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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　９～１１．５質量％のケイ素、０．５～０．８質量％のマンガン、０．２～１．０質量
％のマグネシウム、０．１～１．０質量％の銅、０．２～１．５質量％の亜鉛、０．０５
～０．４質量％のジルコニウム、０．０１～０．４質量％のクロム、最大０．２質量％の
鉄、最大０．１５質量％のチタン、０．０１～０．０２質量％のストロンチウム、および
残分としてアルミニウムおよび合計最大０．５質量％の製造に起因する不純物から成る、
自動車の構造部材および走行装置部材用のアルミニウム合金であって、Ｔ６熱処理後に、
２００ＭＰａを超える耐力Ｒｐ０．２および６％を超える破断伸びＡを同時に示すか、ま
たは鋳造状態において１２０ＭＰａを超える耐力Ｒｐ０．２および９％を超える高い破断
伸びＡを同時に示すか、またはＴ６熱処理後に１０％を超える破断伸びを示す、前記アル
ミニウム合金。
【請求項２】
　前記アルミニウム合金が、０．４～１．５質量％の亜鉛を含有することを特徴とする、
請求項１に記載のアルミニウム合金。
【請求項３】
　前記アルミニウム合金が、０．１５～０．５質量％の銅を含有することを特徴とする、
請求項１に記載のアルミニウム合金。
【請求項４】
　前記アルミニウム合金が、０．３～０．５質量％の銅を含有することを特徴とする、請
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求項１に記載のアルミニウム合金。
【請求項５】
　前記アルミニウム合金が、０．２～０．８質量％のマグネシウムを含有することを特徴
とする、請求項１に記載のアルミニウム合金。
【請求項６】
　前記アルミニウム合金が、０．０１～０．３質量％のクロムを含有することを特徴とす
る、請求項１に記載のアルミニウム合金。
【請求項７】
　請求項１に記載のアルミニウム合金の、自動車の衝突および強度に関する構造部材およ
び走行装置部材のダイキャストのための使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱処理後に２００ＭＰａを超える耐力Ｒｐ０．２および６％を超える破断伸
びＡを同時に、または鋳造状態において１２０ＭＰａを超える耐力Ｒｐ０．２および９％
を超える比較的高い破断伸びＡを同時に、またはＴ６熱処理後に１０％を超える破断伸び
を示す、高い強度を有する部材用、特に自動車の構造および走行装置部材用アルミニウム
合金に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダイキャスト法で製造された構造部材、特に壁厚の薄い部材において、また走行装置部
材用ダイキャスト法の適用の際にも、良好な流動性およびキャビティ充填性および凝固特
性は重要である。壁厚の薄い構造部材は、特に自動車産業にとって興味深い。なぜなら、
同程度の部材機能において、より少ない材料使用量によって重量の利点が得られ、これは
、運転コストおよび環境負荷の削減をももたらすからである。
【０００３】
　ダイキャスト技術のさらなる開発によって、今日、より高い伸び率でより高い強度を有
する複雑な部材を製造することが可能である。走行装置部材は、多くの場所で、例えばシ
ェルモールド鋳造法のような他の鋳造法で製造される。このことは、より確実な運転事例
を保証するために、そこで求められる強度をダイキャスト法においては達成することがで
きないか、または十分な伸び率で達成することができないことに基づいている。
【０００４】
　要求される機械的性質、特に高い延性を得るために、ＡｌＳｉ１０ＭｎＭｇタイプのダ
イキャスト合金からなる構造部材および走行装置部材においては、たいてい熱処理が、た
とえばＴ６（溶体化熱処理、焼入れ処理および熱時効処理）またはＴ７（溶体化熱処理、
焼入れ処理および過時効処理）に従って行われる。これによって、任意の部材の鋳物組織
