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(57)【要約】
【課題】良好な耐食性を維持しつつ、引張強度に優れた
自動車用アルミニウム合金鍛造材およびその製造方法を
提供する。
【解決手段】Ｓｉ：０．７～１．５質量％、Ｆｅ：０．
１～０．５質量％、Ｍｇ：０．６～１．２質量％、Ｔｉ
：０．０１～０．１質量％およびＭｎ：０．３～１．０
質量％を含有し、さらにＣｒ：０．１～０．４質量％お
よびＺｒ：０．０１～０．２質量％から選択される少な
くともいずれか一つを含有し、Ｃｕ：０．１質量％以下
およびＺｎ：０．０５質量％以下に規制し、水素量：０
．２５ｍｌ／１００ｇＡｌ以下であり、残部がＡｌおよ
び不可避的不純物よりなるアルミニウム合金から構成さ
れるアルミニウム合金鍛造材であって、表面からの再結
晶深さが５ｍｍ以下であることを特徴とする自動車用ア
ルミニウム合金鍛造材およびその製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｓｉ：０．７～１．５質量％、
　Ｆｅ：０．１～０．５質量％、
　Ｍｇ：０．６～１．２質量％、
　Ｔｉ：０．０１～０．１質量％および
　Ｍｎ：０．３～１．０質量％を含有し、さらに
　Ｃｒ：０．１～０．４質量％およびＺｒ：０．０１～０．２質量％から選択される少な
くともいずれか一つを含有し、
　Ｃｕ：０．１質量％以下および
　Ｚｎ：０．０５質量％以下に規制し、
　水素量：０．２５ｍｌ／１００ｇＡｌ以下であり、
　残部がＡｌおよび不可避的不純物よりなるアルミニウム合金から構成されるアルミニウ
ム合金鍛造材であって、
　表面からの再結晶深さが５ｍｍ以下であることを特徴とする自動車用アルミニウム合金
鍛造材。
【請求項２】
　Ｓｉ：１．０～１．３質量％、
　Ｆｅ：０．２～０．４質量％、
　Ｍｇ：０．７～１．１質量％、
　Ｔｉ：０．０１～０．０８質量％および
　Ｍｎ：０．５～０．９質量％を含有し、さらに
　Ｃｒ：０．１～０．３質量％およびＺｒ：０．０５～０．２質量％から選択される少な
くともいずれか一つを含有し、
　Ｃｕ：０．１質量％以下および
　Ｚｎ：０．０５質量％以下に規制し、
　水素量：０．２５ｍｌ／１００ｇＡｌ以下であり、
　残部がＡｌおよび不可避的不純物よりなるアルミニウム合金から構成されるアルミニウ
ム合金鍛造材であって、
　表面からの再結晶深さが５ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の自動車用
アルミニウム合金鍛造材。
【請求項３】
　表面からの再結晶深さが１ｍｍ未満であることを特徴とする請求項１または請求項２に
記載の自動車用アルミニウム合金鍛造材。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の自動車用アルミニウム合金鍛造材の製造方法であ
って、
　加熱温度７００～７８０℃かつ鋳造速度２００～４００ｍｍ／分で前記アルミニウム合
金の鋳塊を鋳造する鋳造工程と、
　前記鋳塊を０．５℃／分以上１０℃／分未満の速度で昇温し、４８０～５６０℃で２～
１２時間均質化熱処理し、３００℃以下まで１．０℃／分以上で冷却する均質化熱処理工
程と、
　前記均質化熱処理した鋳塊を５００～５６０℃で０．７５～６時間加熱する加熱工程と
、
　前記鋳塊を鍛造開始温度４５０～５６０℃、鍛造終了温度３６０℃以上で鍛造して所定
の形状の鍛造材を得る鍛造工程と、
　前記鍛造材を５００～５６０℃で０を超え２４時間以内で溶体化処理する溶体化処理工
程と、
　前記溶体化処理した鍛造材を７５℃以下で焼入れする焼入工程と、
　前記焼入れした鍛造材を１４０～２００℃で１～２４時間人工時効処理する人工時効処
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理工程、
　を含むことを特徴とする自動車用アルミニウム合金鍛造材の製造方法。
【請求項５】
　前記加熱工程の後に、前記鋳塊をプリフォーム形成するプリフォーム工程を行い、その
後鍛造工程を行うことを特徴とする請求項４に記載の自動車用アルミニウム合金鍛造材の
製造方法。
【請求項６】
　前記均質化熱処理工程の後に、前記鋳塊を押出加工する押出加工工程を行い、その後加
熱工程を行うことを特徴とする請求項４または請求項５に記載の自動車用アルミニウム合
金鍛造材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用足回り部材や構造部材等に好適に用いられるアルミニウム合金鍛造
材およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両、船舶、航空機、自動二輪あるいは自動車などの輸送用車両の構造材には、
ＪＩＳ規格またはＡＡ規格に規定される６０００系（Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系）などのアルミ
ニウム合金（以下略して「Ａｌ合金」と表記することがある。）が使用されてきた。この
６０００系アルミニウム合金は、比較的耐食性にも優れており、またスクラップを６００
０系アルミニウム合金溶解原料として再利用できるリサイクル性の点からも優れている。
【０００３】
　また、輸送用車両の構造材には、製造コストの低減や、複雑形状部品への加工の点から
、アルミニウム合金鋳造材やアルミニウム合金鍛造材が用いられている。この内、高強度
で高靱性などの機械的性質が要求される強度部材、例えば、アッパーアーム、ロアーアー
ムなどの自動車用足回り部材には、アルミニウム合金鍛造材が主として用いられている。
【０００４】
　これらアルミニウム合金鍛造材は、アルミニウム合金鋳造材を均質化熱処理後、メカニ
カル鍛造、油圧鍛造などの熱間鍛造を行い、その後溶体化処理、焼入れ処理や人工時効処
理（以下、単に時効処理とも言う）などの調質処理が施されて製造される。なお、アルミ
ニウム合金を鍛造するためには、鋳造材を均質化熱処理後、押出加工した押出材が用いら
れることもある。
【０００５】
