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(57)【要約】
　この発明は、自動車車体パネルの製造に好適なアルミ
ニウム合金材料であって、アルミニウム合金材料の総重
量に基づき、Ｓｉ：０．６～１．２ｗｔ％、Ｍｇ：０．
７～１．３ｗｔ％、Ｚｎ：０．２５～０．８ｗｔ％、Ｃ
ｕ：０．０２～０．２０ｗｔ％、Ｍｎ：０．０１～０．
２５ｗｔ％、Ｚｒ：０．０１～０．２０ｗｔ％、ならび
に、残り：Ａｌおよび付帯元素、を含み、アルミニウム
合金材料は、２．３０ｗｔ％≦（Ｓｉ＋Ｍｇ＋Ｚｎ＋２
Ｃｕ）≦３．２０ｗｔ％という不等式を満たす、アルミ
ニウム合金材料を開示している。この発明はまた、アル
ミニウム合金材料を生成する方法、およびアルミニウム
合金材料を含む最終部品を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車車体パネルの製造に好適なアルミニウム合金材料であって、アルミニウム合金材
料の総重量に基づき、
　Ｓｉ：０．６～１．２ｗｔ％、
　Ｍｇ：０．７～１．３ｗｔ％、
　Ｚｎ：０．２５～０．８ｗｔ％、
　Ｃｕ：０．０２～０．２０ｗｔ％、
　Ｍｎ：０．０１～０．２５ｗｔ％、
　Ｚｒ：０．０１～０．２０ｗｔ％、ならびに
　残り：Ａｌおよび付帯元素、を含み、
　アルミニウム合金材料は、
　２．３０ｗｔ％≦（Ｓｉ＋Ｍｇ＋Ｚｎ＋２Ｃｕ）≦３．２０ｗｔ％
　という不等式を満たす、アルミニウム合金材料。
【請求項２】
　アルミニウム合金材料の総重量に基づき、
　Ｓｉ：０．６～１．２ｗｔ％、
　Ｍｇ：０．７～１．２ｗｔ％、
　Ｚｎ：０．３～０．６ｗｔ％、
　Ｃｕ：０．０５～０．２０ｗｔ％、
　Ｍｎ：０．０５～０．１５ｗｔ％、
　Ｚｒ：０．０５～０．１５ｗｔ％、ならびに
　残り：Ａｌおよび付帯元素、を含み、
　アルミニウム合金材料は、
　２．５０ｗｔ％≦（Ｓｉ＋Ｍｇ＋Ｚｎ＋２Ｃｕ）≦３．００ｗｔ％
　という不等式を満たす、請求項１に記載の自動車車体パネルの製造に好適なアルミニウ
ム合金材料。
【請求項３】
　アルミニウム合金材料は、
　０．７５≦１０Ｍｇ／（８Ｓｉ＋３Ｚｎ）≦１．１５
　という不等式を満たす、請求項１または２に記載の自動車車体パネルの製造に好適なア
ルミニウム合金材料。
【請求項４】
　アルミニウム合金材料は、
　０．１５ｗｔ％≦（Ｍｎ＋Ｚｒ）≦０．２５ｗｔ％
　という不等式を満たす、請求項１または２に記載の自動車車体パネルの製造に好適なア
ルミニウム合金材料。
【請求項５】
　前記付帯元素は不純物であるか、または、アルミニウム合金インゴットの製造の際に結
晶微細化剤によって取り込まれ、前記付帯元素は、Ｆｅと、Ｔｉと、他の付帯元素から選
択される１つ以上の付帯元素とを含み、Ｆｅ≦０．４０ｗｔ％、Ｔｉ≦０．１５ｗｔ％、
他の各付帯元素≦０．１５ｗｔ％、および他の付帯元素の合計≦０．２５ｗｔ％である、
請求項１または２に記載の自動車車体パネルの製造に好適なアルミニウム合金材料。
【請求項６】
　Ｆｅ≦０．２０ｗｔ％、Ｔｉ≦０．１０ｗｔ％、他の各付帯元素≦０．０５ｗｔ％、お
よび他の付帯元素の合計≦０．１５ｗｔ％である、請求項５に記載の自動車車体パネルの
製造に好適なアルミニウム合金材料。
【請求項７】
　前記アルミニウム合金材料中で、Ｆｅ≦２Ｍｎであり、Ｆｅは付帯元素である、請求項
１または２に記載の自動車車体パネルの製造に好適なアルミニウム合金材料。
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【請求項８】
　アルミニウム合金材料を生成する方法であって、
　（１）請求項１～７のいずれか１項に記載のアルミニウム合金材料から鋳造インゴット
を生成するステップと、
　（２）結果として生じたインゴットを均質化するステップと、
　（３）所望の仕様を有するアルミニウム合金板を生成するために、均質化されたインゴ
ットを、熱間圧延プロセスおよび冷間圧延プロセスを介して変形させるステップと、
　（４）変形したアルミニウム合金板を固溶化熱処理するステップと、
　（５）処理したアルミニウム合金板を室温まで急冷するステップと、
　（６）アルミニウム合金板を自然時効または人工事前時効するステップとを含む、方法
。
【請求項９】
　ステップ（１）において、鋳造インゴットは、溶融、脱気、含有物の除去、およびＤＣ
鋳造というステップによって生成され、溶融中、元素の濃度は、コア元素としてのＭｇお
よびＺｎの使用によって正確に制御され、合金元素の比率は、鋳造インゴットの生成を完
了するように、成分のオンライン検出および分析によって迅速に補足および調節される、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ステップ（１）は、溶融、脱気、含有物の除去、およびＤＣ鋳造というプロセス中、電
磁撹拌、超音波撹拌、または機械的撹拌をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ステップ（２）において、均質化処理は、
　１）３６０～５６０℃の温度範囲で１６～６０時間、１℃／時間～３０℃／時間（１℃
／時間を除く）の加熱速度で行なわれる漸進的均質化処理、および
　２）４００～５６０℃の温度範囲で合計１２～６０時間行なわれる多段階均質化処理、
　からなる群から選択される手段によって実行される、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　ステップ（３）において、
　１）まずインゴットに、炉加熱の態様で３８０～４６０℃の温度で１～６時間、予熱処
