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(57)【要約】
【課題】高強度および良好な導電性を維持しながら、リードフレーム等の精密部品に加工
した際に優れた部品形状が安定して得られる性能（すなわち寸法精度に優れる加工性）を
具備した銅合金板材を提供する。
【解決手段】質量％で、Ｎｉ：１.０～４.５％、Ｓｉ：０.１～１.２％、Ｍｇ：０～０.
３％、Ｃｒ：０～０.２％、Ｃｏ：０～２.０％、Ｐ：０～０.１％、Ｂ：０～０.０５％、
Ｍｎ：０～０.２％、Ｓｎ：０～０.５％、Ｔｉ：０～０.５％、Ｚｒ：０～０.２％、Ａｌ
：０～０.２％、Ｆｅ：０～０.３％、Ｚｎ：０～１.０％、残部Ｃｕおよび不可避的不純
物からなる組成を有し、圧延直角方向の板幅Ｗ0が４００ｍｍであり、圧延方向の０.２％
耐力が８００ＭＰａ以上、導電率が３５％ＩＡＣＳ以上、かつ最大クロスボウｑMAXが１
００μｍ以下である銅合金板材。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｎｉ：１.０～４.５％、Ｓｉ：０.１～１.２％、Ｍｇ：０～０.３％、Ｃｒ
：０～０.２％、Ｃｏ：０～２.０％、Ｐ：０～０.１％、Ｂ：０～０.０５％、Ｍｎ：０～
０.２％、Ｓｎ：０～０.５％、Ｔｉ：０～０.５％、Ｚｒ：０～０.２％、Ａｌ：０～０.
２％、Ｆｅ：０～０.３％、Ｚｎ：０～１.０％、残部Ｃｕおよび不可避的不純物からなる
組成を有し、圧延直角方向の板幅Ｗ0が４００ｍｍ以上であり、圧延方向の０.２％耐力が
８００ＭＰａ以上、導電率が３５％ＩＡＣＳ以上、かつ下記（Ａ）に定義する最大クロス
ボウｑMAXが１００μｍ以下である銅合金板材。
　（Ａ）当該銅合金板材から圧延方向長さが５０ｍｍ、圧延直角方向長さが板幅Ｗ0（ｍ
ｍ）である長方形の切り板Ｐを採取し、その切り板Ｐをさらに圧延直角方向５０ｍｍピッ
チで裁断し、その際、圧延直角方向長さが５０ｍｍに満たない小片が切り板Ｐの圧延直角
方向端部に発生したときはその小片を除き、ｎ個（ｎは板幅Ｗ0／５０の整数部分）の５
０ｍｍ角の正方形サンプルを用意する。各正方形サンプル毎に、日本伸銅協会技術規格Ｊ
ＣＢＡ　Ｔ３２０：２００３に規定の三次元測定装置による測定方法（ただし、ｗ＝５０
ｍｍとする）に従い、水平盤上に置いたときのクロスボウｑを、両面（両側の板面）につ
いて圧延直角方向に測定し、各面のｑの絶対値｜ｑ｜の最大値を当該正方形サンプルのク
ロスボウｑi（ｉは１～ｎ）とする。ｎ個の正方形サンプルのクロスボウｑ1～ｑnのうち
の最大値を最大クロスボウｑMAXとする。
【請求項２】
　さらに下記（Ｂ）に定義するＩ－ｕｎｉｔが２.０以下である請求項１に記載の銅合金
板材。
　（Ｂ）当該銅合金板材から圧延方向長さが４００ｍｍであり、圧延直角方向長さが板幅
Ｗ0（ｍｍ）である長方形の切り板Ｑを採取し、水平盤上に置く。切り板Ｑを鉛直方向に
見た投影表面（以下、単に「投影表面」という）の中に圧延方向長さ４００ｍｍ、圧延直
角方向長さＷ0の長方形領域Ｘを定め、その長方形領域Ｘをさらに圧延直角方向１０ｍｍ
ピッチで短冊状領域に分割し、その際、圧延直角方向長さが１０ｍｍに満たない狭幅の短
冊状領域が長方形領域Ｘの圧延直角方向端部に発生したときはその狭幅の短冊状領域を除
き、隣接するｎ箇所（ｎは板幅Ｗ0／１０の整数部分）の短冊状領域（長さ４００ｍｍ、
幅１０ｍｍ）を設定する。各短冊状領域毎に、幅中央部の表面高さを圧延方向長さ４００
ｍｍにわたって測定し、最大高さｈMAXと最小高さｈMINの差ｈMAX－ｈMINの値を波高さｈ
とし、下記（１）式により求まる伸び差率ｅを当該短冊状領域の伸び差率ｅi（ｉは１～
ｎ）とする。ｎ箇所の短冊状領域の伸び差率ｅ1～ｅnのうちの最大値をＩ－ｕｎｉｔとす
る。
　ｅ＝（π／２×ｈ／Ｌ）2　…（１）
　ただし、Ｌは基準長さ４００ｍｍ
【請求項３】
　板面（圧延面）について圧延方向に対し直角方向に測定した切断法による平均結晶粒径
が３～５０μｍである請求項１または２に記載の銅合金板材。
【請求項４】
　質量％で、Ｎｉ：１.０～４.５％、Ｓｉ：０.１～１.２％、Ｍｇ：０～０.３％、Ｃｒ
：０～０.２％、Ｃｏ：０～２.０％、Ｐ：０～０.１％、Ｂ：０～０.０５％、Ｍｎ：０～
０.２％、Ｓｎ：０～０.５％、Ｔｉ：０～０.５％、Ｚｒ：０～０.２％、Ａｌ：０～０.
