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(57)【要約】
【課題】強度の低下やバラツキを抑え、基地強度をより
向上させたアルミダイカスト製のステアリングコラムを
提供する。
【解決手段】自動車用ステアリングのイグニッションス
イッチ付きステアリングロックに使用されるアルミダイ
カスト製ステアリングコラムを、Ｃｕ、Ｓｉ、Ｍｇを必
須成分として特定量含有し、任意成分としてＺｎ、Ｆｅ
、Ｍｎ、Ｎｉ以下、Ｔｉ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ｓｒ、Ｃ
ａ、Ｎａを含み、残部がＡｌ及び不可避的不純物である
アルミダイカスト製とし、その鋳肌面の硬さをＨＲＢ５
７．５以上にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車用ステアリングのイグニッションスイッチ付きステアリングロックに使用される
アルミダイカスト製ステアリングコラムにおいて、
　材料組成が、質量％で、Ｃｕ：５．０％以下、Ｓｉ：６．５～１２．０％、Ｍｇ：０．
１～０．６％を必須成分とし、任意成分としてＺｎ：１．０％以下、Ｆｅ：１．３％以下
、Ｍｎ：０．６％以下、Ｎｉ：０．０５％以下、Ｔｉ：０．５％以下、Ｐｂ：０．２％以
下、Ｓｎ：０．２％以下、Ｃｒ：０．０５％以下、Ｓｒ：０．２％以下、Ｃａ：０．２％
以下、Ｎａ：０．２％以下を含み、残部がＡｌ及び不可避的不純物であり、かつ、鋳肌面
の硬さがＨＲＢ５７．５以上であることを特徴とするアルミダイカスト製ステアリングコ
ラム。
【請求項２】
　引張強度σＢが２８０ＭＰａ以上で、伸びが４．０％以上であることを特徴とする請求
項１記載のアルミダイカスト製ステアリングコラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用ステアリングのイグニッションスイッチ付きステアリングロックに
使用されるアルミダイカスト製ステアリングコラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の盗難防止のため、イグニッションスイッチのキーを抜いた場合にエンジンを停
止させるだけでなく、ステアリングホイールを回転不能とするステアリングロック装置が
使用されている。ステアリングロック装置の本体及び取付部であるステアリングコラムは
、堅ろうで容易に破壊できないものである必要があり、例えばＪＩＳ　Ｄ　５８１２では
ステアリングシャフトをロック状態にして２００Ｎｍのトルクをステアリングシャフトに
加えても機能に異常なきことと規定されている。
【０００３】
　一方で、ステアリングの構造が従来の油圧式からＥＰＳ式へと変化し、構成部品にかか
るトルクも厳しいものとなり、ステアリングコラムにも高強度化が求められている。ステ
アリングコラムは、軽量化のため例えばアルミニウム合金のような軽金属のダイカストで
作製される場合が多い（例えば、特許文献１参照）。ダイカスト法は様々な工法が知られ
ているが、ステアリングコラムに適用されている工法としては、金型をダイカストマシン
に取り付けて金型内にアルミニウム合金の溶湯を高圧で注入し、凝固させた後、金型から
取り出す普通ダイカスト法が汎用されている。また、巣対策として金型のキャビティー内
を真空引きして減圧する真空ダイカスト法が適用される場合もある。
【０００４】
　しかし、普通ダイカスト法や真空ダイカスト法では、鋳造欠陥を有しているため過大な
トルクが付加されると破断してしまう恐れがあり、いかにして強度を確保するかが重要と
なる。この鋳造欠陥には鋳巣、破断チル層、粗大α相などの様々な欠陥があり、普通ダイ
カスト法や真空ダイカスト法ではこれらの欠陥を完全に制御して強度バラツキがない製品
を得ることは困難であった。また、従来のＪＩＳ規定鋳造用アルミニウム合金では、真空