理を施し、次に、初期圧延温度が３８０～４５０℃、終了圧延温度が３２０～４００℃で
変形量が６０％を上回る熱間圧延変形処理を、交互方向または順方向に施して、５～１０
ｍｍの厚さを有する熱間圧延ブランクを生成する手順、
　２）熱間圧延ブランクに、３５０～４５０℃の温度、０．５～１０時間の保持時間で中
間アニール処理を施す手順、および
　３）中間アニールの完了後、ブランクに、室温から２００℃までの温度で総変形が６５
％を上回る冷間圧延変形プロセスを施して、所望の厚さ仕様の製品を生成する手順、
　が実行される、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　ステップ（３）において、冷間圧延変形プロセスのパス間で、第２の中間アニール処理
が、３５０～４５０℃／０．５～３時間で実行される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ステップ（４）において、固溶化熱処理は、
　１）４４０～５６０℃の温度で合計０．１～３時間行なわれる２段階または多段階固溶
化熱処理、および
　２）４４０～５６０℃の温度で合計０．１～３時間行なわれる漸進的固溶化熱処理、
　からなる群から選択される態様で実行される、請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　固溶化熱処理は、漸進的な態様で実行されるステップであり、０℃／分＜加熱速度＜６
０℃／分である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
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　ステップ（５）において、アルミニウム合金板は、冷媒噴霧焼入れ、強制空冷焼入れ、
浸漬焼入れ、およびそれらの任意の組合せからなる群から選択される手段によって、室温
まで急冷される、請求項８に記載の方法。
【請求項１７】
　ステップ（６）において、時効処理は、
　１）焼入れ冷却の完了後、４０℃以下の周囲温度で１４日間以上行なわれる自然時効処
理、
　２）焼入れ冷却の完了から２時間以内に６０～２００℃の温度で合計１～６００分間行
なわれる１段階、２段階、または多段階人工時効処理、および
　３）焼入れ冷却の完了後に行なわれる自然時効処理と人工時効処理との組合せ、
　からなる群から選択される手段によって実行され、人工時効処理は６０～２００℃の温
度で１～６００分間実行され、自然時効処理は２～２６０時間実行される、請求項８に記
載の方法。
【請求項１８】
　板の欠陥を取り除いて板の平坦性を高め、それにより次の処理を容易にするために、圧
延歪み取り、引張歪み取り、伸張曲げ歪み取り、および任意の組合せからなる群から選択
される手段によって、冷却された板の歪みを取る追加のステップを、ステップ（５）とス
テップ（６）との間にさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１９】
　アルミニウム合金材料から作られたアルミニウム合金板の降伏強度は≦１５０ＭＰａ、
伸び率は≧２５％であり、焼成処理後、アルミニウム合金板の降伏強度は≧２２０ＭＰａ
、引張強度は≧２９０ＭＰａであり、焼成後のアルミニウム合金板の降伏強度は９０ＭＰ
ａ以上増加される、請求項１～７のいずれか１項に記載の、または請求項８～１８のいず
れか１項に記載の方法に従って生成された、アルミニウム合金材料。
【請求項２０】
　アルミニウム合金板の降伏強度は≦１４０ＭＰａ、伸び率は≧２６％であり、焼成処理
後、アルミニウム合金板の降伏強度は≧２３５ＭＰａ、引張強度は≧３１０ＭＰａであり
、焼成後の降伏強度は１００ＭＰａ以上増加される、請求項１９に記載のアルミニウム合
金材料。
【請求項２１】
　アルミニウム合金板の降伏強度は≦１４０ＭＰａ、伸び率は≧２７％であり、焼成処理
後、アルミニウム合金板の降伏強度は≧２４５ＭＰａ、引張強度は≧３３０ＭＰａであり
、焼成後の降伏強度は１１０ＭＰａ以上増加される、請求項２０に記載のアルミニウム合
金材料。
【請求項２２】
　アルミニウム合金材料は、製品を形成するために、摩擦攪拌溶接、溶融溶接、はんだ付
け／ろう付け、電子ビーム溶接、レーザー溶接、およびそれらの任意の組合せからなる群
から選択される手段によって、それ自体と、または別の合金とともに溶接される、請求項
１～７および１９～２１のいずれか１項に記載の、または請求項８～１８のいずれか１項
に記載の方法に従って生成された、アルミニウム合金材料。
【請求項２３】
　請求項１～７および１９～２１のいずれか１項に記載のアルミニウム合金材料、または
請求項８～１８のいずれか１項に記載の方法に従って生成されたアルミニウム合金材料を
含む、最終部品。
【請求項２４】
　最終部品を生成するために、アルミニウム合金材料をアルミニウム合金板へと形成し、
次にアルミニウム合金板に表面処理、打抜き形成、および焼成処理を施すことによって生
成される、請求項２３に記載の最終部品。
【請求項２５】
　最終部品は、自動車車体の外部または内部パネルである、請求項２３または２４に記載
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の最終部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、アルミニウム合金（Ａｌ合金としても公知）およびその調製の分野に関し