２％、Ｆｅ：０～０.３％、Ｚｎ：０～１.０％、残部Ｃｕおよび不可避的不純物からなる
組成を有する時効処理後の中間製品板材に、ロール径６０ｍｍ以上のワークロールにより
、最終パスの圧下率を１５％以下として、トータル圧延率２０％以上の冷間圧延を施す工
程（仕上冷間圧延工程）、
　前記仕上冷間圧延工程後の板材に、テンションレベラーにより伸び率０.１～１.５％の
変形を生じさせる通板条件で連続繰り返し曲げ加工を施す工程（形状矯正工程）、
　前記形状矯正工程後の板材に、２５～１００Ｎ／ｍｍ2の張力を付与しながら２５０～
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５５０℃に加熱した後、最大冷却速度１００℃／ｓｅｃ以下で常温まで冷却する工程（低
温焼鈍工程）、
を有する銅合金板材の製造方法。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の銅合金板材を材料に用いたリードフレーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高い強度、良好な導電性、および平坦性の高い板形状を有する、電気・電子
部品に適したＣｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金板材、およびその製造方法に関する。また、その
銅合金板材を用いたリードフレームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気・電子部品を構成する通電部品に用いる素材（板材）には、基本的特性として「強
度」および「導電性」に優れることが要求される。さらに、リードフレーム等の精密部品
に加工する素材には、当該部品に加工したときに良好な形状（すなわち高い寸法精度）が
得られる性質を具備していることが要求される。
【０００３】
　ところが、一般に、銅合金板材において高強度化を図ろうとすると、板形状を良好に保
つことが難しくなる。最近では半導体パッケージの小型・薄型化が進み、リードフレーム
の外周リード部分（アウターリード）を取り除いたＱＦＮ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｎｏｎ
－Ｌｅａｄｅｄ　Ｐａｃｋａｇｅ）と呼ばれるパッケージが多用されるようになり、しか
も多ピン化のニーズが高まっている。ＱＦＮタイプの多ピン化に対応するためには、従来
にも増して高強度化と寸法精度の向上を高レベルで実現しうる、板形状を良好に保つ素材
が要求される。
【０００４】
　強度と導電性の特性バランスに優れた銅合金として、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金（いわ
ゆるコルソン合金）や、それにＣｏを添加したＣｕ－Ｎｉ－Ｓｉ－Ｃｏ系銅合金がある。
これらの合金系では比較的高い導電率（３５～５０％ＩＡＣＳ）を維持しながら０.２％
耐力８００ＭＰａ以上の高強度に調整することができる。特許文献１～７には、高強度Ｃ
ｕ－Ｎｉ－Ｓｉ－（Ｃｏ）系銅合金の強度や曲げ加工性の改善に関する種々の技術が開示
されている。
【０００５】
　しかしながら発明者らの検討によれば、これらの文献に開示の技術によれば、強度、導
電性、曲げ加工性の改善効果は認められるが、板形状を良好に保つという点に関してはま
では解決に至っていない。実際に、多ピン化が進むＱＦＮパッケージのリードフレームを
はじめとする精密形状の高強度通電部品に適用するには、寸法精度の面で満足できるレベ
ルに達していない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－３０７２２３号公報
【特許文献２】特開２００７－１００１４５号公報
【特許文献３】特開２００７－２３１３６４号公報
【特許文献４】特開２０１２－１２６９３４号公報
【特許文献５】特開２０１２－２１１３５５号公報
【特許文献６】特開２０１０－７１７４号公報
【特許文献７】特開２０１１－３８１２６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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【０００７】
　本発明は、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金において、高強度および良好な導電性を維持しな
がら、リードフレーム等の精密部品に加工した際に優れた部品形状が安定して得られる性
能（すなわち寸法精度に優れる加工性）を具備した銅合金板材を提供しようというもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　発明者らの研究によれば、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金において板材製品の平坦性を高め
るためには、（i）時効処理後に行う仕上冷間圧延のワークロールを太径のものとし、そ
の最終パスでの圧下率を制限すること、（ii）テンションレベラーで形状矯正する際、過
大な加工が付与されないように伸び率を厳密にコントロールすること、（iii）最終的な
低温焼鈍で板に付与される張力を一定範囲に厳しくコントロールするとともに、冷却速度
が過大とならないように最大冷却速度を厳しく管理すること、が極めて有効であることを
見出した。本発明はこのような知見に基づいて完成したものである。
【０００９】
　すなわち本発明では、質量％で、Ｎｉ：１.０～４.５％、Ｓｉ：０.１～１.２％、Ｍｇ
：０～０.３％、Ｃｒ：０～０.２％、Ｃｏ：０～２.０％、Ｐ：０～０.１％、Ｂ：０～０
.０５％、Ｍｎ：０～０.２％、Ｓｎ：０～０.５％、Ｔｉ：０～０.５％、Ｚｒ：０～０.