は変化し、強度および破断伸びに関する比較的高い要求が満足される。鋳造状態における
このタイプの合金が、４～５％の破断伸びＡの際に、約１１０ＭＰａの耐力Ｒｐ０．２を
有する一方で、Ｔ６熱処理により、少なくとも７％の伸び率で、１５０ＭＰａを上回る上
昇が達成されうる。このことは、合金元素であるＭｇおよびＳｉが関与している析出硬化
の硬化作用に基づいている。さらにＳｉ共晶は鋳造することにより、延性が増大する。そ
のような熱処理は、たとえば以下のように行われる：４５０～５３５℃の温度領域におけ
る溶体化熱処理のあとに、焼入れ処理を、水中または約１００℃を下回る温度の空気中で
行う。溶体化熱処理により合金元素は、拡散過程を通して均一に微細に分散され、かつ焼
入れによりα‐Ａｌ中に強制的に結合される。さらにＳｉ共晶は、球状化される。すると
合金は高い延性を有するが、強度は低い。後続の１５０～２５０℃での熱時効処理により
、細かく均質に分散されたＭｇ２Ｓｉ析出物が形成され、これにより材料強度もまた高ま
る。Ｔ６熱処理の温度図によって、機械的特性を強度または破断伸びのいずれかへと最適
化することができ、それによって極めて広範囲に及ぶ多様な特性フォリオ（Ｅｉｇｅｎｓ
ｃｈａｆｔｓｆｏｌｉｏ）およびそれにより多様な製品フォリオ（Ｐｒｏｄｕｋｔｆｏｌ
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ｉｏ）を合金により得ることができる。生産コストを削減するためには、Ｔ５熱処理、つ
まり先行する溶体化熱処理が行われない、１５０～２５０℃での熱時効処理でも十分であ
る。この場合においても強度の上昇は、わずかな程度ではあるが、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の形
成により引き起こされる。なぜなら、鋳造ツールから取り出された部材の焼入れ作用はあ
まり強くなく、かつそれゆえに、α‐Ａｌ中で強制的に溶解されるマグネシウムの割合も
また、低下するからである。
【０００５】
　一つの欠点は、ＡｌＳｉ１０ＭｎＭｇタイプの慣用のダイキャスト合金には、合金組成
に基づいて、硬化ポテンシャル、ひいては高い伸び率を維持しながら強度を向上するには
限界があることである。
【０００６】
　耐力Ｒｐ０．２に関して６００ＭＰａまでのはるかに高い強度は、ＡｌＺｎＭｇ鍛錬合
金およびＡｌＭｇＣｕ鍛錬合金の比較的高い硬化ポテンシャルに基づき達成される。これ
らの合金タイプでは、硬化作用は、合金元素Ｍｇ、ＣｕおよびＺｎの析出硬化に基づく（
Ｗ．Ｈｕｆｎａｇｅｌ等著、“Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ‐Ｔａｓｃｈｅｎｂｕｃｈ　第１４版
”、Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ‐Ｖｅｒｌａｇ　Ｄｕｅｓｓｅｌｄｏｒｆ、１９８８、４６ペー
ジ以降）。しかしながらこれらの合金は、熱亀裂への傾向と同様に鋳造ツールにおける粘
着傾向にも基づいて、ダイキャスト鋳造には適切ではない。
【０００７】
　ダイキャスト法で製造される構造部材または走行装置部材への更なる要求として、強度
および伸び率に対する高い要求に加え、耐食性、溶接性および鋳造ツールの耐久性を挙げ
ることができる。スムーズな車体の組み立て作業を保証することができるためのもう一つ
の要件は、熱処理後の部材の寸法精度である。
【０００８】
　熱処理自体の経済的な付加コストに加え、費用のかかる溶体化熱処理は、部材が急激な
焼入れ処理により変形を生じる傾向にあり、これは機械的な後処理および欠陥品の増加を
もたらしうるという欠点を持つ。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Ｗ．Ｈｕｆｎａｇｅｌ等著、“Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ‐Ｔａｓｃｈｅｎｂ
ｕｃｈ　第１４版”、Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ‐Ｖｅｒｌａｇ　Ｄｕｅｓｓｅｌｄｏｒｆ、１