、特に、国際アルミニウム協会（International Aluminum Association）に登録された６
ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金（すなわち、Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金）
に関する。特に、この発明は、自動車車体パネルの製造に好適なアルミニウム合金材料お
よびその生成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車産業の発展は、人間の文明および社会の進歩の重要な象徴であり、経済発展の強
力な原動力でもある。しかしながら、自動車産業の急速な発展により、エネルギー消費お
よび環境汚染を含む、結果として生じる問題が、ますます深刻になっている。このため、
燃料油の消費、ならびに大気へのＣＯ２や有害ガスおよび有害粒子の放出を減少させるこ
とは、自動車分野における重要な研究課題となっている。
【０００３】
　自動車燃料の消費率を減少させ、エネルギーを節約する効果的な方法として、自動車の
軽量化が、世界中の自動車産業の開発傾向となっている。自動車部品を構成するために、
特に、自動車の総重量の３０％を含む自動車車体を構成するために軽量材料を使用するこ
とは、自動車の軽量化の重要な方法である。アルミニウム合金は、軽量、耐摩耗性、耐食
性、高い比強度、良好な耐衝撃性、表面の着色し易さ、修復性などを含むそれらのさまざ
まな特性により、自動車の製造にとって望ましい軽量材料である。とりわけ、６ｘｘｘシ
リーズのアルミニウム合金は、自動車車体の製造にとって最も有望なアルミニウム合金材
料であると考えられている。
【０００４】
　自動車産業発展のアルミニウム合金車体パネルについての要件をさらに満たすために、
中国および外国のいくつかの研究所および企業が、良好な性能を有する自動車車体パネル
用のさまざまなアルミニウム合金材料を、最近たて続けに開発した。たとえば、中国発明
特許出願ＣＮ１０１８８０８０５Ａは、自動車車体パネル用のＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミ
ニウム合金であって、本質的に、Ｓｉ：０．７５～１．５ｗｔ％、Ｆｅ：０．２～０．５
ｗｔ％、Ｃｕ：０．２～１．０ｗｔ％、Ｍｎ：０．２５～１．０ｗｔ％、Ｍｇ：０．７５
～１．８５ｗｔ％、Ｚｎ：０．１５～０．３ｗｔ％、Ｃｒ：０．０５％～０．１５ｗｔ％
、Ｔｉ：０．０５～０．１５ｗｔ％、Ｚｒ：０．０５～０．３５ｗｔ％、残り：Ａｌ、か
らなる自動車車体パネル用のＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金、およびその調製方法
を開示している。この材料は、微量のＺｎと、６１１１アルミニウム合金におけるＣｕレ
ベルに近い、またはそれよりさらに多い量のＣｕとを含む。しかしながら、そのような材
料は、送出条件下での比較的高い降伏強度と、焼成硬化に対する限定された反応能力（約
５０ＭＰａ）とを呈する、ということが、実施例で提供された性能結果から分かる。また
、中国発明特許出願ＣＮ１０１９３５７８５Ｂは、本質的に、Ｓｉ：０．５０～１．２０
ｗｔ％、Ｍｇ：０．３５～０．７０ｗｔ％、Ｃｕ：０．０１～０．２０ｗｔ％、Ｍｎ：０
．０５～０．２０ｗｔ％、Ｃｒ≦０．１０ｗｔ％、Ｚｎ：０．０１～０．２５ｗｔ％、Ｔ
ｉ≦０．１５ｗｔ％、Ｆｅ：０．０５～０．１５ｗｔ％、残り：Ａｌ、からなる、自動車
車体パネル用の高成形性アルミニウム合金を開示している。これらのアルミニウム合金材
料は、比較的少ないレベルで制御される量のＣｕを含み、さらに微量のＺｎ元素を混込ん
でおり、微量元素の濃度で制御される。そのような材料は、良好な成形性と焼成硬化に対
する反応能力とを呈するものの、焼成後の材料の強度性能はさらに改良すべきである、と
いうことが、実施例で提供された性能結果から分かる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　自動車車体パネル用の既存のアルミニウム合金材料の性能の欠陥を克服するために、高
い焼成硬化性および良好な成形性を双方とも呈する自動車車体パネル用の新しいアルミニ
ウム合金材料を開発する必要性が、依然として存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　発明の概要
　この発明は、自動車車体パネルの製造に好適なアルミニウム合金材料であって、アルミ
ニウム合金材料の総重量に基づき、Ｓｉ：０．６～１．２ｗｔ％、Ｍｇ：０．７～１．３
ｗｔ％、Ｚｎ：０．２５～０．８ｗｔ％、Ｃｕ：０．０１～０．２０ｗｔ％、Ｍｎ：０．
０１～０．２５ｗｔ％、Ｚｒ：０．０１～０．２０ｗｔ％、ならびに、残り：Ａｌおよび
付帯元素、を含み、アルミニウム合金材料は、２．３０ｗｔ％≦（Ｓｉ＋Ｍｇ＋Ｚｎ＋２
Ｃｕ）≦３．２０ｗｔ％という不等式を満たす、アルミニウム合金材料を提供する。
【０００７】
　好ましくは、アルミニウム合金材料は、アルミニウム合金材料の総重量に基づき、Ｓｉ
：０．６～１．２ｗｔ％、Ｍｇ：０．７～１．２ｗｔ％、Ｚｎ：０．３～０．６ｗｔ％、
Ｃｕ：０．０５～０．２０ｗｔ％、Ｍｎ：０．０５～０．１５ｗｔ％、Ｚｒ：０．０５～
０．１５ｗｔ％、ならびに、残り：Ａｌおよび付帯元素、を含み、アルミニウム合金材料
は、２．５０ｗｔ％≦（Ｓｉ＋Ｍｇ＋Ｚｎ＋２Ｃｕ）≦３．００ｗｔ％という不等式を満
たす。
【０００８】
　この発明はさらに、アルミニウム合金材料を生成する方法であって、