ダイカスト法などの特殊ダイカスト法を用いても製品強度の向上代が顕著に優れたもので
はなく、製品適用用途は軽荷重用途の構造部材などに限られていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２６５３５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、強度の低下やバラツキを抑え、
基地強度をより向上させたアルミダイカスト製のステアリングコラムを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明は、下記のアルミダイカスト製ステアリングコラムを
提供する。
（１）自動車用ステアリングのイグニッションスイッチ付きステアリングロックに使用さ
れるアルミダイカスト製ステアリングコラムにおいて、
　材料組成が、質量％で、Ｃｕ：５．０％以下、Ｓｉ：６．５～１２．０％、Ｍｇ：０．
１～０．６％を必須成分とし、任意成分としてＺｎ：１．０％以下、Ｆｅ：１．３％以下
、Ｍｎ：０．６％以下、Ｎｉ：０．０５％以下、Ｔｉ：０．５％以下、Ｐｂ：０．２％以
下、Ｓｎ：０．２％以下、Ｃｒ：０．０５％以下、Ｓｒ：０．２％以下、Ｃａ：０．２％
以下、Ｎａ：０．２％以下を含み、残部がＡｌ及び不可避的不純物であり、かつ、鋳肌面
の硬さがＨＲＢ５７．５以上であることを特徴とするアルミダイカスト製ステアリングコ
ラム。
（２）引張強度σＢが２８０ＭＰａ以上で、伸びが４．０％以上であることを特徴とする
上記（１）記載のアルミダイカスト製ステアリングコラム。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、Ｃｕ及びＳｉ、Ｍｇを必須成分とし、更にＴｉやＳｒ、Ｃａ、Ｎａ等
を任意成分として含有する鋳造用アルミニウム合金を用いることにより、強度の低下やバ
ラツキが抑えられ、基地強度がより向上されたアルミダイカスト製のステアリングコラム
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ステアリングコラムの一例を示す斜視図である。
【図２】試験片の形状及び各部の寸法を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明に関して図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、ステアリングコラムの一例を示す斜視図である。このステアリングコラム１は
中空の筒体であり、キー穴部２が形成されている。そして、内部にステアリングシャフト
（図示せず）が挿通されており、ステアリングコラム１のキー穴部２にキーを差込み、ス
テアリングシャフトをロックする。
【００１２】
　本発明では、ステアリングコラム１を、Ｃｕ、Ｓｉ及びＭｇを必須成分として含むアル
ミダイカスト製とする。以下にこれら必須成分について説明するがそれぞれの含有量は、
何れもアルミニウム合金全量に対する質量％である。
【００１３】
　Ｃｕは機械的強度を高めるのに有効な元素であるが、含有量が５．０％を超えると、粒
界にＣｕＡｌ２等の金属間化合物が多量に晶出したり、析出したりして破断伸び等を低下
させる。そのため、Ｃｕ含有量は５％以下とする。尚、下限には制限はないが、機械的強
度の向上を確保するためには０．１％以上必要である。好ましいＣｕ含有量は、３．５～
５．０%である。
【００１４】
　Ｓｉは、Ｃｕと同様に機械的強度を高めるとともに、硬さ及び流動性を高めるために添
加される。機械的強度、硬さ及び流動性を確保するためには、含有量を６．５％以上にす
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る必要がある。但し、１２．０％を超えると伸びが低下するようになるため、１２．０％