　近年、これら輸送用車両の強度部材においては、低燃費、低ＣＯ２排出の要求の高まり
から、更なる軽量化（薄肉化）の必要性が生じてきている。従来これらの用途には、６０
６１や６１５１などの６０００系アルミニウム合金鍛造材が使用されてきていたが、強度
や靱性の点で性能的に不十分である。
【０００６】
　このような問題を解決するために、本発明者らは先に、特許文献１に記載されているよ
うに、Ｍｇ：０．６～１．８％(質量％、以下同じ)、Ｓｉ：０．６～１．８％を含み、更
に、Ｃｒ：０．１～０．２％およびＺｒ：０．１～０．２％の一種または二種を含むとと
もに、Ｃｕ：０．２５％以下、Ｍｎ：０．０５％以下、Ｆｅ：０．３０％以下、水素：０
．２５ｃｃ／１００ｇＡｌ以下、に各々規制し、残部Ａｌおよび不可避的不純物からなり
、アルミニウム合金組織の粒界上に存在するＭｇ２ＳｉやＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃ
ｒ、Ｚｒ）系晶析出物の平均粒径を１．２μｍ以下とするとともに、これら晶析出物同士
の平均間隔を３．０μｍ以上とすることを特徴とする耐食性に優れた高強度高靱性アルミ
ニウム合金鍛造材、を提案した。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１０７１６８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、特許文献１に記載されたアルミニウム合金鍛造材は、耐食性は良好であ
るが、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒに代表される遷移元素が少ないため、再結晶による結晶粒の粗大
化が生じやすく、引張強度のばらつきが非常に大きなものとなることが判明した。特に、
自動車の足回り部品用として考えたときには、信頼性の高い引張強度が要求されるため、
引張強度のばらつきが大きいと設計に使用する引張強度が低下し、こうした用途への展開
が困難となり、問題となっていた。
【０００９】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、その課題は、良好な耐食性を維
持しつつ、引張強度に優れた自動車用アルミニウム合金鍛造材およびその製造方法を提供
しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そこで、本発明者らは、上記引張強度のばらつきの原因について検討を進めていった。
その結果、アルミニウム合金鍛造材の引張試験を行ったときに、破断する際の亀裂の起点
は基本的には表面付近から入り、部材の厚さとは直接関係がないこと、鍛造材表面付近の
再結晶組織は強度が低いため亀裂が発生しやすいこと、亀裂の発生のしやすさには表面付
近の再結晶組織の深さが関係していることを見出した。そして、アルミニウム合金鍛造材
の表面からの再結晶組織の深さを特定の数値以下にすることにより、引張強度のばらつき
が大幅に減少し、引張強度の向上につながることを見出した。
【００１１】
　さらに、こうしたアルミニウム合金鍛造材の表面からの再結晶組織の深さを特定の数値
以下にするために、アルミニウム合金を構成する元素の組成および製造条件について検討
を進めた結果、特定の合金組成であって、特定の製造条件で製造することによって再現性
よく引張強度の向上が図れることを見出すに至り、本発明に到達したものである。
【００１２】
　前記課題を解決するために、本発明の自動車用アルミニウム合金鍛造材は、Ｓｉ：０．
７～１．５質量％、Ｆｅ：０．１～０．５質量％、Ｍｇ：０．６～１．２質量％、Ｔｉ：
０．０１～０．１質量％およびＭｎ：０．３～１．０質量％を含有し、さらにＣｒ：０．
１～０．４質量％およびＺｒ：０．０１～０．２質量％から選択される少なくともいずれ
か一つを含有し、Ｃｕ：０．１質量％以下およびＺｎ：０．０５質量％以下に規制し、水
素量：０．２５ｍｌ／１００ｇＡｌ以下であり、残部がＡｌおよび不可避的不純物よりな
るアルミニウム合金から構成されるアルミニウム合金鍛造材であって、表面からの再結晶
深さが５ｍｍ以下であることを特徴としている。
【００１３】
　さらに、前記自動車用アルミニウム合金鍛造材は、Ｓｉ：１．０～１．３質量％、Ｆｅ
：０．２～０．４質量％、Ｍｇ：０．７～１．１質量％、Ｔｉ：０．０１～０．０８質量
％およびＭｎ：０．５～０．９質量％を含有し、さらにＣｒ：０．１～０．３質量％およ
びＺｒ：０．０５～０．２質量％から選択される少なくともいずれか一つを含有し、Ｃｕ
：０．１質量％以下およびＺｎ：０．０５質量％以下に規制し、水素量：０．２５ｍｌ／
１００ｇＡｌ以下であり、残部がＡｌおよび不可避的不純物よりなるアルミニウム合金か
ら構成されるアルミニウム合金鍛造材であって、表面からの再結晶深さが５ｍｍ以下であ
ることが好ましい。
【００１４】
　前記構成によれば、Ｓｉ、Ｍｇを所定量、特にＳｉを比較的多量に含有させることによ
りＭｇ２Ｓｉの析出量を増加させたこと、および遷移元素、特にＭｎを比較的多量に含有
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させたことにより、鍛造材の結晶組織が微細化され、再結晶組織の深さを少なくして、引
張強度を向上させている。
【００１５】
　またＣｕの含有量を特定の数値以下に規制すること、および遷移元素を積極的に含有さ
せて鍛造材の結晶組織を微細化させることにより、粒界腐食感受性が鈍くなり、耐食性能
の保持が可能となっている。さらにＦｅの含有量を比較的少量とし、水素量を所定量以下
とすることにより靱性、疲労特性の低下を抑えている。
【００１６】
　このような組成を有するアルミニウム合金を使用したアルミニウム合金鍛造材であって
、表面からの再結晶深さを５ｍｍ以下に制御することにより、良好な耐食性を維持しつつ
、鍛造材としての引張強度の向上を図ることが可能となる。さらに、表面からの再結晶深
さを１ｍｍ未満に制御することにより、良好な耐食性を維持しつつ、鍛造材としての引張
強度のより一層の向上を図ることが可能となる。