　（１）この発明に従ったアルミニウム合金材料から鋳造インゴットを生成するステップ
と、
　（２）生成されたインゴットを均質化するステップと、
　（３）所望の仕様を有するアルミニウム合金板を生成するために、均質化されたインゴ
ットを、熱間圧延プロセスおよび冷間圧延プロセスを介して変形させるステップと、
　（４）変形したアルミニウム合金板を固溶化熱処理するステップと、
　（５）処理したアルミニウム合金板を室温まで急冷するステップと、
　（６）アルミニウム合金板を自然時効または人工事前時効するステップとを含む、方法
を提供する。
【０００９】
　この発明はさらに、この発明に従ったアルミニウム合金材料から作られた最終部品を提
供する。好ましくは、最終部品は、自動車の外部または内部パネルを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明に従った合金、６０１６アルミニウム合金、６１１１アルミニウム合金
、および６０２２アルミニウム合金の本質的性能の比較を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　発明の詳細な説明
　自動車車体パネル用の既存の市販の６ｘｘｘシリーズの（Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系）アルミ
ニウム合金が、比較的単純な析出順序と主要強化相タイプとを呈すること、および焼成硬
化に対する望ましい反応能力を提供する見込みがないこと、という問題に対処するために
、発明者らは、既存の６ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金にさまざまな改良を加えてい
る。それらのうち、適量のＺｎが主要合金元素として混込まれて、新しい時効析出順序を
合金に提供し、それにより、合金の焼成時効硬化に対する反応能力を著しく高める。合金
元素Ｃｕの濃度を比較的低いレベルで制御することにより、合金時効硬化の反応速度を適
切に増加させつつ、合金の比較的良好な耐食性を維持することが可能である。一方、マイ
クロ合金化に使用される、Ｚｒ、Ｍｎなどを含む補助合金元素は、材料構造の改善と、材
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質特性および表面品質の改良とを容易にすることができる。合金の成分レベルおよび元素
比率の改善および最適化は、優れた性能整合の獲得を確実にするための重要な保証である
。合理的な設計を通して、合金は、焼成時効中、良好な成形性を維持しつつ、Ｍｇ２Ｓｉ
構造およびＭｇＺｎ２構造の強化相を協調的に析出させることができ、そのため、この発
明に従った６ｘｘｘシリーズの合金は、従来の焼成処理中に迅速な時効硬化反応を達成し
、より優れたサービス強度を得ることができる。発明者らはまた、さまざまな合金元素の
混込みによって生じた多次元合金構造の複雑化が、その調製プロセスの設計を最適化する
ことによって整合され調整される必要がある、ということを発見している。
【００１２】
　このため、この発明は、自動車車体パネルの製造に好適なアルミニウム合金材料であっ
て、アルミニウム合金材料の総重量に基づき、Ｓｉ：０．６～１．２ｗｔ％、Ｍｇ：０．
７～１．３ｗｔ％、Ｚｎ：０．２５～０．８ｗｔ％、Ｃｕ：０．０１～０．２０ｗｔ％、
Ｍｎ：０．０１～０．２５ｗｔ％、Ｚｒ：０．０１～０．２０ｗｔ％、ならびに、残り：
Ａｌおよび付帯元素、を含み、アルミニウム合金材料は、２．３０ｗｔ％≦（Ｓｉ＋Ｍｇ
＋Ｚｎ＋２Ｃｕ）≦３．２０ｗｔ％という不等式を満たす、アルミニウム合金材料を提供
する。
【００１３】
　一局面では、アルミニウム合金材料は、アルミニウム合金材料の総重量に基づき、Ｓｉ
：０．６～１．２ｗｔ％、Ｍｇ：０．７～１．２ｗｔ％、Ｚｎ：０．３～０．６ｗｔ％、
Ｃｕ：０．０５～０．２０ｗｔ％、Ｍｎ：０．０５～０．１５ｗｔ％、Ｚｒ：０．０５～
０．１５ｗｔ％、ならびに、残り：Ａｌおよび付帯元素、を含み、アルミニウム合金材料
は、２．５０ｗｔ％≦（Ｓｉ＋Ｍｇ＋Ｚｎ＋２Ｃｕ）≦３．００ｗｔ％という不等式を満
たす。
【００１４】
　別の局面では、アルミニウム合金材料は、０．７５≦１０Ｍｇ／（８Ｓｉ＋３Ｚｎ）≦
１．１５という不等式を満たす。
【００１５】
　さらに別の局面では、アルミニウム合金材料は、０．１５ｗｔ％≦（Ｍｎ＋Ｚｒ）≦０
．２５ｗｔ％という不等式を満たす。
【００１６】
　さらに別の局面では、アルミニウム合金材料の付帯元素は、不純物であるか、またはア
ルミニウム合金インゴットの製造の際に結晶微細化剤によって取り込まれた元素（すなわ
ち、必須合金元素に加えての、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｖ、Ａｇ、Ｂｉ、Ｇａ、Ｌｉ、
Ｐｂ、Ｓｎ、Ｂなどを含む金属または非金属元素）を指す。この発明に従った付帯元素は
、Ｆｅと、Ｔｉと、他の付帯元素から選択される１つ以上の付帯元素とを含み、Ｆｅ≦０
．４０ｗｔ％、Ｔｉ≦０．１５ｗｔ％、他の各付帯元素≦０．１５ｗｔ％、および他の付
帯元素の合計≦０．２５ｗｔ％である。好ましくは、アルミニウム合金材料では、Ｆｅ≦
０．２０ｗｔ％、Ｔｉ≦０．１０ｗｔ％、他の各付帯元素≦０．０５ｗｔ％、および他の
付帯元素の合計≦０．１５ｗｔ％である。
【００１７】
　さらに別の局面では、アルミニウム合金材料では、不純物元素Ｆｅとマイクロ合金化元
素Ｍｎとは、Ｆｅ≦２Ｍｎという不等式を満たす。
【００１８】
