃｕの含有量は、好ましくは０．５
％以下であり、より好ましくは０．３％以下である。なお、Ｃｕの含有量の下限はなく、
０％の場合を含む。
【００２６】
　＜その他の元素＞
　上記以外のその他の元素（以下に示す元素など）は、本実施形態では基本的に不純物で
ある。スクラップなど、鋳塊の溶解原料などから含有される場合の許容量として、それぞ
れ以下の含有量を上限とする。なお、各含有量の下限はなく、０％の場合を含む。
　Ｍｎ：１．０％以下、Ｆｅ：０．５％以下、Ｃｒ：０．３％以下、Ｚｒ：０．２％以下
、Ｖ：０．２％以下、Ｔｉ：０．１％以下、Ｚｎ：０．５％以下、Ａｇ：０．１％以下、
Ｓｎ：０．１５％以下
　そして、この範囲内であれば、不可避的不純物として含有される場合だけでなく、積極
的に添加された場合であっても本発明の効果を妨げない。
【００２７】
（アルミニウム合金板の板厚：１．５ｍｍ以上）
　本実施形態のＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金板の板厚の下限については特に限定
されないが、自動車構造部材としての必要な強度、剛性を有するためには、板厚は、例え
ば１．５ｍｍ以上である。また、板厚の上限についても特に限定されないが、プレス成形
などの成形加工の限界や、比較材としての鋼板からの軽量化効果を損ねない重量増加の範
囲を考慮すると、例えば４．０ｍｍ以下である。この板厚の範囲から熱延板とするか、冷
延板とするかが適宜選択される。
【００２８】
（耳率：－１０．０％～－３．０％）
　アルミニウム合金板の耳率は集合組織の異方性を示し、特にＣｕｂｅ方位の集積度と強
い相関を持つ。耳率が－３．０％を超える場合、Ａｌ合金板のＣｕｂｅ方位の集積度が弱
く、圧壊中の曲げ変形におけるせん断帯の抑制がされないため、圧壊性が低下する。
　一方、耳率が－１０．０％未満の場合、Ａｌ合金板のＣｕｂｅ方位の集積度が強過ぎ、
Ｃｕｂｅ方位へひずみが集中する結果、破断伸びが低下、すなわち成形性が低下する。
【００２９】
　＜耳率の測定方法＞
　供試板から、外径６６ｍｍの円板状の試験片（ブランク）を打ち抜き、この試験片に対
して直径４０ｍｍのポンチを用いてカッピングを施して、カップ径４０ｍｍの絞りカップ
を作製する。この絞りカップの耳高さを測定することにより、下記式（１）に基づき、耳
率（％）を算出することができる。
　下記式（１）において、ｈＸは絞りカップの耳高さを表す。そして、ｈの添数字Ｘはカ
ップ高さの測定位置を示し、Ａｌ合金板の圧延方向に対してＸ°の角度をなす位置を意味
する。
　耳率（％）＝[｛（ｈ４５＋ｈ１３５＋ｈ２２５＋ｈ３１５）－（ｈ０＋ｈ９０＋ｈ１
８０＋ｈ２７０）｝／｛１／２（ｈ０＋ｈ９０＋ｈ１８０＋ｈ２７０＋ｈ４５＋ｈ１３５
＋ｈ２２５＋ｈ３１５）｝]×１００・・・（１）
　なお、上記式（１）の意義を説明するものとして、以下の式（２）のように示すことも
できる。
　耳率（％）＝｛（円筒容器の底面（圧延方向）を基準とした、４５°方向４箇所の高さ
の平均値－円筒容器の底面を基準とした、０°、９０°方向４箇所の高さの平均値）／（
円筒容器の底面を基準とした０°、４５°、９０°方向８箇所の高さの平均値）｝×１０
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０・・・（２）
【００３０】
（圧壊性）
　圧壊性とは、自動車の衝突等の衝撃的な荷重が加わったときに、変形初期や途上で構造
部材に割れや圧壊が発生せずに（あるいは発生しても）、最後まで変形する特性であり、
圧壊性が良好な部材は、割れや圧壊が生じることなく（あるいは発生しても）、蛇腹状に
曲げ変形する。
　上述の通り、アルミニウム合金中のＭｇ含有量およびＳｉ含有量が本実施形態の範囲の
上限を超えると、圧壊性が低下する。圧壊性は以下に示すＶＤＡ曲げ試験にて評価するこ
とができ、９３°以上の曲げ角度となることが好ましく、１００°以上であることがより
好ましく、１０５°以上が更に好ましく、１１０°以上がより更に好ましい。
　本実施形態においては、９３°以上の曲げ角度となる圧壊性を有しているものを自動車
構造部材用として合格と評価する。一方、この曲げ角度が９３°未満の圧壊性では、自動
車構造部材用として不十分である。
【００３１】
　この圧壊性を評価する曲げ試験は、ドイツ自動車工業会（ＶＤＡ）の規格であるＶＤＡ