【００１７】
　また、本発明の自動車用アルミニウム合金鍛造材の製造方法は、加熱温度７００～７８
０℃かつ鋳造速度２００～４００ｍｍ／分で前記アルミニウム合金の鋳塊を鋳造する鋳造
工程と、前記鋳塊を０．５℃／分以上１０℃／分未満の速度で昇温し、４８０～５６０℃
で２～１２時間均質化熱処理し、３００℃以下まで１．０℃／分以上で冷却する均質化熱
処理工程と、前記均質化熱処理した鋳塊を５００～５６０℃で０．７５～６時間加熱する
加熱工程と、前記加熱した鋳塊を鍛造開始温度４５０～５６０℃、鍛造終了温度３６０℃
以上で鍛造して所定の形状の鍛造材を得る鍛造工程と、前記鍛造材を５００～５６０℃で
０を超え２４時間以内で溶体化処理する溶体化処理工程と、前記溶体化処理した鍛造材を
７５℃以下で焼入れする焼入工程と、前記焼入れした鍛造材を１４０～２００℃で１～２
４時間人工時効処理する人工時効処理工程、を含むものである。
【００１８】
　さらに、本発明の自動車用アルミニウム合金鍛造材の製造方法としては、加熱工程の後
に、鋳塊をプリフォーム形成するプリフォーム工程を行い、その後鍛造工程を行うことが
可能である。また、均質化熱処理工程の後に、鋳塊を押出加工する押出加工工程を行い、
その後加熱工程を行うことも可能である。
【００１９】
　特に、前記手順において、均質化熱処理後に５００～５６０℃で０．７５～６時間加熱
する加熱工程を設けること、均質化熱処理工程の熱処理温度や冷却速度を所定の範囲に制
御すること、鍛造工程の開始温度・終了温度を所定の範囲に制御すること、溶体化処理工
程の温度と時間として所定の条件を採用すること、等の複数の工程における条件を厳密に
制御することにより、最終製品であるアルミニウム合金鍛造材の表面からの再結晶深さを
５ｍｍ以下に制御することを可能とするものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の自動車用アルミニウム合金鍛造材は、引張強度のばらつきが少なく、耐応力腐
食割れ性、引張強度、０．２％耐力および伸びに優れたものである。また本発明の製造方
法によれば、耐食性を維持しつつ、引張強度に優れた自動車用アルミニウム合金鍛造材を
製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の自動車用アルミニウム合金鍛造材の製造方法の工程を示すフローチャー
トである。
【図２】実施例・比較例記載の自動車用アルミニウム合金鍛造材試料の製造工程を示す模
式図である。
【図３】実施例・比較例記載の評価用試験片の採取位置および再結晶深さの測定位置を示
す図である。
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【図４】実施例・比較例記載の耐応力腐食割れ性評価用試験片（ＳＣＣ試験用Ｃリング）
の寸法を示す図である。（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図であり、（ｂ）は（ａ）の矢印
の方向から見た図である。
【図５】（ａ）Ｌ型および（ｂ）Ｉ型の自動車足回り部材形状のアルミニウム合金鍛造材
における再結晶深さの測定位置を示す図である。
【図６】アルミニウム合金鍛造材断面のマクロ組織観察による再結晶部位を示す図である
。
【図７】図５（ａ）の自動車足回り部材形状のアルミニウム合金鍛造材の切断面において
マクロ組織観察による再結晶部位を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の自動車用アルミニウム合金鍛造材およびその製造方法について詳細に説
明する。まず、本発明のアルミニウム合金について説明する。
【００２３】
　本発明のアルミニウム合金は、Ｓｉ：０．７～１．５質量％、Ｆｅ：０．１～０．５質
量％、Ｍｇ：０．６～１．２質量％、Ｔｉ：０．０１～０．１質量％およびＭｎ：０．３
～１．０質量％を含有し、さらにＣｒ：０．１～０．４質量％およびＺｒ：０．０１～０
．２質量％から選択される少なくともいずれか一つを含有し、Ｃｕ：０．１質量％以下お
よびＺｎ：０．０５質量％以下に規制し、水素量：０．２５ｍｌ／１００ｇＡｌ以下であ
り、残部がＡｌおよび不可避的不純物よりなるアルミニウム合金である。
　本発明のアルミニウム合金を構成する各元素の含有量について、以下に説明する。
【００２４】
（Ｓｉ：０．７～１．５質量％）
　Ｓｉは、人工時効処理によりＭｇとともに、Ｍｇ２Ｓｉ（β’相）として析出して、最
終製品であるアルミニウム合金鍛造材の使用時に高強度（耐力）を付与するために必須の
元素である。Ｓｉの含有量が０．７質量％未満では人工時効で十分な強度が得られない。
一方、Ｓｉの含有量が１．５質量％を超えると、鋳造時および溶体化処理後の焼き入れ途
中で、粗大な単体Ｓｉ粒子が晶出および析出して、耐食性と靱性を低下させる。また、Ｓ
ｉが過剰になると、粒界上に存在するＭｇ２ＳｉやＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚ
ｒ）系晶析出物の平均粒径が小さくならず、これら晶析出物同士の平均間隔を大きくする
ことができない。
【００２５】
　その結果、後述するＭｇの場合と同様に、アルミニウム合金鍛造材の耐食性と靱性を低
下させる。更にアルミニウム合金鍛造材の伸びが低くなるなど、加工性も阻害する。目安
としては、Ｍｇ２ＳｉやＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃｒ）系晶析出物の平均粒径は１．
２μｍ以下、晶析出物同士の平均間隔は３．０μｍ以上とすることが望ましい。ここで、
Ａｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃｒ）系晶析出物の平均粒径と平均間隔に関する知見は、本
出願人の出願に係る特開２００１―１０７１６８号公報に記載されている。Ｓｉの含有量
は、好ましくは０．９～１．４質量％の範囲であり、さらに好ましくは１．０～１．３質
量％の範囲である。
【００２６】
（Ｆｅ：０．１～０．５質量％）