　また、この発明はさらに、アルミニウム合金材料を生成する方法であって、
　（１）この発明に従ったアルミニウム合金材料から鋳造インゴットを生成するステップ
と、
　（２）生成されたインゴットを均質化するステップと、
　（３）所望の仕様を有するアルミニウム合金板を生成するために、均質化されたインゴ
ットを、熱間圧延プロセスおよび冷間圧延プロセスを介して変形させるステップと、
　（４）変形したアルミニウム合金板を固溶化熱処理するステップと、
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　（５）処理したアルミニウム合金板を室温まで急冷するステップと、
　（６）アルミニウム合金板を自然時効または人工事前時効するステップとを含む、方法
を提供する。
【００１９】
　それらのうち、ステップ（１）において、鋳造インゴットは、溶融、脱気、含有物の除
去、およびＤＣ鋳造というステップによって生成され、溶融中、元素の濃度は、コア元素
としてのＭｇおよびＺｎの使用によって正確に制御され、合金元素の比率は、鋳造インゴ
ットの生成を完了するように、成分のオンライン検出および分析によって迅速に補足およ
び調節される。好ましい一局面では、ステップ（１）は、溶融、脱気、含有物の除去、お
よびＤＣ鋳造というプロセス中、電磁撹拌、超音波撹拌、または機械的撹拌をさらに含む
。
【００２０】
　ステップ（２）において、均質化処理は、１）３６０～５６０℃の温度範囲で１６～６
０時間行なわれる漸進的均質化処理、および、２）４００～５６０℃の温度範囲で１２～
６０時間行なわれる多段階均質化処理、からなる群から選択される手段によって実行され
る。好ましくは、多段階均質化処理は３～６段階で実行され、第１段階の温度は４６５℃
より低く、最終段階の温度は５４０℃より高く、保持時間は６時間を上回る。
【００２１】
　ステップ（３）において、１）まずインゴットに、炉加熱の態様で３８０～４６０℃の
温度で１～６時間、予熱処理を施し、次に、初期圧延温度が３８０～４５０℃、終了圧延
温度が３２０～４００℃で変形量が６０％を上回る熱間圧延変形処理を、交互方向または
順方向に施して、５～１０ｍｍの厚さを有する熱間圧延ブランクを生成する手順、２）熱
間圧延ブランクに、３５０～４５０℃の温度、０．５～１０時間の保持時間で中間アニー
ル処理を施し、空冷する手順、および、３）アニールされたブランクに、室温から２００
℃までの温度で総変形が６５％を上回る冷間圧延変形プロセスを施して、所望の厚さ仕様
の製品を生成する手順、が実行される。好ましくは、ステップ（３）において、冷間圧延
変形プロセスのパス間で、第２の中間アニール処理が、３５０～４５０℃／０．５～３時
間で実行される。
【００２２】
　ステップ（４）において、固溶化熱処理はさらに、板における再結晶化構造の粒径およ
び割合を性能要件に従って調節し、また、１）炉加熱の態様で４４０～５６０℃の温度で
合計０．１～３時間行なわれる２段階または多段階固溶化熱処理、および、２）４４０～
５６０℃の温度で合計０．１～３時間行なわれる漸進的固溶化熱処理、からなる群から選
択される態様で実行される。好ましい一局面では、このステップは、漸進的な態様で実行
され、０℃／分＜加熱速度＜６０℃／分である
　ステップ（５）において、アルミニウム合金板は、冷媒噴霧焼入れ、強制空冷焼入れ、
浸漬焼入れ、およびそれらの任意の組合せからなる群から選択される手段によって、室温
まで急冷される。
【００２３】
　ステップ（６）において、時効処理は、１）焼入れ冷却の完了後、４０℃以下の周囲温
度で１４日間以上行なわれる自然時効処理、２）焼入れ冷却の完了から２時間以内に６０
～２００℃の温度で合計１～６００分間行なわれる１段階、２段階、または多段階人工時
効処理、および、３）焼入れ冷却の完了後に行なわれる自然時効処理と人工時効処理との
組合せ、からなる群から選択される手段によって実行される。好ましくは、人工時効処理
は６０～２００℃の温度で１～６００分間実行され、自然時効処理は２～３６０時間実行
される。
【００２４】
　好ましい一局面では、この方法は、板の欠陥を取り除いて板の平坦性を高め、それによ
り次の処理を容易にするために、圧延歪み取り、引張歪み取り、伸張曲げ歪み取り、およ
び任意の組合せからなる群から選択される手段によって、冷却された板の歪みを取る追加
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のステップを、ステップ（５）とステップ（６）との間にさらに含み得る。
【００２５】
　それらのうち、この発明に従ったアルミニウム合金から作られたアルミニウム合金板の
降伏強度は≦１５０ＭＰａ、伸び率は≧２５％であり、打抜き変形および従来の焼成処理
（１７０～１８０℃／２０～３０分）後、アルミニウム合金板の降伏強度は≧２２０ＭＰ
ａ、引張強度は≧２９０ＭＰａである。すなわち、焼成後の降伏強度は９０ＭＰａ以上増
加される。好ましい一局面では、アルミニウム合金板の降伏強度は≦１４０ＭＰａ、伸び
率は≧２６％であり、従来の焼成処理後、アルミニウム合金板の降伏強度は≧２３５ＭＰ
ａ、引張強度は≧３１０ＭＰａである。すなわち、焼成後のアルミニウム合金板の降伏強
度は１００ＭＰａ以上増加される。さらに好ましい一局面では、アルミニウム合金板の降
伏強度は≦１４０ＭＰａ、伸び率は≧２７％であり、従来の焼成処理後、アルミニウム合
金板の降伏強度は≧２４５ＭＰａ、引張強度は≧３３０ＭＰａである。すなわち、焼成後
の降伏強度は１１０ＭＰａ以上増加される。
【００２６】