曲げ試験に従って実施する。
　この試験方法を、図１において斜視図で示し、図２Ａおよび図２Ｂにおいて、板状の押
し曲げ治具であるポンチ３の正面図および側面図をそれぞれ示す。
　まず、ロールギャップＬが設けられ、互いに平行に配置された２個のロール２上に、図
１に点線で示すように、ロール２に対して左右均等となる位置に板状試験片１を水平に載
置する。
　次に、板状試験片１の上方に、試験片１に対して垂直に立てるように板状の押し曲げ治
具であるポンチ３を載置する。具体的には、ポンチ３の先端の辺がロールギャップＬの中
央に位置するように載置するとともに、板状試験片１の圧延方向と板状のポンチ３の延在
方向とが、互いに直交する方向となるように、ロール２、試験片１、およびポンチ３を載
置する。
　そして、上方からポンチ３を板状試験片１の中央部に押し当てて荷重Ｆを印加し、この
板状試験片１を前記狭いロールギャップＬに向けて押し曲げ（突き曲げ）て、曲げ変形し
た板状試験片中央部を前記狭いロールギャップ内に押し込む。
【００３２】
　この際に、上方からのポンチ３からの荷重Ｆが最大となる時の板状試験片１の中央部の
曲げ外側の角度を曲げ角度（°）として測定して、その曲げ角度の大きさで圧壊性を評価
する。すなわち、曲げ角度が大きいほど、板状試験片は途中で圧壊せずに曲げ変形が持続
しており、圧壊性が高いと判断することができる。
【００３３】
　このＶＤＡ曲げ試験の試験条件としては、板状試験片１は、板厚が２．０ｍｍであって
、一辺の長さｂ：６０ｍｍ×他片の長さｌ：６０ｍｍの正方形形状とし、２個のロール２
の直径Ｄは各々３０ｍｍ、ロールギャップＬは板状試験片１の板厚の２．０倍の４．０ｍ
ｍとした。Ｓは荷重Ｆが最大となる時の板状試験片中央部のロールギャップ内への押し込
み深さである。
　なお、図２Ｂに示すように、ポンチ３は、試験片１に接触する辺の長さが９０ｍｍであ
り、板状試験片１の中央部に接触する下端側（尖部）は、その正面図で示すように、半径
ｒが０．２ｍｍφとなるように尖ったテーパ状となっている。
　ポンチ３の尖部と反対側には、幅が９ｍｍ、深さが１２ｍｍである凹部が２か所に形成
されており、この凹部が過重負荷装置（図示せず）に嵌合されることにより、ポンチ３が
試験片１に荷重を印加するように構成されている。
【００３４】
（強度）
　本実施形態に係るアルミニウム合金板は、溶体化処理および焼入れ処理されたアルミニ
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ウム合金板に対して、２％以上の予ひずみを付加するとともに、１８０℃の温度で２０分
間の人工時効処理した後に、０．２％耐力（ベークハード性またはＢＨ性）が２１５ＭＰ
ａ以上であることが好ましい。
　上記０．２％耐力が２１５ＭＰａ以上であると、自動車構造部材用途の合金板として必
要な強度を確保することができる。なお、０．２％耐力は、上記したアルミニウム合金の
含有量で制御するとともに、後記する製造方法の工程の中でも、特に各工程の熱履歴およ
び圧下率によって制御することができる。
【００３５】
（成形性）
　後述するように、本実施形態に係るアルミニウム合金板の製造方法における冷間圧延の
圧延率が本実施形態の範囲の下限を下回ると、成形性が低下する。成形性は、後述する実
施例において示される破断伸びによって評価することができ、２５％以上の破断伸びとな
ることが好ましい。
　本実施形態においては、２５％以上の破断伸びとなる成形性を有しているものを自動車
構造部材用として合格と評価する。一方、この破断伸びが２５％未満の成形性では、自動
車構造部材用として不十分である。
【００３６】
（自動車構造部材用アルミニウム合金板の製造方法）
　次に、本実施形態の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。
　本実施形態に係る自動車構造部材用アルミニウム合金板の製造方法は、上記化学組成を
有するアルミニウム合金を鋳造する工程と、均質化熱処理する工程と、熱間圧延する工程
と、冷間圧延する工程と、焼鈍する工程と、溶体化処理する工程と、焼入れする工程とを
有するＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金板の製造方法であって、冷間圧延する工程に
おける圧延率を４０％以上に制御し、焼鈍する工程における熱処理温度を２７５℃以上に