２％、Ａｌ：０～０.２％、Ｆｅ：０～０.３％、Ｚｎ：０～１.０％、残部Ｃｕおよび不
可避的不純物からなる組成を有し、圧延直角方向の板幅Ｗ0が４００ｍｍ以上であり、圧
延方向の０.２％耐力が８００ＭＰａ以上、導電率が３５％ＩＡＣＳ以上、かつ下記（Ａ
）に定義する最大クロスボウｑMAXが１００μｍ以下である銅合金板材が提供される。
　（Ａ）当該銅合金板材から圧延方向長さが５０ｍｍ、圧延直角方向長さが板幅Ｗ0（ｍ
ｍ）である長方形の切り板Ｐを採取し、その切り板Ｐをさらに圧延直角方向５０ｍｍピッ
チで裁断し、その際、圧延直角方向長さが５０ｍｍに満たない小片が切り板Ｐの圧延直角
方向端部に発生したときはその小片を除き、ｎ個（ｎは板幅Ｗ0／５０の整数部分）の５
０ｍｍ角の正方形サンプルを用意する。各正方形サンプル毎に、日本伸銅協会技術規格Ｊ
ＣＢＡ　Ｔ３２０：２００３に規定の三次元測定装置による測定方法（ただし、ｗ＝５０
ｍｍとする）に従い、水平盤上に置いたときのクロスボウｑを、両面（両側の板面）につ
いて圧延直角方向に測定し、各面のｑの絶対値｜ｑ｜の最大値を当該正方形サンプルのク
ロスボウｑi（ｉは１～ｎ）とする。ｎ個の正方形サンプルのクロスボウｑ1～ｑnのうち
の最大値を最大クロスボウｑMAXとする。
【００１０】
　上記（Ａ）の規定を要件とする銅合金板材は、圧延直角方向の板幅が４００ｍｍ以上で
あるものが対象となる。このような板材製品は、そのままプレス打抜き工程に供される場
合もあるし、さらにスリットされて狭幅の条材としたのち部品加工に供される場合もある
。
　圧延方向の０.２％耐力は、長手方向が圧延方向に平行な引張試験片を用いてＪＩＳ　
Ｚ２２４１：２０１１に従って測定したオフセット方による０.２％耐力である。
【００１１】
　上記銅合金板材において、さらに下記（Ｂ）に定義するＩ－ｕｎｉｔが２.０以下であ
ることがより好ましい
　（Ｂ）当該銅合金板材から圧延方向長さが４００ｍｍであり、圧延直角方向長さが板幅
Ｗ0（ｍｍ）である長方形の切り板Ｑを採取し、水平盤上に置く。切り板Ｑを鉛直方向に
見た投影表面（以下、単に「投影表面」という）の中に圧延方向長さ４００ｍｍ、圧延直
角方向長さＷ0の長方形領域Ｘを定め、その長方形領域Ｘをさらに圧延直角方向１０ｍｍ
ピッチで短冊状領域に分割し、その際、圧延直角方向長さが１０ｍｍに満たない狭幅の短
冊状領域が長方形領域Ｘの圧延直角方向端部に発生したときはその狭幅の短冊状領域を除
き、隣接するｎ箇所（ｎは板幅Ｗ0／１０の整数部分）の短冊状領域（長さ４００ｍｍ、
幅１０ｍｍ）を設定する。各短冊状領域毎に、幅中央部の表面高さを圧延方向長さ４００
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ｍｍにわたって測定し、最大高さｈMAXと最小高さｈMINの差ｈMAX－ｈMINの値を波高さｈ
とし、下記（１）式により求まる伸び差率ｅを当該短冊状領域の伸び差率ｅi（ｉは１～
ｎ）とする。ｎ箇所の短冊状領域の伸び差率ｅ1～ｅnのうちの最大値をＩ－ｕｎｉｔとす
る。
　ｅ＝（π／２×ｈ／Ｌ）2　…（１）
　ただし、Ｌは基準長さ４００ｍｍ
【００１２】
　上記合金元素のうち、Ｍｇ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｐ、Ｂ、Ｍｎ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｆ
ｅ、Ｚｎは任意添加元素である。板面（圧延面）について圧延方向に対し直角方向に測定
した切断法による平均結晶粒径は例えば３～５０μｍである。板厚は例えば０.０５～０.