９８８、４６ページ以降
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の課題は、強度の向上と同時に高い伸び率により、ダイキャスト法において構造
部材並びに走行装置部材をも形成することを可能にする、アルミニウムダイキャスト合金
を提供することである。このことは、好ましくは、高い機械的要求（例えば６％を超える
破断伸びの際に２００ＭＰａを超える耐力Ｒｐ０．２）および構成部材形状に基づいて、
ダイキャスト法よりもむしろ他の方法において製造される走行装置部材を含む。本発明は
また、良好な鋳造性およびキャビティ充填性を確保することも課題としている。さらに合
金は、できるだけ多くの接合技術を可能にし、寸法精度が高く、かつ良好な耐食性を有す
るべきである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題は、本発明によれば、アルミニウム合金が、９～１１．５質量％のケイ素、０
．５～０．８質量％のマンガン、０．２～１質量％のマグネシウム、０．１～１.０質量
％の銅、０．２～１．５質量％の亜鉛、０．０５～０．４質量％のジルコニウム、０．０
１～０．４質量％のクロム、最大０．２質量％の鉄、最大０．１５質量％のチタン、０．
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０１～０．０２質量％のストロンチウム、および残分としてアルミニウムおよび合計最大
０．５質量％までの製造に起因する不純物からなることにより解決され、そのことにより
、鋳造状態であっても、または熱処理後、例えばＴ５、Ｔ６、Ｔ７または他の公知の熱処
理後であっても、高い強度および高い伸び率が同時に確保されている。熱時効処理は、更
なるプロセスステップ内、例えば塗装工程においても、部材中へ導入することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　要求される品質、とりわけ強度および伸び率に関する品質の達成は、合金の選択により
、著しく影響を受けうる。高い強度を目標とする本発明による合金組成は、ここでは２０
０ＭＰａを超える耐力Ｒｐ０．２および１０％を超える破断伸びＡに関する目標範囲を有
する。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明によれば、合金は、１５０～２５０℃の温度での熱時効処理により利用される、
高い硬化ポテンシャルを有する。開発の結果として、少量の銅または亜鉛の添加により、
十分な耐食性で伸び率の損失なしに、有意に強度を向上する作用が達成されることが明ら
かになった。所望の作用は、０．１～１．０質量％の銅、有利には０．１５～０．５質量
％の銅（かつ、さらに好ましくは０．３～０．５質量％の銅）の添加、かつ０．２～１．
５質量％の亜鉛、有利には０．４～１．５質量％の亜鉛の添加により達成される。亜鉛の
添加はさらに、鋳造性およびキャビティ充填性を改善する。
【００１４】
　上記割合内の有利な比率での銅および亜鉛の組み合わされた添加は、十分な耐食性で再
度強度の向上を可能にする。
【００１５】
　ケイ素の合金割合は、９～１１．５質量％である。ケイ素の合金化は、凝固収縮を低減
し、ひいては良好な鋳造性および良好なキャビティ充填性に役立つ。
【００１６】
　０．２～１．０質量％のマグネシウム、有利には０．２～０．８質量％のマグネシウム
の添加は、上述した析出硬化に基づく強度を増す作用を引き起こす。さらに銅および亜鉛
に対する有利な比率での添加は、本発明によるアルミニウムダイキャスト合金の腐食傾向
を低減する。
【００１７】
　ジルコニウムの添加は、それと同時に強度が低下することなく伸び率の向上をもたらす
。なぜなら、これによってより微細な共晶組織が存在するからである。本発明によるダイ
キャスト合金のジルコニウム含有率は、０．０５～０．４質量％である。
【００１８】
　ストロンチウムの添加により、ＡｌＳｉ共晶の粗大なおよび針状の形成は回避される。