設定する。
【００３７】
　これらの製造工程中で、冷間圧延の圧延率および焼鈍処理の温度を上記数値範囲で適切
に調整することにより、本実施形態で規定する耳率を得ることができる。以下、各工程に
ついて更に詳細に説明する。
【００３８】
　＜溶解、鋳造＞
　まず、溶解、鋳造工程では、上記６０００系の化学組成の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。
【００３９】
　＜均質化熱処理＞
　次いで、上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、通常の目的である、組織の均質化（鋳塊組織
中の結晶粒内の偏析をなくす）の他に、ＳｉやＭｇを充分に固溶させるために重要である
。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。
【００４０】
　均質化熱処理温度は、５００℃以上で、５６０℃以下、均質（保持）時間は１時間以上
の範囲から適宜選択することが好ましい。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、圧壊性が低下するこ
とがある。
【００４１】
　＜熱間圧延＞
　均質化熱処理を行った鋳塊の熱間圧延は、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
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、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。
【００４２】
　　≪粗圧延工程≫
　熱間粗圧延工程において、熱延開始温度が固相線温度を超える圧延温度では、バーニン
グが起こるため熱延自体が困難となるおそれがある。また、熱延開始温度が３５０℃未満
ではいずれの均熱工程材でも熱延時の荷重が高くなりすぎ、熱延自体が困難となるおそれ
がある。したがって、熱延開始温度は３５０℃～固相線温度の範囲から選択して熱間圧延
し、２～８ｍｍ程度の板厚の熱延板とする。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実施しても良い。
【００４３】
　　≪熱間仕上圧延≫
　上記熱間粗圧延後に、好ましくは、終了温度を２５０～３５０℃の範囲とした熱間仕上
圧延を行う。この熱間仕上圧延の終了温度が２５０℃未満と低すぎる場合には、圧延荷重
が高くなって生産性が低下するおそれがある。一方、加工組織を多く残さず再結晶組織と
するために、熱間仕上圧延の終了温度を高くした場合、この温度が３５０℃を超えると、
Ｍｇ２Ｓｉが粗大に析出し、圧壊性が低下する可能性が高くなるおそれがある。
　この熱延板の冷間圧延前の焼鈍（荒鈍）は必要ではないが、実施しても良い。
【００４４】
　＜冷間圧延＞
　上記熱延板を冷間圧延して所望の板厚とする工程において、冷間圧延率を高くすると、
板厚方向で均一な歪が導入でき、溶体化熱処理時に均一微細で等軸結晶粒が得られる。す
なわち、冷間圧延率を４０％以上とすることにより、圧壊性と成形性を両立できる集合組
織の異方性を持たせることができる。これにより、耳率が－１０．０％以上となるアルミ
ニウム合金板を得ることができる。
　一方、冷間圧延の圧延率を４０％未満とすると、冷間圧延によってほとんど歪が導入さ
れず、熱間圧延の加工組織を残留させ、耳率が－１０．０％未満となる。その結果、得ら
れたアルミニウム合金板の圧壊性は向上するが、成形性が著しく劣化する。従って、冷間
圧延の圧延率は４０％以上とする。
　なお、冷間圧延の圧延率は、好ましくは６０％以上である。
【００４５】
　＜焼鈍処理＞
　２７５℃以上の温度の焼鈍処理を行うことによって、冷間圧延後に残存したＣｕｂｅ方
位の核を粗大化させることなく優先成長させることができ、耳率が－３．０％以下となる
アルミニウム合金板を得ることができる。その結果、従来同等の優れた成形性に加え、高
い圧壊性を得ることができる。焼鈍温度が２７５℃より低いと、再結晶温度以下であるた
め焼鈍時に再結晶が生じず、耳率が－３．０％超となり、成形性は良好であるが、圧壊性
が著しく低下する。
　なお、焼鈍温度は、好ましくは３００℃以上である。