５ｍｍの範囲とすることができるが、ＱＦＮタイプの多ピン化リードフレーム用途として
は板厚０.０８～０.２ｍｍのものが多用される傾向にある。本発明の銅合金板材はそのよ
うなニーズに対応しうるものである。
【００１３】
　また、上記銅合金板材の製造方法として、上記化学組成を有する時効処理後の中間製品
板材に、ロール径６０ｍｍ以上のワークロールにより、最終パスの圧下率を１５％以下と
して、トータル圧延率２０％以上の冷間圧延を施す工程（仕上冷間圧延工程）、
　前記仕上冷間圧延工程後の板材に、テンションレベラーにより伸び率０.１～１.５％の
変形を生じさせる通板条件で連続繰り返し曲げ加工を施す工程（形状矯正工程）、
　前記形状矯正工程後の板材に、２５～１００Ｎ／ｍｍ2の張力を付与しながら２５０～
５５０℃に加熱した後、最大冷却速度１００℃／ｓｅｃ以下で常温まで冷却する工程（低
温焼鈍工程）、
を有する銅合金板材の製造方法が提供される。
【００１４】
　なお、ある板厚ｔ0（ｍｍ）からある板厚ｔ1（ｍｍ）までの圧延率は、下記（２）式に
より求まる。
　圧延率（％）＝（ｔ0－ｔ1）／ｔ0×１００　…（２）
　ある圧延パスにおける１パスでの圧延率を本明細書では特に「圧下率」と呼んでいる。
【００１５】
　また本発明では、上記の銅合金板材を材料に用いたリードフレームが提供される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金の板材において、精密部品に加工した際の
寸法精度に優れ、高強度および良好な導電性を具備するものが実現できた。この板材は、
ＱＦＮパッケージ用の多ピン化されたリードフレームなど、高い寸法精度が要求される通
電部品に好適である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
《合金組成》
　本発明では、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金を採用する。以下、合金成分に関する「％」は
、特に断らない限り「質量％」を意味する。
【００１８】
　Ｎｉは、Ｎｉ－Ｓｉ系析出物を形成する。添加元素としてＣｏを含有する場合はＮｉ－
Ｃｏ－Ｓｉ系析出物を形成する。これらの析出物は銅合金板材の強度と導電性を向上させ
る。Ｎｉ－Ｓｉ系析出物はＮｉ2Ｓｉを主体とする化合物、Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系析出物は(
Ｎｉ,Ｃｏ)2Ｓｉを主体とする化合物であると考えられる。これらの化合物を本明細書で
は「第二相」と言うことがある。強度向上に有効な微細な析出物粒子を十分に分散させる
ためには、Ｎｉ含有量を１.０％以上とする必要があり、１.５％以上とすることがより好
ましい。一方、Ｎｉが過剰であると粗大な析出物が生成しやすく、熱間圧延時に割れやす
い。Ｎｉ含有量は４.５％以下に制限される。４.０％未満に管理してもよい。
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【００１９】
　Ｓｉは、Ｎｉ－Ｓｉ系析出物を生成する。添加元素としてＣｏを含有する場合はＮｉ－
Ｃｏ－Ｓｉ系析出物を形成する。強度向上に有効な微細な析出物粒子を十分に分散させる
ためには、Ｓｉ含有量を０.１％以上とする必要があり、０.４％以上とすることがより好
ましい。一方、Ｓｉが過剰であると粗大な析出物が生成しやすく、熱間圧延時に割れやす
い。Ｓｉ含有量は１.２％以下に制限される。１.０％未満に管理してもよい。
【００２０】
　Ｃｏは、Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系の析出物を形成して、銅合金板材の強度と導電性を向上さ
せるので、必要に応じて添加することができる。強度向上に有効な微細な析出物を十分に
分散させるためには、Ｃｏ含有量を０.１％以上とすることがより効果的である。ただし
、Ｃｏ含有量が多くなると粗大な析出物が生成しやすいので、Ｃｏを添加する場合は２.