以下とする。好ましいＳｉ含有量は、６．５～８．０%である。
【００１５】
　Ｍｇは、引張強度や硬さを高めるのに有効な元素であるが、含有量が０．１％未満では
このような効果を発揮することができない。但し、含有量が０．６％を超えると、靭性が
低下するようになる。好ましいＭｇ含有量は、０．４～０．６％である。
【００１６】
　また、何れも任意ではあるが、表面硬さや引張強度、伸び等を更に向上して品質向上を
図るために、Ｚｎを１．０％以下（好ましくは０．３％以下）、Ｆｅを１．３％以下（好
ましくは０．５%以下）、Ｍｎを０．６％以下（好ましくは０．５％以下）、Ｎｉを０．
０５％以下（好ましくは０．０４％以下）、Ｔｉを０．５％以下（好ましくは、０．２～
０．５％）、Ｐｂを０．２％以下（好ましくは０．０５％以下）、Ｓｎを０．２％以下（
好ましくは０．０５%以下）、Ｃｒを０．０５％以下（好ましくは０．０４％以下）、Ｓ
ｒを０．２％以下（好ましくはＳｒ：０．０２～０．２%、）、Ｃａを０．２％以下（好
ましくはＣａ：０．０２～０．２%）、Ｎａを０．２％以下（好ましくは０．０２～０．
２%）添加することもできる。尚、これら任元素の含有量の下限は０％である。
【００１７】
　これら任意元素は、その目的に応じて添加されるものであり、例えば、Ｓｒ添加により
、板状Ｓｉが球状化して靭性や伸びを向上させることができる。また、Ｔｉ添加により、
結晶粒微細化が進み、ＣａやＮａ添加により板状Ｓｉの球状化が進む。これら任意成分は
、それぞれ単独でも、２種以上を混合して添加してもよい。
【００１８】
　尚、上記合金組成のアルミニウム合金として、ＪＩＳ　Ｈ５２０２のＡｌ－Ｓｉ－Ｍｇ
系アルミニウム合金であるＡＣ４ＣやＡＣ４ＣＨ、ＪＩＳ　Ｈ５３０２のＡｌ－Ｓｉ－Ｃ
ｕ系アルミニウム合金であるＡＤＣ１０やＡＤＣ１２、あるいはこれらにＣｕやＭｇ、更
には任意成分を所定量添加した材料を用いることもできる。
【００１９】
　上記のアルミニウム合金をダイカスト鋳造することにより、例えば図１に示す形状のス
テアリングコラムに鋳造される。ダイカスト法としては、スリーブ法の半凝固ダイカスト
鋳造法（以下、「スリーブ法」）を用いる。
【００２０】
　このスリーブ法では、一般的なダイカストマシンのキャビティにスリーブを連結した装
置を用い、型締めが完了した時点でスリーブの注湯口から上記のアルミニウム合金の溶湯
を注入し、プランジャによる射出を行う。そして、型開きを行い、鋳造品（ステアリング
コラム）を金型から取り出す。
【００２１】
　スリーブ法では他のダイカスト法に比べて細かい粒径の成形体を得ることができるが、
そのためには、より大きな過冷却度（大きな冷却速度）を達成すること、より多くの核を
生成させることが必要と考えられており、そのためには、注湯温度、スリーブ寸法、スリ
ーブ温度、スリーブ充填率及び冷却速度を最適化する必要があり、中でもスリーブ充填率
の影響が大きい。スリーブ充填率とは、スリーブの長手方向に垂直な断面での断面積（Ｓ
）と、注湯後における注湯の断面積（Ａ）との比率（Ａ／Ｓ×１００（％））である。こ
のスリーブ充填率が小さくなることにより、溶湯とスリーブとの接触面積が大きくなる。
そのため、スリーブ充填率を小さくするとともに、ショットタイムラグ（スリーブに注湯
してから射出するまでの時間）を長くすることにより、スリーブ内冷却速度を大きくして
、核生成を促進することができる。
【００２２】
　尚、スリーブ法について、国際公開第２０１３／０３９２４７号公報を参考することが
できる。
【００２３】
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　そして、このようなスリーブ法において、スリーブ充填率を小さくしたり、ショットタ
イムラグを長くしたり、更には注湯温度やスリーブ寸法、スリーブ温度などを調整するこ
とにより、得られるステアリングコラム１の鋳肌面の硬さを、ＨＲＢ５７．５以上にする