　焼鈍処理の昇温速度は、１～５００℃／ｈが好ましい。昇温速度が１℃／ｈより小さい
と、結晶粒径が粗大化し、圧壊性が低下しやすい。昇温速度が５００℃／ｈより大きいと
、Ｃｕｂｅの核が少なく、溶体化処理後にＣｕｂｅ方位の面積率が低くなり、圧壊性が低
下しやすい。
【００４６】
　＜溶体化処理および焼入れ処理＞
　冷間圧延後、溶体化処理と、これに続く、室温までの焼入れ処理を行う。この溶体化焼
入れ処理については、通常の連続熱処理ラインを用いてよい。ただ、Ｍｇ、Ｓｉなどの各
元素の十分な固溶量を得るためには、５００℃以上、溶融温度以下の温度で溶体化処理し
た後、室温までの平均冷却速度を２０℃／秒以上とすることが好ましい。５００℃より低
い温度では、溶体化処理前に生成していたＭｇ－Ｓｉ系などの化合物の再固溶が不十分に
なって、固溶Ｍｇ量と固溶Ｓｉ量が低下する。
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【００４７】
　また、平均冷却速度が２０℃／秒未満の場合、冷却中に主にＭｇ－Ｓｉ系の析出物が生
成して固溶Ｍｇ量と固溶Ｓｉ量が低下し、やはりＳｉやＭｇの固溶量が確保できない可能
性が高くなる。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。このような溶体化処理後
に、予備時効処理を適宜行ってもよい。
【００４８】
（自動車構造部材）
　本実施形態は、上述したアルミニウム合金板を用いた自動車構造部材にも関する。本実
施形態よるアルミニウム合金板は、素材板の強度、成形性および圧壊性がバランスよく優
れているため、自動車構造部材として用いたときにより優れた安全性を有するものとなる
。
【００４９】
　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、それらはいずれも本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【００５０】
　表１に示す各化学組成の６０００系アルミニウム合金鋳塊を準備し、表２に示す種々の
製造条件で自動車構造部材用アルミニウム合金板を製造し、耳率を測定した。
　また、得られたアルミニウム合金板に対して、人工時効処理前後の０．２％耐力（ＭＰ
ａ）、破断伸び（％）、人工時効後のＶＤＡ曲げ角度（°）を測定することにより、それ
ぞれ、アルミニウム合金板の強度、成形性および圧壊性を評価した。これらの結果につい
ても表２に示す。
【００５１】
　＜アルミニウム合金板の作製＞
　まず、製造条件について詳細に説明する。表１に示す化学組成を有するアルミニウム合
金を溶解鋳造し、得られた鋳塊を５４０℃の温度で４時間保持する条件で均質化処理した
。続いて、終了温度が２５０℃～３５０℃となるように熱間圧延を行った。更に、最終板
厚が２．０ｍｍとなるように、表２に示す各圧延率で冷間圧延を行い、冷延板とした。
　この冷延板に対し、空気炉にて３０℃／ｈで昇温し、表２に示す各焼鈍温度で４時間保
持した後、４０℃／ｈで降温させる焼鈍処理を行った。ただし、比較例１については、焼
鈍処理を行わなかった。
　この後、以下の共通の条件にて、熱処理設備で調質処理（Ｔ４処理）した。具体的には
、溶体化処理温度までの平均加熱速度を５℃／秒として上記焼鈍後の板を加熱し、５２５
℃の温度で２８秒間保持することにより溶体化処理を行った後、平均冷却速度を２０℃／
秒としたファン空冷を行うことで室温まで冷却した。また、この冷却直後に、直ちに８０
℃で５時間保持する条件で予備時効処理を行い、予備時効処理後は徐冷（放冷）しアルミ
ニウム合金板（Ｔ４材）を得た。
【００５２】
　＜耳率の測定＞
　得られたアルミニウム合金板から供試板を採取し、以下に示す方法で耳率を測定した。
供試板から、外径６６ｍｍの円板状の試験片を打ち抜き、この試験片に対して直径４０ｍ
ｍのポンチを用いてカッピングを施して、カップ径４０ｍｍの絞りカップを作製した。こ
の絞りカップの耳高さを測定し、上記式（１）により耳率（％）を算出した。
【００５３】
　＜強度の評価：０．２％耐力の測定＞
　上記各供試板からＪＩＳ１３Ａの引張試験片（２０ｍｍ×８０ｍｍＧＬ×２．０ｍｍ）
を採取し、下記条件で室温にて引張試験を行うことにより。０．２％耐力を測定した。ま
ず、予備時効処理後の供試材を２組準備し、一方は追加熱処理を行わないものを０．２％