　一局面では、この発明に従ったアルミニウム合金材料は、製品を形成するために、摩擦
攪拌溶接、溶融溶接、はんだ付け／ろう付け、電子ビーム溶接、レーザー溶接、およびそ
れらの任意の組合せからなる群から選択される手段によって、それ自体と、または別の合
金とともに溶接され得る。
【００２７】
　この発明はさらに、この発明に従ったアルミニウム合金材料から作られたアルミニウム
合金板の表面処理、打抜きプロセス、および焼成処理によって生成される最終部品を提供
する。好ましくは、最終部品は、自動車車体の外部または内部パネルである。
【００２８】
　この発明の利点は、以下を含む：
　（１）Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミニウム合金の最適化された組成は、整合する調製方法
とともに、Ｍｇ／ＳｉおよびＭｇ／Ｚｎ双方の時効析出順序の協調による、合金の焼成硬
化に対する反応能力の向上を達成する。そのため、材料は、良好な耐食性および表面品質
をさらに有しつつ、高い焼成硬化特性および良好な成形性を呈する。良好な総合的特性を
有するそのような材料は、自動車車体パネルの製造にとって望ましい材料であり、アルミ
ニウム合金車体パネルに対する自動車製造業界の厳しい要件を満たすことができる；
　（２）この発明はさらに、自動車工場の既存の焼成プロセスおよび機器を修正する必要
がない、アルミニウム合金の時効硬化の可能性を発見している。このため、それは、自動
車工場が鋼をそのようなアルミニウム合金材料と広範に置換えて自動車の外部車体打抜き
加工品を生成するように強く促すであろう。それは、自動車軽量化の発展の推進を容易に
し、また、重要な社会的および経済的利益を有する；
　（３）この発明に従った材料は、優れた性能、適度なコスト、簡単で実用的な調製、良
好な実施可能性を有し、ならびに、産業化および一般化し易く、このため、かなりの市場
展望を有している。
【実施例】
【００２９】
　以下に、この発明に従ったアルミニウム合金材料およびその調製方法を、添付図面を参
照してさらに説明する。これらの実施例は、この発明について限定的ではなく、例示的で
ある。
【００３０】
　実施例１
　この発明の概念を実証するために、合金を実験室規模で調製した。試験合金の組成を表
１に示した。６０ｍｍの厚さ仕様を有するスラブインゴットを、合金溶融、脱気、含有物
の除去、および模擬ＤＣ鋳造を含む周知の手順で調製した。結果として生じたインゴット
を、３６０℃未満の温度の抵抗加熱炉内に装填して、遅い漸進的均質化処理を合計３６時
間施し、ここで加熱速度を５～１０℃／時間の範囲で厳密に制御した。均質化の完了後、
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インゴットを空冷した。冷却したインゴットに、表皮剥離、正面フライス削り、および鋸
切断を行ない、それにより、４０ｍｍの厚さ仕様を有する圧延ブランクを生成した。ブラ
ンクを、４５０±１０℃で２時間予熱した。予熱したブランクを、２～３回のパスのため
にスラブインゴットの幅方向に沿って圧延し、次に、異なる方向に、すなわちスラブイン
ゴットの長さ方向に沿って約６ｍｍの厚さ仕様まで圧延した。ここで初期圧延温度は４４
０℃、終了圧延温度は３４０℃であった。圧延された板を特定の寸法に切断し、４１０±
５℃／２時間で中間アニール処理を施し、次に、冷間圧延変形処理の５～７回のパスを施
すことにより、約１ｍｍの厚さを有する薄板を得た。４６０～５５０℃で合計４０分の期
間内で漸進的固溶化熱処理を受けるために、薄板を４６０℃の空気炉内に装填した。処理
した薄板に水焼入れを施し、その直後に歪み取り処理を施した。次に、合金の特性に従っ
て９０～１４０℃／１０～４０分で、２段階事前時効処理を板に施した。処理した板を室
温で２週間保管し、次に、引張試験およびカッピング試験用の試料を与えるために切断し
た。残りの板に２％事前変形処理を施し、次に１７５℃／２０分で模擬焼成処理を施して
、Ｔ４Ｐ状態における合金の降伏強度（Ｒｐ０．２）、伸び率（Ａ）、硬化指数（ｎ１５

）、弾性歪み率（ｒ１５）、カッピング指数（ＩＥ）、ならびに、焼成状態における合金
の降伏強度（Ｒｐ０．２）および引張強度（Ｒｍ）について、関連する規格に従ってそれ
ぞれ試験した。表２に示すように、結果を、Ｔ４Ｐ状態（送出状態）および焼成状態にお
ける板の性能指数として評価した。
【００３１】
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【表１】

【００３２】
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【表２】

【００３３】
　合金１＃、２＃、３＃、４＃、５＃、６＃、７＃、８＃および９＃はすべて、Ｔ４Ｐ状
態では、成形性と焼成硬化との間で良好に整合される、ということが表２から分かる。送
出状態の場合、これらの合金は、１５０ＭＰａ未満に維持された降伏強度と、２６．０％
を上回る伸び率とを呈し、良好な深絞り特性を有する。一方、従来の焼成処理後、合金の
降伏強度は１０５ＭＰａ以上増加され、引張強度は３００ＭＰａよりも高い。合金１０＃
、１１＃、１２＃、１３＃、１４＃、１５＃、１６＃、１７＃、１８＃および１９＃の性
能は、前述の成形性と焼成硬化との間の良好な整合を満たさず、それにより、合金の望ま
しくない総合的特性を引き起こす。それらのうち、合金１０＃、１１＃、１５＃、１７＃
および１９＃は、比較的より多い合金含有量またはＣｕ含有量を有しており、送出状態に