　Ｆｅは、Ａｌ７Ｃｕ２Ｆｅ、Ａｌ１２（Ｆｅ，Ｍｎ）３Ｃｕ２、（Ｆｅ，Ｍｎ）Ａｌ６

など、Ａｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃｒ）系の晶析出物を生成させる。これらの晶析出物
は、前記した通り、破壊靱性および疲労特性などを劣化させる。特に、Ｆｅの含有量が０
．５質量％、より厳密には０．３質量％を超えると、Ａｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃｒ）
系晶析出物の合計の面積率を、単位面積当たり１．５％以下、好ましくは１．０％以下と
することが困難となり、輸送用車両の構造材などに要求される、より高強度で高靱性を有
するアルミニウム合金鍛造材を得ることができない。ここで、Ａｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ
、Ｃｒ）系晶析出物の面積率に関する知見は、本出願人の出願に係る特開２００８－１６
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３４４５号公報に記載されている。Ｆｅの含有量は、好ましくは０．２～０．４質量％の
範囲であり、さらに好ましくは０．２～０．３質量％の範囲である。
【００２７】
（Ｍｇ：０．６～１．２質量％）
　Ｍｇは、人工時効処理によりＳｉとともに、Ｍｇ２Ｓｉ（β’相）として析出して、最
終製品であるアルミニウム合金鍛造材の使用時に高強度（耐力）を付与するために必須の
元素である。Ｍｇの含有量が０．６質量％未満では時効硬化量が低下する。一方、Ｍｇの
含有量が１．２質量％を超えると、強度（耐力）が高くなりすぎ、鋳塊の鍛造性を阻害す
る。また、溶体化処理後の焼き入れ途中に多量のＭｇ２Ｓｉが析出しやすくなり、粒界上
に存在するＭｇ２ＳｉやＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃｒ）系晶析出物の平均粒径が小さ
くならず、これら晶析出物同士の平均間隔を大きくすることができない。目安としては、
Ｍｇ２ＳｉやＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃｒ）系晶析出物の平均粒径は１．２μｍ以下
、晶析出物同士の平均間隔は３．０μｍ以上とすることが望ましい。Ｍｇの含有量は、好
ましくは０．７～１．１質量％の範囲であり、さらに好ましくは０．８～１．０質量％の
範囲である。
【００２８】
（Ｔｉ：０．０１～０．１質量％）
　Ｔｉは、鋳塊の結晶粒を微細化し、押出、圧延、鍛造時の加工性を向上させるために添
加する元素である。しかし、Ｔｉの０．０１質量％未満の含有では、結晶粒の微細化が不
十分なため、加工性向上の効果が得られず、一方、Ｔｉが０．１質量％を超えて含有され
ると、粗大な晶析出物を形成し、前記加工性を低下させ易い。Ｔｉの含有量は、好ましく
は０．０１～０．０８質量％の範囲であり、さらに好ましくは０．０２～０．０５質量％
の範囲である。
【００２９】
（Ｍｎ：０．３～１．０質量％）
（Ｃｒ：０．１～０．４質量％およびＺｒ：０．０１～０．２質量％から選択される少な
くともいずれか一つ）
　これらの元素は均質化熱処理時およびその後の熱間鍛造時に、Ａｌ６ＭｎやＡｌ１２Ｍ
ｇ２Ｃｒ、Ａｌ－Ｃｒ系、Ａｌ－Ｚｒ系などの金属間化合物の分散粒子（分散相）を生成
する。これらの分散粒子は、再結晶後の粒界移動を妨げる効果があるため、微細な結晶粒
や亜結晶粒を得ることができる。そのため、これらの元素のうち、Ｍｎの含有量は０．３
～１．０質量％であることが必要である。ＣｒとＺｒの含有量については、Ｃｒは０．１
～０．４質量％、Ｚｒは０．０１～０．２質量％のうちの少なくともいずれか一方を満足
することが必要である。
　但し、ＣｒまたはＺｒあるいはＣｒとＺｒを含む、いずれの場合であっても、Ｃｒは０
．４質量％、Ｚｒは０．２質量％のそれぞれの上限を超えないことが必要である。
【００３０】
　これらの元素は、その含有量が少なすぎるとこれらの効果が期待できず、一方、含有量
が過剰であると、溶解、鋳造時に粗大なＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃｒ）系の金属間化
合物や晶析出物を生成しやすく、破壊の起点となり、靱性や疲労特性を低下させる原因と
なる。その場合には、Ａｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃｒ）系晶析出物の合計の面積率を、
単位面積当たり１．５％以下、好ましくは１．０％以下とすることができず、高靱性や高
疲労特性を得ることができない。
【００３１】
　Ｍｎの含有量は、好ましくは０．５～０．９質量％の範囲であり、さらに好ましくは０
．６～０．８質量％の範囲である。
Ｃｒの含有量は、好ましくは０．１～０．３質量％の範囲であり、さらに好ましくは０．
２～０．３質量％の範囲である。
Ｚｒの含有量は、好ましくは０．０５～０．２質量％の範囲であり、さらに好ましくは０
．１～０．２質量％の範囲である。
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【００３２】
（Ｃｕ：０．１質量％以下）
　Ｃｕは、アルミニウム合金鍛造材の組織の応力腐食割れや粒界腐食の感受性を著しく高
め、アルミニウム合金鍛造材の耐食性や耐久性を低下させる。この観点から本発明では、
Ｃｕの含有量をできるだけ少なく規制する。しかし、操業上０．１質量％程度の混入は避
けられず、影響が軽微であることから、Ｃｕの含有量は０．１質量％以下に規制する。
【００３３】
（Ｚｎ：０．０５質量％以下）
　Ｚｎが存在することにより、人工時効処理時において、ＭｇＺｎ２を微細かつ高密度に
析出させることができれば高い引張強度を実現することができる。しかし、Ｚｎは製品の
腐食電位を大きく低下させるため、耐食性が悪くなってしまう。またＭｇと化合して析出
することからＭｇ２Ｓｉ析出量を低下させ、結果として引張強度を低下させる。そのため