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耐力の測定に供した。また、他方は２％以上の予ひずみを付加すると共に、１８０℃の温
度で２０分間の人工時効処理を行った後、０．２％耐力を測定した。
【００５４】
　引張試験は、試験片の引張方向を圧延方向に対して直交する方向とした。引張速度は、
０．２％耐力までは５ｍｍ／分、耐力以降は２０ｍｍ／分とした。また、測定回数は５回
とし、各々平均値を算出した。なお、人工時効処理後の０．２％耐力の測定結果が２１５
ＭＰａ以上であれば、自動車構造部材用として十分な強度があるものと判断し、合格と評
価した。
【００５５】
　＜成形性の評価：破断伸びの測定＞
　上記各供試板からＪＩＳ１３Ａの引張試験片（２０ｍｍ×８０ｍｍＧＬ×２．０ｍｍ）
を採取し、下記条件で室温にて引張試験を行った。引張試験は、引張試験機を用いて速度
５ｍｍ／分の速さで試験片を引っ張り、試験片が切断(破断)したときの伸びを測定した。
　試験片の引張方向は圧延方向に対して０°方向，４５°方向，９０°方向の３方向とし
、測定回数は５回として、以下の式（３）によって算出した値の平均値を破断伸びとした
。なお、下記式（３）において、Ｌｏは引張試験前の標点間の距離であり、Ｌは破断時の
標点間の距離である。
　破断伸び（％）＝１００×（Ｌ－Ｌｏ）／Ｌｏ・・・（３）
　なお、破断伸びは２５％以上であれば、自動車構造部材用として十分な成形性を有する
ものであると判断し、合格と評価した。
【００５６】
　＜圧壊性の評価：ＶＤＡ曲げ角度の測定＞
　上記予備処理後の供試板に、２％以上の予ひずみを付加するとともに、１８０℃の温度
で２０分間の人工時処理を行ったものから、板厚が２．０ｍｍ、幅ｂが６０ｍｍ、長さｌ
が６０ｍｍである正方形の試験片を採取し、ＶＤＡ曲げ試験による圧壊性を評価した。
　ＶＤＡ曲げ試験は、ＶＤＡ２３８－１００に準拠し、曲げ線が圧延方向と平行となる３
点曲げ試験とした。荷重が３０Ｎに達するまでの試験速度を１０ｍｍ／分とし、それ以降
の試験速度を２０ｍｍ／分とした。クラック発生、もしくは、板厚減少により、最大荷重
から６０Ｎ減少したとき、曲げ加工がストップする設定とした。
　上記曲げ試験は３枚の試験片について測定し、これらの平均値を曲げ角度（°）として
採用した。
　なお、曲げ角度は９３°以上であれば、自動車構造部材用として十分な圧壊性を有する
ものであると判断し、合格と評価した。
【００５７】
　強度、成形性および圧壊性の各評価結果を表２に示す。なお、表２中、各成分の含有量
、アルミニウム合金板の製造条件および材料組織において、本発明の範囲を満たさないも
のには、数値に下線を引いて示している。
　また同様に、強度、成形性および圧壊性の評価結果において、自動車構造部材用として
合格と評価できなかったものには、数値に下線を引いて示している。
【００５８】
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【００５９】
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【表２】

【００６０】
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　表２から明らかなように、実施例１～９は、アルミニウム合金の化学組成が本発明の範
囲内であると共に、本発明に規定する条件で製造されたものである。
　すなわち、実施例１～９は、アルミニウム合金の化学組成が質量％で、Ｍｇ：０．４％
以上１．０％以下、Ｓｉ：０．６％以上１．２％以下および耳率が－１０．０％～－３．
０％であるので、強度、成形性、および圧壊性がバランスよく優れたアルミニウム合金板
を得ることができた。
【００６１】
　なお、Ｍｇの含有量以外の条件が共通する、実施例２（Ｍｇ：０．４％）、実施例８（
Ｍｇ：０．６％）および実施例９（Ｍｇ：１．０％）で比較した場合、Ｍｇの含有量が０
．４％以上０．６％の場合に、特に圧壊性に優れることが読み取れる。
　また、Ｓｉの含有量以外の条件が共通する、実施例５（Ｓｉ：０．６％）、実施例６（
Ｓｉ：０．８％）、実施例２（Ｓｉ：１．０％）および実施例７（Ｓｉ：１．２％）で比
較した場合、Ｓｉの含有量が０．６％以上０．８％の場合に、特に圧壊性に優れることが
読み取れる。
【００６２】