おける合金の降伏強度が、打抜き形成にとって比較的高すぎる。合金１２＃は、比較的多
いＺｎ含有量を有しており、送出状態における合金の伸び率が、打抜き形成にとって低す
ぎる。合金１３＃および１４＃は、合金の組成要件を満たしているが、成分比要件を満た
しておらず、前者は送出状態において比較的高い降伏強度を有しており、後者は比較的劣
った性能を有している。組成が６０１６合金と同様である合金１６＃は、良好な成形性を
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有しているが、その焼成硬化特性は限定されている。合金１８＃は、比較的少ないＺｎ含
有量を有し、微量元素ＭｎおよびＺｒを有さず、この合金の総合的性能は比較的劣ってい
る。
【００３４】
　実施例２
　異なるＺｎレベルを有するアルミニウム合金板を、実験室で調製した。試験合金の組成
を表３に示した。６０ｍｍの厚さ仕様を有するスラブインゴットを、合金溶融、脱気、含
有物の除去、および模擬ＤＣ鋳造を含む周知の手順で調製した。結果として生じたインゴ
ットに、５５０±３℃／２４時間での１段階均質化、および（３６０～５６０℃の温度で
合計３０時間、６～９℃／時間の加熱速度での）漸進的均質化を施した。均質化の完了後
、空冷を施した。インゴットに、金属組織相観察および電子顕微鏡観察を行なった。ＤＳ
Ｃ分析と組合されたこれらの観察は、合金構造の焼過ぎを分析するために使用された。結
果を表４に示す。
【００３５】

【表３】

【００３６】
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【表４】

【００３７】
　前述の結果の分析から、Ｚｎが混込まれたＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ－Ｃｕ系合金については、
高温の１段階均質化は焼過ぎの発生を引き起こすであろう、ということが分かる。このた
め、試験合金２０＃、２１＃、および２２＃のスラブインゴットはすべて、漸進的均質化
（温度：３６０～５６０℃、合計時間：３０時間、加熱速度：６～９℃／時間）で処理さ
れる。実施例１と同様の圧延、固溶化、事前時効、および模擬焼成処理の後で、合金板を
、送出状態における降伏強度（Ｒｐ０．２）、伸び率（Ａ）、硬化指数（ｎ１５）、弾性
歪み率（ｒ１５）、およびカッピング指数（ＩＥ）、ならびに、焼成状態における降伏強
度（Ｒｐ０．２）、引張強度（Ｒｍ）、および粒間腐食特性についてそれぞれ試験した。
表５に示すように、結果を、Ｔ４Ｐ状態（送出状態）および焼成状態における板の性能指
数として評価した。
【００３８】
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【表５】

【００３９】
　この発明に従った合金２１＃は、Ｔ４Ｐ状態では、良好な成形性と良好な焼成硬化特性
とを双方とも有する、ということが表５から分かる。しかしながら、Ｚｎを含まない合金
２０＃は、良好な成形性を呈するものの、焼成硬化に対する反応能力が比較的低く、比較
的高いＺｎレベルを有する合金２２＃は、比較的良好な反応能力を有するものの、実質的
に減少した成形性および耐食性を呈する。このため、それらは、自動車車体パネルの製造
についての要件を満たす見込みがない。
【００４０】
　実施例３
　異なるＣｕレベルを有するアルミニウム合金板を、実験室で生成した。アルミニウム合
金の組成を表６に示した。実施例１と同様の手順により、鋳造インゴットを得た。インゴ
ットを、３８０℃未満の温度の抵抗加熱炉内に装填して、多段階均質化処理を合計４８時
間施し、それから空冷した。冷却したインゴットに、表皮剥離、正面フライス削り、およ
び鋸切断を行ない、それにより、４０ｍｍの厚さ仕様を有する圧延ブランクを生成した。
ブランクを、４２５±１０℃で４時間予熱した。予熱したブランクを、２～３回のパスの
ためにスラブインゴットの幅方向に沿って圧延し、次に、異なる方向に、すなわちスラブ
インゴットの長さ方向に沿って約６ｍｍの厚さ仕様まで圧延した。ここで初期圧延温度は
４２０℃、終了圧延温度は３２０℃であった。圧延された板を特定の寸法に切断し、３８
０±５℃／４時間で中間アニール処理を施し、次に、冷間圧延変形処理の５～７回のパス
を施すことにより、約１．１ｍｍの厚さを有する薄板を得た。薄板に、塩浴槽で４６５±
５℃／２０分）＋（５５０±５℃／１０分）で２段階固溶化熱処理を施した。処理した薄
板に水焼入れを施し、その直後に歪み取り処理を施した。次に、合金の特性に従って８５
～１４５℃／１０～５０分で、３段階人工事前時効処理を板に施した。処理した板を室温
で２週間保管し、次に、引張試験およびカッピング試験用の試料を与えるために切断した
。残りの板に２％事前変形処理を施し、次に１７５℃／２０分で模擬焼成処理を施して、
Ｔ４Ｐ状態における合金の降伏強度（Ｒｐ０．２）、伸び率（Ａ）、硬化指数（ｎ１５）
、弾性歪み率（ｒ１５）、カッピング指数（ＩＥ）、ならびに、焼成状態における合金の
降伏強度（Ｒｐ０．２）および引張強度（Ｒｍ）について、関連する規格に従ってそれぞ
れ試験した。表７に示すように、結果を、Ｔ４Ｐ状態（送出状態）および焼成状態におけ
る板の性能指数として評価した。
【００４１】
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【表６】

【００４２】

【表７】

【００４３】
　この発明に従った合金２４＃は、Ｔ４Ｐ状態では、良好な成形性と良好な焼成硬化特性