、Ｚｎの含有量は、０．０５質量％以下に規制することが必要である。
【００３４】
（水素：０．２５ｍｌ／１００ｇＡｌ以下）
　水素（Ｈ２）は、特に、アルミニウム合金鍛造材の加工度が小さくなる場合、水素に起
因する気泡等の鍛造欠陥を生じさせやすく、破壊の起点となるため、靱性や疲労特性を低
下させやすい。特に、高強度化した輸送用車両の構造材などにおいては、水素の影響が大
きい。従って、水素の含有量は０．２５ｍｌ／１００ｇＡｌ以下にすることが必要である
。
【００３５】
（不可避的不純物）
　不可避的不純物としては、Ｃ、Ｎｉ、Ｎａ、Ｃａ、Ｖ等の元素が想定し得るが、いずれ
も本発明の特徴を阻害しないレベルで含有することは許容される。具体的には、これら不
可避的不純物の元素は、個々の元素毎の含有量がそれぞれ０．３質量％以下であり、合計
の含有量が１．０質量％以下であることが必要である。
【００３６】
（再結晶深さ）
　本発明のアルミニウム合金鍛造材の表面からの再結晶深さは５ｍｍ以下である。
ここで言う再結晶とは、結晶粒成長を伴う現象であり鍛造後の結晶粒より大きくなること
である。図６は、一例として、アルミニウム合金鍛造材断面のマクロ組織観察による再結
晶部位を示したものである。図６のマクロ組織観察において、白く見えるところを再結晶
部位とする。
【００３７】
　本発明における再結晶深さは、アルミニウム合金鍛造材の引張強度に関係する。金型と
の摩擦と冷却のために、アルミニウム合金鍛造材の表面部は内部よりも再結晶しやすくな
る。再結晶組織となった部位は未再結晶組織と比較して引張強度が低くなる傾向がある。
そのため、引張による破壊の起点となる亀裂は再結晶組織において発生し易い。表面から
の再結晶組織の深さが大きくなると、亀裂が進展しやすくなり、引張強度のばらつきが大
きくなり、結果として設計時の引張強度の大幅な低下につながる。この観点から、アルミ
ニウム合金鍛造材において優れた引張強度を実現するためには、アルミニウム合金鍛造材
の表面からの再結晶深さを５ｍｍ以下に抑えることが必要となる。再結晶深さは、３ｍｍ
以下が好ましく、１ｍｍ未満がより好ましい。
【００３８】
　アルミニウム合金鍛造材の表面からの再結晶深さを５ｍｍ以下に制御するためには、ア
ルミニウム合金の組成においては、特に、Ｓｉ、Ｆｅ、Ｍｎの含有量を所定の範囲に管理
することが必要である。また、後述するアルミニウム合金鍛造材の製造方法においては、
均質化熱処理後に５００～５６０℃で０．７５時間以上加熱する加熱工程を設けること、
均質化熱処理工程の熱処理温度や冷却速度を所定の範囲に制御すること、鍛造工程の開始
温度・終了温度を所定の範囲に制御すること、溶体化処理工程の温度と時間として所定の
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条件を採用すること、等の複数の工程における条件を厳密に制御することが必要である。
【００３９】
　ここで、再結晶深さは、以下の方法で測定することができる。アルミニウム合金鍛造材
のパーティングライン（ＰＬ）を垂直に跨ぐ断面であって、断面積が最小となる、あるい
は極力小さくなる位置で切断する。ここで、パーティングラインとは、鍛造加工時に鋳塊
を上型と下型とで挟む際に生じる鍛造材表面の境界線を意味する（図２参照）。その切断
面をペーパー研磨した後、塩化第II銅水溶液でエッチングする。その後硝酸に付けて水洗
いしエアーブロー乾燥した後、切断部の断面のマクロ組織観察を行う。切断部の断面にお
いて、再結晶部位の表面からの距離を測定して、最大となる位置における距離をもって、
再結晶深さ（ｍｍ）とする。
【００４０】
　次に、本発明の自動車用アルミニウム合金鍛造材の製造方法について説明する。図１は
、本発明のアルミニウム合金鍛造材の製造方法の工程Ｓを示すフローチャートである。
【００４１】
　図１に示すように、本発明の製造方法Ｓは、鋳造工程Ｓ１、均質化熱処理工程Ｓ２、加
熱工程Ｓ４、鍛造工程Ｓ６、溶体化処理工程Ｓ７、焼入工程Ｓ８および人工時効処理工程
Ｓ９を含むものである。さらに、均質化熱処理工程Ｓ２の後に、鋳塊を押出加工する押出
加工工程Ｓ３を行い、その後加熱工程Ｓ４を行ってもよい。また、加熱工程Ｓ４の後に、
鋳塊をプリフォーム形成するプリフォーム工程Ｓ５を行い、その後鍛造工程Ｓ６を行って
もよい。本発明の優れた引張強度と耐食性を有した自動車用アルミニウム合金鍛造材を得
るためには、前述のアルミニウム合金の組成だけでなく、製造方法についても所定の条件
を採用することが必要となる。
【００４２】
　本発明の自動車用アルミニウム合金鍛造材の製造方法では、以下に特に記載した以外の
工程や条件については、常法により製造することが可能である。以下に、各工程の条件に
ついて説明する。
【００４３】
（鋳造工程）
　鋳造工程Ｓ１は、前記アルミニウム合金の化学成分組成に溶解調整された溶湯を鋳造し
て鋳塊とする工程である。そして、連続鋳造法（例えば、ホットトップ鋳造法）や半連続
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。なお、鋳塊の形状
は、丸棒などのインゴットやスラブ形状などがあり、特に制限されるものではない。
【００４４】
　鋳造工程Ｓ１においては、加熱温度は７００～７８０℃とすることが必要である。加熱
温度が７００℃未満であると、凝固温度より低下しやすくなり、タンディッシュ内で溶湯
が凝固しやすくなり、更に、鋳造ノズル詰まりになり、鋳造不可能になる。加熱温度が７
８０℃を超えると、凝固しづらくなり、連続鋳造時に、凝固シェルが破れるいわゆるブリ
ードが発生し、これも連続鋳造が不可能となる。
【００４５】
　さらに、鋳造速度は、２００～４００ｍｍ／分とすることが必要である。２００ｍｍ／
分未満であると、タンディッシュ内で溶湯が凝固しやすくなり、更に、鋳造ノズル詰まり
になり、鋳造不可能になる。また凝固組織に粗大な晶出物ができ、引張強度、ばらつきに
悪影響を及ぼす。４００ｍｍ／分を超えると、凝固シェルが破れるいわゆるブリードが発
生しやすくなり、これも連続鋳造が不可能となる。
【００４６】