　これに対して、比較例１～１０は、アルミニウム合金の化学組成が本発明範囲から外れ
るか、化学組成は本発明の範囲内であるものの、冷間圧延の圧延率又は焼鈍温度が本発明
の範囲から外れている。その結果、人工時効処理後の０．２％耐力および圧壊性のいずれ
かが劣ったものとなった。
【００６３】
　詳述すると、比較例１は焼鈍処理を行わなかったため、耳率が本発明の範囲から外れ、
圧壊性が低下した。また、比較例２および３は、焼鈍温度が本発明で規定する範囲未満で
あるため、耳率が本発明の範囲から外れ、圧壊性が低下した。
　比較例４～６は冷間圧延時の圧延率が本発明で規定する範囲未満であるため、耳率が本
発明の範囲から外れ、成形性が低下した。
　比較例７は、アルミニウム合金中のＳｉ含有量が、本発明で規定する範囲未満であるた
め、強度が低いものとなった。
　比較例８は、アルミニウム合金中のＳｉ含有量が、本発明で規定する範囲を超えている
ため、圧壊性が低いものとなった。
　比較例９は、アルミニウム合金中のＭｇ含有量が、本発明で規定する範囲未満であるた
め、強度が低いものとなった。
　比較例１０は、アルミニウム合金中のＭｇ含有量が、本発明で規定する範囲を超えてい
るため、圧壊性が低いものとなった。
【００６４】
　続いて、表１に示す合金番号１および１１のアルミニウム合金鋳塊をそれぞれ準備し、
冷間圧延率の圧延率および焼鈍温度については表３に示す製造条件により、また、その他
製造条件については上記＜アルミニウム合金板の作製＞に記載の条件により、自動車構造
部材用アルミニウム合金板を製造し、耐粒界腐食性（耐食性）の評価を行った。
【００６５】
＜耐粒界腐食性の評価＞
　耐粒界腐食性の評価試験は、ＩＳＯ１１８４６　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｂに準拠した。供試材
は、溶体化後の各供試材板とし、表面皮膜を除去するため、５％ＮａＯＨ（６０℃）に１
分浸漬後、水洗を行い、７０％ＨＮＯ３に１分浸漬後、再び水洗し、室温乾燥を行った。
　腐食液として、ＨＣｌおよびＮａＣｌを含む水溶液（ＮａＣｌを３０ｇ／Ｌおよび３６
％の濃塩酸を１０±１ｍＬ／Ｌ含有する）を準備し、２５℃で２４時間、材料の表面積１
ｃｍ２あたり５ｍｌの腐食液に上記供試材を浸漬させた。次いで、７０％ＨＮＯ３への浸
漬およびプラスチックブラシを用いたブラッシングにより腐食生成物を除去し、水洗後、
室温乾燥させた。
　続いて、焦点深度法により、上記供試材における腐食が深いと判断される部位を任意で
３箇所（各々３０ｍｍ×５０ｍｍ）選択し、それぞれの部位を断面埋め込みし、光学顕微
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鏡にて各断面で最も深い粒界腐食の深さを測定した。本試験例では、最大の粒界腐食深さ
が３００μｍ以下であるものを合格と評価した。
【００６６】
　耐粒界腐食性の評価結果を表３に示す。なお、表３中、各成分の含有量において、本発
明の範囲を満たさないものには、数値に下線を引いて示している。
　また同様に、耐粒界腐食性の評価結果において、合格と評価できなかったものには、数
値に下線を引いて示している。
【００６７】
【表３】

【００６８】
　表３に示すように、実施例１は、アルミニウム合金中のＣｕ含有量が、本発明で規定す
る範囲内であるため、耐粒界腐食性において優れていた。
　一方、比較例１１は、アルミニウム合金中のＣｕ含有量が、本発明で規定する範囲を超
えているため、耐粒界腐食性に劣っていた。
【００６９】
　以上の実施例および比較例の結果から、本発明で規定する化学組成や組織を全て満たす
アルミニウム合金板は、自動車構造部材用として好適であることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明によれば、通常の圧延によって製造される６０００系アルミニウム合金板に、自
動車構造部材用途に特有の特性である優れた圧壊性および強度に加え、成形性および耐食
性も兼備させることができる。このため、自動車構造部材として、６０００系アルミニウ
ム合金板の適用を拡大することができる。
【符号の説明】
【００７１】
　１　板状試験片
　２　ロール
　３　ポンチ
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