とを双方とも有する、ということが表７から分かる。しかしながら、Ｃｕを含まない合金
２３＃は、良好な成形性を呈するものの、焼成硬化に対する反応能力が比較的低く、比較
的高いＣｕレベルを有する合金２５＃は、比較的良好な反応能力を有するものの、実質的
に減少した耐食性を呈する。このため、それらは、自動車車体パネルの製造についての要
件を満たす見込みがない。
【００４４】
　実施例４
　異なるＭｎレベルおよびＺｒレベルを有するアルミニウム合金板を、実験室で生成した
。合金の組成を表８に示した。溶融、均質化、圧延、固溶化熱処理および焼入れ、ならび
に事前時効および模擬焼成などを含む、実施例３と同じ手順によって、板を処理した。関
連する試験規格に従って、合金板を、Ｔ４Ｐ状態における降伏強度（Ｒｐ０．２）、伸び
率（Ａ）、硬化指数（ｎ１５）、弾性歪み率（ｒ１５）、カッピング指数（ＩＥ）、なら
びに、焼成状態における降伏強度（Ｒｐ０．２）、引張強度（Ｒｍ）、および粒間腐食特
性についてそれぞれ試験した。表９に示すように、結果を、Ｔ４Ｐ状態（送出状態）およ
び焼成状態における板の性能指数として評価した。
【００４５】
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【表８】

【００４６】
【表９】

【００４７】
　この発明に従った合金２８＃は、Ｔ４Ｐ状態では、良好な成形性と良好な焼成硬化特性
とを双方とも有する、ということが表９から分かる。しかしながら、ＭｎおよびＺｒがな
い合金２６＃は、焼成硬化に対する比較的高い反応能力を呈するものの、その粒径が粗い
ため、成形性が比較的劣っている。加えて、Ｚｒを含まない合金２７＃は、焼成硬化に対
する比較的高い反応能力を呈するものの、比較的高いＣｕレベルを有することが、比較的
良好な反応能力を有する。一方、その成形性は、合金２７＃より良好であるが、この発明
に従った合金２８＃と比べて実質的に劣っている。
【００４８】
　実施例５
　合金を工業規模で生成し、合金の組成を表１０に示した。１８０ｍｍの厚さ仕様を有す
るスラブインゴットを、溶融、脱気、含有物の除去、および模擬ＤＣ鋳造を含む周知の手
順を介して生成した。次に、合金２５＃のインゴットを、漸進的均質化処理（温度：３６
０～５５５℃、合計時間：３０時間、加熱速度：５～９℃／時間）で均質化し、残りの合
金を従来のアニール処理（５５０±５℃／２４時間）を介して処理した。次に、インゴッ
トを空冷した。冷却したインゴットに、表皮剥離、正面フライス削り、および鋸切断を行
ない、それにより、１２０ｍｍの厚さ仕様を有する圧延ブランクを生成した。ブランクを
、４４５±１０℃で５時間予熱した。予熱したブランクに、順方向圧延熱変形プロセスの
６～１０回のパスを施して、約１０ｍｍの厚さを有する圧延板ブランクを得た。ここで初
期圧延温度は４４０℃、終了圧延温度は３８０℃であった。圧延された板を特定の寸法に
切断し、４１０±５℃／２時間で中間アニール処理を施した。中間アニールの完了後、室
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温～２００℃の温度での冷間圧延変形処理の２～４回のパスを板ブランクに施して、５ｍ
ｍの厚さ仕様に達した。次に、３６０～４２０℃／１～２．５時間でのさらなる中間アニ
ール処理を板ブランクに施した。完全に冷却した後で、ひき続き冷間圧延変形を板に施し
て、０．９ｍｍの厚さ仕様を有する薄板を生成した。４４０～５５０℃で合計４０分間、
漸進的固溶化熱処理を受けるために、薄板を４６０℃の空気炉内に装填した。水焼入れ後
、板に平滑化処理を施し、次に、本質的に合金の特性に従って９０～１４０℃／１０～４
０分で、１段階または２段階事前時効処理をそれぞれ施した。それから、板を室温で２週
間保管し、関連する方法に従って引張試験およびカッピング試験を行なった。また、板に
２％事前変形処理を施し、次に１７５℃／３０分で模擬焼成加熱処理を施した。関連する
試験規格に従って、合金板を、Ｔ４Ｐ状態における降伏強度（Ｒｐ０．２）、伸び率（Ａ
）、硬化指数（ｎ１５）、弾性歪み率（ｒ１５）、カッピング指数（ＩＥ）、ならびに、
焼成状態における降伏強度（Ｒｐ０．２）、引張強度（Ｒｍ）、および粒間腐食特性につ
いてそれぞれ試験した。結果を、Ｔ４Ｐ状態（送出状態）および焼成状態における板の性
能指数として評価した。一方、板の表面品質を、模擬打抜き試験を介して観察した。結果
を表１１に示す。
【００４９】
【表１０】

【００５０】
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【００５１】
　この発明に従った合金２９＃は、Ｔ４Ｐ状態における良好な成形性と、良好な焼成硬化
反応とを双方とも呈しており、同等の条件下で生成された６０１６合金（合金３０＃）、
６１１１合金（合金３１＃）、６０２２合金（合金３２＃）と比べて実質的に優れた総合
的性能を有する、ということが表１１から分かる。特に、この発明に従った合金は、良好
な成形性を維持しつつ、焼成硬化に対する実質的に向上した反応能力を呈しており、この
ため、自動車車体パネルの製造についての要件をさらに満たすことができる。図１は、こ
の発明に従った合金２９＃、６０１６合金、６１１１合金、および６０２２合金の本質的
特性の比較を示す。この発明に従った合金製品は、良好な成形性と良好な焼成硬化とを双
方とも有する、ということが分かる。
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