　また、鋳塊の結晶粒を微細化し、かつ、粒界上に存在するＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、
Ｃｒ）系晶析出物の平均粒径を小さくし、晶析出物同士の平均間隔を大きくするためには
、溶湯を、１０℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で冷却して鋳塊とすることが望ましい。冷却速
度が遅いと、粒界上に存在するＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃｒ）系晶析出物の平均粒径
を小さくすることができず、晶析出物同士の平均間隔を大きくすることができない。
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【００４７】
（均質化熱処理工程）
　均質化熱処理工程Ｓ２は、前記鋳塊に所定の均質化熱処理を施す工程である。前記鋳塊
を０．５℃／分以上１０℃／分未満の速度で昇温し、４８０～５６０℃で２～１２時間均
質化熱処理し、３００℃以下まで１．０℃／分以上で冷却することが必要である。ここで
、本発明の均質化熱処理工程における昇温速度および冷却速度の数値は、平均値としての
数値を示している。
　昇温速度は、鋳塊の温度が室温から所定の均質化熱処理温度に到達するまでの平均昇温
速度で表わされ、０．５℃／分以上１０℃／分未満であることが必要である。昇温速度が
０．５℃／分未満であると、粗大なＭｇ－Ｓｉ系析出物が生成されやすくなり、分散粒子
が粗大なＭｇ－Ｓｉ系析出物の周りに生成されることで不均質になり、再結晶を生じやす
くなる。昇温速度が１０℃／分以上であると、粗大な分散粒子が形成されやすくなり、再
結晶を生じやすくなる。
【００４８】
　均質化熱処理は５～５００ｎｍ程度のサイズである分散粒子を高密度に析出させること
を目的としている。分散粒子を高密度に析出させることで粒界移動の抑制が高くなり、再
結晶を抑制することができる。このとき、最も効果的な温度は４８０～５６０℃であり、
十分な析出をさせるには２時間以上行う必要がある。熱処理温度が４８０～５６０℃の範
囲から外れると、再結晶抑制に効果のある分散粒子が少なかったり粗大になりすぎて抑制
効果が弱くなったりする。熱処理時間が２時間未満であると、分散粒子が十分に生成させ
ることができない。また、熱処理時間は、生産性の点から１２時間以下であることが望ま
しい。
【００４９】
　均質化熱処理後の冷却速度は、鋳塊の温度が均質化熱処理温度から３００℃以下に到達
するまでの平均冷却速度で表わされ、１．０℃／分以上で冷却することが必要である。冷
却速度が１．０℃／分未満であると、冷却途中で粗大なＭｇ２Ｓｉ等の析出物が出るため
、分散粒子の効果が小さくなってしまう。さらに、後の加工性が低下するなどの影響が出
る。
　均質化熱処理には、空気炉、誘導加熱炉、硝石炉などが適宜用いられる。
【００５０】
（押出加工工程）
　本発明では、均質化熱処理工程Ｓ２の後に、鋳塊を押出加工する押出加工工程Ｓ３を行
い、その後加熱工程Ｓ４を行うことができる。押出加工工程Ｓ３を入れると、繊維状組織
となることで引張強度と靱性をより向上させる点で好ましい。
【００５１】
　本発明では、押出加工工程Ｓ３を行わないときに、鋳造工程Ｓ１の後または均質化熱処
理工程Ｓ２の後に、ピーリングを行ってもよい。鋳造後に、鋳造品の表面に偏析相が生成
することがある。この偏析相には鋳造品の内部よりも添加元素が多量に存在しており、鋳
造品内部よりも硬くて脆い。そのため、この表面の偏析相を除去するために、鍛造工程Ｓ
６で塑性加工を行う前にピーリングを行うことができる。
【００５２】
（加熱工程）
　加熱工程Ｓ４は、鍛造工程Ｓ６での変形抵抗を減らし、鍛造加工による歪みを減らし、
さらに再結晶を抑制するために必要な工程である。加熱工程Ｓ４は鍛造加工を最適にする
ために行う工程であるため、鍛造温度と同等以上の温度が必要となる。
【００５３】
　加熱工程Ｓ４では、前記均質化熱処理した鋳塊を５００～５６０℃で０．７５～６時間
加熱することが必要である。加熱温度が５００℃より低いと上記効果が得られず、５６０
℃より高いと、共晶溶融から製品内部に空隙が残り、鍛造工程Ｓ６で鍛造割れや共晶溶融
などの欠陥が発生しやすく、強度が著しく低下するおそれがある。加熱時間が０．７５時
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間未満であると、材料中心部まで十分に均一に加熱されない可能性があり、上記効果が得
られなくなる可能性がある。また、加熱時間は、均質化熱処理で生成した分散粒子の維持
の点から、６時間以下であることが好ましい。
【００５４】
（プリフォーム工程）
　本発明では、加熱工程Ｓ４の後に、鋳塊をプリフォーム形成するプリフォーム工程Ｓ５
を行い、その後鍛造工程Ｓ６を行うことができる。プリフォームの形成は、フォージング
ロール等を用いて行われる。プリフォームの形成としては、例えば、棒状の鋳塊を回転さ
せつつ外径断面積を小さくする等の加工により行なわれる。プリフォーム工程Ｓ５を行う
と、バリとして排出される合金量が減少するため、材料の歩留まりを向上させる点で好ま
しい。プリフォーム工程Ｓ５後に、鋳塊の温度が、所定の鍛造開始温度よりも低下する場
合は、プリフォーム形成後の鋳塊を再加熱することにより、所定の鍛造開始温度とするこ
とができる。
【００５５】
（鍛造工程）
　鍛造工程Ｓ６は、均質化熱処理された前記鋳塊を鍛造素材として使用し、メカニカル鍛
造や油圧鍛造などにより鋳塊に熱間鍛造を施して、所定の形状の鍛造材を得る工程である
。この際、鍛造素材の鍛造の開始温度は、４５０～５６０℃とする。開始温度が４５０℃
より低いと変形抵抗が高くなり、十分な加工ができなくなる上、鍛造加工による歪みが高
くなるため再結晶が生じやすくなる。５６０℃より高くなると鍛造割れや共晶溶融などの
欠陥が発生しやすくなる。
【００５６】
　鍛造加工は、鋳塊を所定の形状に変形させるため、必要に応じて複数回行われることが