ことができる。この硬さがＨＲＢ５７．５未満では十分な機械的強度や耐久性、寸法安定
性が得られない。好ましくは、ＨＲＢ６２．０以上とする。
【００２４】
　更には、ステアリングコラム１の品質をより高めるために、引張強度σＢが２８０ＭＰ
ａ以上、好ましくは３１５ＭＰａ以上で、伸びが４．０％以上、好ましくは７．０％以上
とする。
【実施例】
【００２５】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に説明するが、本発明はこれにより何ら制
限されるものではない。
【００２６】
（実施例１～１６、比較例１～１６）
　ＪＩＳ　Ｈ５２０２のＡｌ－Ｓｉ－Ｍｇ系アルミニウム合金であるＡＣ４ＣまたはＡＣ
４ＣＨ、ＪＩＳ　Ｈ５３０２のＡｌ－Ｓｉ－Ｃｕ系アルミニウム合金であるＡＤＣ１０ま
たはＡＤＣ１２、あるいはこれらにＣｕやＭｇ、更にはＳｒやＴｉ等の任意成分を所定量
添加して、表１に示す実施例及び比較例の各アルミニウム合金を用意した。
【００２７】
　そして、アルミニウム合金を用い、実施例並びに比較例２～４、比較例６～８、比較例
１０～１２、比較例１４～１６ではスリーブ法により、鋳造条件を表記のように変えて図
１に示すステアリングコラムをダイカスト鋳造した。また、比較例１、５、８，１３では
普通ダイキャスト法により同形状のステアリングコラムを得た。そして、ステアリングコ
ラムキーロック周辺部から図２に示す形状及び各部の寸法の試験片を切り出し、下記の条
件にて試験を行い、試験後の試験片つかみ部のロックウェル硬さＨＲＢを測定した。この
ときの測定面は鋳肌面とした。結果を表１に示す。
（試験条件）
　試験機：インストロン引張圧縮試験機
　引張速度：０．５ｍｍ／ｍｉｎ
　ビデオ伸び計による試験片伸び測定
【００２８】
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【表１】

【００２９】
　実施例に示すように、本発明に従う合金組成で、スリーブ法で鋳造した試験片は、何れ
も鋳肌面の硬さがＨＲＢ５７．５以上であり、更には引張強度が２８０ＭＰａ以上、伸び
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【００３０】
　また、実施例１、５、９、１３と、比較例１、５、９、１３との比較から、同一材料を
用いても、スリーブ法にて鋳造することにより、普通ダイカスト法にて鋳造した場合に比
べて、硬さ・引張強度・伸びにより優れるようになることがわかる。
【００３１】
　実施例２、６、１０、１４のようにＣｕ及びＳｒを添加すると、実施例１、５、９、１
３よりも硬さ・引張強度・伸びが優れるようになる。これは、Ｃｕ添加による硬さ及び基
地強度の向上と、Ｓｒ添加による板状Ｓｉの球状化により靭性・伸びが向上したためであ
る。
【００３２】
　実施例３、７、１１、１５のように、実施例２、６、１０、１４の材料にＭｇを添加す
ることにより、更に硬さ・強度・伸びが向上する。これは、Ｍｇ添加により、強度が向上
する一方で、伸びの向上が阻害されるが、Ｓｒ添加により伸びが向上するため、Ｍｇ添加
による懸念は払拭される。
【００３３】
　実施例４、８、１２、１６のように、実施例３、７、１１、１５の材料にＴｉ、Ｃａ、
Ｎａを添加することにより、硬さ・引張強度・伸びの向上代は最も大きくなる。これは、
Ｔｉ添加による結晶粒微細化、ＣａやＮａ添加による板状Ｓｉの球状化が進むためである
。
【００３４】
　これに対し、比較例２～４、６～８、１０～１２、１４～１６では、材料成分が本発明
範囲外であり、スリーブ法を適用しても硬さ・引張強度・伸びの向上は少ない。
【符号の説明】
【００３５】
１　ステアリングコラム
２　キー穴部２
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