０．０１～０．０２質量％のストロンチウムの添加により、共晶は、微細でかつむしろ層
状構造（ラメラ構造）で形成され、並びに過剰処理ともいわれる、改良処理が行われない
ことの回避に役立つように変性される。
【００１９】
　クロムの添加は、機械特性のさらなる向上を引き起こし、ここで含有率は、０．０１～
０．４質量％、有利には０．０１～０．３質量％である。
【００２０】
　マンガンおよび鉄の組み合わされた含有量は、主として鋳造ツールの耐久性および離型
性に影響を与える。所望の作用は、最大０．２質量％の鉄および０．５～０．８質量％の
マンガン含有率の添加で達成される。鉄含有量をわずかに保つことは、組織において針状
のＡｌＦｅＳｉ相の形成による材料の脆化を回避するのに有利である。マンガンを同時に
添加することにより、鉄含分の少ない溶融物による鋳造ツールに対する過剰な攻撃を低減
でき、かつ付着傾向を低減することにより離型性ひいては寸法精度が高まる。ただし、鉄
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有利な比率を調整しなければならない。なぜなら、これらは流動性にも付着傾向にもネガ
ティブに影響を与えるからである。
【００２１】
　チタンの添加は、アルミニウムデンドライトの形成をもたらす一方で、核の提供による
α‐Ａｌの微細化をもたらす。チタン含有率は最大０．１５質量％である。
【００２２】
　新規のアルミニウム合金の更なる利点および特徴は、以下の実施例において明らかであ
り、その際本発明は、実施例のみに制限されるものではない。
【実施例】
【００２３】
　ダイキャスト部材の形状の多数の部材試験体および２つの球形試験体は、ダイキャスト
法で以下の合金組成を有する２種類のアルミニウム合金から製造された：
【表１】

【００２４】
　このダイキャストに続き、２つの異なるＴ６熱処理を行い、かつ引張試験片は、ダイキ
ャスト部材から取り出された。これらの熱処理後および鋳造状態において確認された機械
的性質の特性値は、以下の表から確認することができる：
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【００２５】
　前記表から、熱処理後の合金１および２の試験体は、熱処理の実施によって２７０ＭＰ
ａを越える耐力Ｒｐ０．２および９％を超える高い破断伸びＡを同時に、または１２％を
超える高い破断伸びで１４０ＭＰａを越える耐力Ｒｐ０．２を有することがわかる。これ
によって、本発明によるアルミニウム合金は、熱処理に応じて、特に衝突および強度に関
連する、自動車の走行装置部品および構造部品の、ダイキャスト法での製造に適している
ことが明らかになった。ダイキャスト方法での自動車の走行装置部材の製造において、２
００ＭＰａを超える耐力Ｒｐ０．２および６％を超える破断伸びは同時に達成されるべき
である。上記で述べたアルミニウム合金により、本発明による高い延性を維持しながらの
強度の向上に基づき、そのような部材に通常使用される、シェルモールド鋳造または砂型
鋳造のような他の方法に代えて、ダイキャスト方法でそのような走行装置部材の形成が可
能になる。
【００２６】
　前記表からも同様に明らかなように、本発明によるアルミニウム合金は、ダイキャスト
法での自動車の衝突および強度に関する構造部材および走行装置部材の製造にも適してい
る。それというのも、１２０ＭＰａを超える耐力Ｒｐ０．２および１０％を超える破断伸
びが同時に、特に高いエネルギー吸収および成形性を確保するために達成されるべきであ
るからである。このアルミニウム合金は、ここで要求される強度特性同様に、鋳造状態に
て９％を超える破断伸びＡを達成する。
【００２７】
　また、更なる試験において、そのような合金の良好な耐食性および溶接性が明らかにな
った。
【００２８】
　本発明によるアルミニウム合金は、特に自動車の強度および衝突に関する部材の製造に
適している。
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