ある。その場合には、所定の鍛造終了温度を確保するために、鍛造工程Ｓ６の途中で再加
熱を行ってもよい。
【００５７】
　また、鍛造素材の鍛造の終了温度は、３６０℃以上とする。終了温度が３６０℃未満で
あると、鍛造加工による歪みが高くなるため再結晶が生じやすくなる。また、鍛造の終了
温度は、鍛造加工による歪みを少なくする点から、できる限り高くすることが望ましい。
【００５８】
（溶体化処理工程）
　溶体化処理工程Ｓ７は、鍛造工程Ｓ６で導入された歪みを緩和し、溶質元素の固溶を行
う工程である。溶体化処理工程Ｓ７では、前記鍛造材を５００～５６０℃で０を超え２４
時間以内で溶体化処理することが必要である。処理温度が５００℃未満になると、溶体化
が進まず、時効析出による高強度化が期待できなくなる。５６０℃を超えると溶質元素の
固溶がより促進されるものの、共晶溶融や再結晶が生じやすくなる。また処理時間が２４
時間を越えると、再結晶を抑制していた分散粒子が粗大化、または消滅することで再結晶
が生じやすくなる。
【００５９】
　なお、溶体化処理における保持時間、昇温速度は、０．２％耐力を保証するために、保
持時間２０分～２０時間、昇温速度（平均昇温速度）１００℃／ｈｒ以上とすることが好
ましい。
溶体化処理は、空気炉、誘導加熱炉、硝石炉などが適宜用いられる。
【００６０】
（焼入工程）
　焼入工程Ｓ８は、前記溶体化処理した鍛造材を７５℃以下で焼入れ処理する工程である
。通常、水中あるいは温湯中への冷却により行う。処理温度が７５℃を超えると、十分な
冷却速度で焼きが入らず、粗大なＭｇ－Ｓｉ系析出物が出るため後の人工時効処理工程Ｓ
９で十分な引張強度が得られなくなる。
【００６１】
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（人工時効処理工程）
　人工時効処理工程Ｓ９は、前記焼入れした鍛造材を１４０～２００℃で１～２４時間人
工時効処理する工程である。
　処理温度が１４０℃未満になったり処理時間が１時間より短いと引張強度を向上させる
Ｍｇ－Ｓｉ系析出物が十分成長できなくなる。また処理温度が２００℃より高くなったり
処理時間が２４時間より長くなるとＭｇ－Ｓｉ系析出物が粗大になりすぎて引張強度向上
への効果が減少してしまう。
なお、人工時効硬化処理には、空気炉、誘導加熱炉、オイルバスなどが適宜用いられる。
【実施例】
【００６２】
　次に、本発明を実施例に基づいて説明する。尚、本発明は、以下に示した実施例に限定
されるものではない。
　実施例および比較例において評価した特性は以下のとおりである。
【００６３】
［合金組成］
　合金組成は、島津製作所製発光分析装置ＯＥＳ－１０１４を用いて測定した。製品の測
定部位は、測定が可能であれば特に限定されない。操作は取扱説明書に従って行った。
【００６４】
［引張試験］
　ＪＩＳ　Ｚ２２０１にある５号試験片を用いて、ＪＩＳ　Ｚ２２４１の規定に準じて、
引張強度、０．２％耐力、伸びの測定を行った。３０個の試験片の測定値の平均値として
求めた。引張強度のばらつきの指標として標準偏差σを求めた。引張強度は３４０ＭＰａ
以上のとき、０．２％耐力は３２０ＭＰａ以上のとき、伸びは１０．０％以上のとき、標
準偏差σは６．０ＭＰａ以下のときに合格と判定した。
【００６５】
［耐応力腐食割れ性（ＳＣＣ）］
　ＪＩＳ　Ｈ８７１１の交互浸漬法の規定に準じて行った。図４には、耐応力腐食割れ性
評価用試験片（ＳＣＣ試験用Ｃリング）の寸法が示されている。
３００ＭＰａ負荷時の耐応力腐食割れが３０日未満は×、３０日以上～６０日未満は○、
６０日以上は◎と評価した。○または◎は合格と判定した。
【００６６】
［再結晶深さ］
　再結晶深さは、以下の条件で測定した。
測定用試料をパーティングライン（ＰＬ）を垂直に跨ぐ断面であって、断面積が最小とな
る位置で切断した。切断面を＃６００から＃１０００までの耐水ペーパーにて研磨した後
、塩化第II銅水溶液でエッチングした。その後硝酸に付けて水洗いしエアーブロー乾燥し
た後、切断部の断面のマクロ組織観察を行った。切断部の断面において、再結晶部位の表
面からの距離を測定して、最大となる位置における距離をもって、再結晶深さＴ（ｍｍ）
とした。
　再結晶深さは５ｍｍを超えるとき×、１ｍｍ以上５ｍｍ以下を○、１ｍｍ未満を◎とし
た。○または◎は合格と判定した。
【００６７】
［実施例１～１１、比較例１～２１］
　表１に示す各種合金組成を有したＡｌ合金を、ホットトップ鋳造法により、加熱温度７
２０℃かつ鋳造速度２５０ｍｍ／分で、φ８０ｍｍ径×１００ｍｍ長さの丸棒に鋳造した
。尚、Ａｌ合金中の水素量は、鋳造時に測定した。その後この鋳塊を、昇温速度３℃／分
で昇温し、５４０℃×８時間で保持し、３００℃以下まで１．５℃／分で冷却して、均質
化熱処理を行った。
【００６８】
　その後、空気炉を用いて５２０℃に加熱して１．５時間保持して加熱処理を行った。次
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より合計の鍛造圧下率が７０％となるように熱間鍛造を行い、φ１４５ｍｍ径×３０ｍｍ
厚の円板形状のＡｌ合金鍛造材を製造した。
【００６９】
　さらに、Ａｌ合金鍛造材を空気炉で５４０℃で８時間の溶体化処理した後、６０℃の水
で水冷（水焼入れ）を行い、引き続いて空気炉で１７５℃で８時間の人工時効処理を行っ
た。
【００７０】
　図２は、上記評価用のアルミニウム合金鍛造材の製造工程を示す模式図である。図２で
は、溶体化処理工程Ｓ７と焼入工程Ｓ８と人工時効処理工程Ｓ９を合わせて調質工程とい
う名称で示している。図２に示されるように、円柱状の鋳造品は鍛造工程Ｓ６においてプ
レスされて、円板状の鍛造品となり、その後、調質工程を経て、本発明の鍛造材を製造し
ている。円板状の鍛造品および鍛造材には、パーティングラインＰＬが示されている。
【００７１】
　こうして得られたアルミニウム合金鍛造材の円板から図３に示す位置で引張試験用試験
片および耐応力腐食割れ性（ＳＣＣ）評価用試験片（Ｃリング）を採取した。図３には、
円板状のアルミニウム合金鍛造材の平面図と断面図の寸法が示されている。また図３の円
板の直径にて切断し、その切断面を観察して、表面からの再結晶部位の距離が最大となる
再結晶深さの測定を行った。評価結果を表２に示した。
【００７２】
　尚、図５は、本発明の代表的な用途である、Ｌ型自動車足回り部材形状のＡｌ合金鍛造
材１０およびＩ型自動車足回り部材形状のＡｌ合金鍛造材２０における切断位置すなわち
再結晶深さの測定位置を具体的に示したものである。図５（ａ）に示すように、Ｌ型自動
車足回り部材形状のＡｌ合金鍛造材１０は、３つのジョイント部１１ａ、１１ｂ、１１ｃ
と２つのアーム部１２ａ、１２ｂとからなる。切断面Ｘ－Ｘは、その１つのアーム部１２
ａを切断するものである。図５（ｂ）に示すように、Ｉ型自動車足回り部材形状のＡｌ合
金鍛造材２０は、２つのジョイント部２１ａ、２１ｂと１つのアーム部２２とからなる。
切断面Ｙ－Ｙは、そのアーム部２２を切断するものである。
【００７３】
　図７は、図５（ａ）に示したＬ型自動車足回り部材形状のアルミニウム合金鍛造材１０
の切断面Ｘ－Ｘにおいてマクロ組織観察による再結晶部位１５を模式的に示した図である
。図７に示すように、切断面は、リブ１３とウェブ１４とからなるＨ字断面形状を有して
いる。表面付近の再結晶部位１５を網点で示した。再結晶部位１５の中で表面からの距離
が最大となる位置Ｔにおける距離をもって、再結晶深さとした。
【００７４】
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【００７５】
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【表２】

【００７６】
　表１、表２に示すように、本発明の請求項１の規定を満足するＡｌ合金からなる鍛造材
（実施例１～１１）は、引張強度のばらつきが少なく、引張強度、０．２％耐力、伸びお
よび耐応力腐食割れ性が優れていた。一方、本発明の規定を満足しないＡｌ合金からなる
鍛造材（比較例１～２１）は、引張強度、０．２％耐力、伸びおよび耐応力腐食割れ性の
うちのいずれか１つ以上が劣っていた。表１中、本発明の規定を満足しない条件は、数値
に下線を引いて示した。また、表１の合金組成において、「＜」の記号を付した数値は、
この記号のうしろの数値未満であることを示している。この場合、この記号のうしろの数
値が、測定装置の検出限界であることを示している。
【００７７】
［実施例１２～１８、比較例２２～４５］
　実施例３に記載の組成、即ち、Ｓｉ：１．２０質量％、Ｆｅ：０．２２質量％、Ｍｇ：
０．９０質量％、Ｔｉ：０．０２質量％、Ｍｎ：０．７０質量％、Ｃｒ：０．２０質量％
、Ｚｒ：０．０１質量％未満、Ｃｕ：０．０５質量％、Ｚｎ：０．０２質量％未満、水素
量０．１５ｍｌ／１００ｇＡｌで、残部がＡｌおよび不可避的不純物からなるアルミニウ
ム合金を用いて、表３に記載の製造条件を用いて、実施例１～１１と同様にアルミニウム
合金鍛造材を製造した。尚、Ａｌ合金中の水素量は、鋳造時に測定した。
　こうして得られたアルミニウム合金鍛造材の円板から実施例１～１１と同様に、図３に
示す位置で引張試験用試験片および耐応力腐食割れ性（ＳＣＣ）評価用試験片（Ｃリング
）を採取した。また図３の円板の直径にて切断し、その切断面を観察して、表面からの再
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結晶部位の距離が最大となる再結晶深さの測定を行った。評価結果を表４に示した。
【００７８】
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【表３】

【００７９】
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【表４】

【００８０】
　表３、表４に示すように、本発明の請求項４の規定を満足する製造条件を用いたＡｌ合
金鍛造材（実施例１２～１８）は、引張強度のばらつきが少なく、引張強度、０．２％耐
力、伸びおよび耐応力腐食割れ性が優れていた。一方、本発明の規定を満足しない製造条
件を用いたＡｌ合金鍛造材は、比較例２２、２３、２５、３４および３７については、鋳
造又は鍛造をすることができず、比較例２４、２６～３３、３５～３６、３８～４５につ
いては、引張強度、０．２％耐力、伸びおよび耐応力腐食割れ性のうちのいずれか１つ以
上が劣っていた。表３中、本発明の規定を満足しない製造条件は、数値に下線を引いて示
した。
【００８１】
　実施例１３と実施例１４とを比較した場合、引張強度については実施例１４の方が高い
数値となっている。しかしながら、工程能力で±４σ（９９．９９３７％の物が入る範囲



(19) JP 2013-227652 A 2013.11.7

10

20

）を求めてみると、
　実施例１３：　３８６±４×１．５＝３８０～３９２ＭＰａ
　実施例１４：　３９１±４×３．４＝３７７．４～４０４．６ＭＰａ
となり、実施例１３の方が、高強度材が安定して得られていることが分かる。従って、工
程能力上の数値としては、実施例１３の方が有利な数値となる。これは、実施例１４の再
結晶深さが１ｍｍ以上であるのに対して、実施例１３の再結晶深さが１ｍｍ未満であり、
引張強度のばらつきが小さいことに因るものと考えることができる。
【符号の説明】
【００８２】
　Ｓ；　　本発明の自動車用アルミニウム合金鍛造材の製造方法
　Ｓ１；　鋳造工程
　Ｓ２；　均質化熱処理工程
　Ｓ３；　押出加工工程
　Ｓ４；　加熱工程
　Ｓ５；　プリフォーム工程
　Ｓ６；　鍛造工程
　Ｓ７；　溶体化処理工程
　Ｓ８；　焼入工程
　Ｓ９；　人工時効処理工程
　ＰＬ；　パーティングライン
　１０；　Ｌ型自動車足回り部材形状のＡｌ合金鍛造材
　２０；　Ｉ型自動車足回り部材形状のＡｌ合金鍛造材

【図１】 【図２】
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【図５】

【図７】
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