０％以下の範囲で行う。１.５％未満に管理してもよい。
【００２１】
　その他の元素として、必要に応じてＭｇ、Ｃｒ、Ｐ、Ｂ、Ｍｎ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａ
ｌ、Ｆｅ、Ｚｎ等を含有させることができる。これらの元素の含有量範囲は、Ｍｇ：０～
０.３％、Ｃｒ：０～０.２％、Ｐ：０～０.１％、Ｂ：０～０.０５％、Ｍｎ：０～０.２
％、Ｓｎ：０～０.５％、Ｔｉ：０～０.５％、Ｚｒ：０～０.２％、Ａｌ：０～０.２％、
Ｆｅ：０～０.３％、Ｚｎ：０～１.０％とすることが好ましい。
【００２２】
　Ｃｒ、Ｐ、Ｂ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌは合金強度を更に高め、かつ応力緩和を小さく
する作用を有する。Ｓｎ、Ｍｇは耐応力緩和性の向上に有効である。Ｚｎは銅合金板材の
はんだ付け性および鋳造性を改善する。Ｆｅ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｔｉ、Ｍｎは不可避的不純物
として存在するＳ、Ｐｂなどと高融点化合物を形成しやすく、また、Ｂ、Ｐ、Ｚｒ、Ｔｉ
は鋳造組織の微細化効果を有し、熱間加工性の改善に寄与しうる。
【００２３】
　Ｍｇ、Ｃｒ、Ｐ、Ｂ、Ｍｎ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｆｅ、Ｚｎの１種または２種以
上を含有させる場合は、それらの合計含有量を０.０１％以上とすることがより効果的で
ある。ただし、多量に含有させると、熱間または冷間加工性に悪影響を与え、かつコスト
的にも不利となる。これら任意添加元素の総量は１.０％以下とすることがより望ましい
。
【００２４】
《特性》
〔板材の形状〕
　Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金板材の形状、すなわち平坦性は、それを加工して得られる精
密通電部品の形状（寸法精度）に大きく影響する。種々検討の結果、板材を実際に小片に
切断したときに顕在化する圧延直角方向の湾曲（反り）が非常に小さいことが、部品の寸
法精度を安定して向上させるために極めて重要である。具体的には前記（Ａ）に定義する
最大クロスボウｑMAXが１００μｍ以下であるＣｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金板材は、圧延直
角方向の板幅（４００ｍｍ以上）のどの部分に由来する部品においても、精密通電部品と
しての寸法精度を安定して高く保つことができる加工性を具備している。最大クロスボウ
ｑMAXが５０μｍ以下であることがより好ましい。さらに前記（Ｂ）に定義するＩ－ｕｎ
ｉｔが２.０以下であることが好ましく、１.０以下であることが一層好ましい。
【００２５】
〔平均結晶粒径〕
　平均結晶粒径は基本的に小さいほど強度の向上に有利であるが、平均結晶粒径が小さす
ぎると析出物が分散せず強度が低下しやすい。種々検討の結果、最終的な板材製品におい
て、板面（圧延面）について圧延方向に対し直角方向に測定した切断法による平均結晶粒
径が３～５０μｍであることがより望ましく、３～３０μｍであることが一層好ましい。
また、平均結晶粒径は５μｍ以上に制御してもよい。
【００２６】
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〔強度・導電性〕
　Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金板材をリードフレーム等の通電部品の素材に用いるためには
、圧延平行方向（ＬＤ）の０.２％耐力が８００ＭＰａ以上の強度レベルが望まれる。一
方、通電部品の薄肉化のためには、導電性が良好であることも重要な要件となる。具体的
には、導電率３５％ＩＡＣＳ以上であることが望ましく、４０％ＩＡＣＳ以上であること
がより好ましい。
【００２７】
《製造方法》
　以上説明した銅合金板材は、例えば以下のような製造工程により作ることができる。
「溶解・鋳造→熱間圧延→冷間圧延→溶体化処理→時効処理→仕上冷間圧延→形状矯正→
低温焼鈍」
　本発明では平坦性に優れた板材製品を得るために、特に「仕上冷間圧延」、「形状矯正
」、「低温焼鈍」の最終３工程における作り込みが重要である。時効処理までの工程には
特にこだわる必要はなく、一般的なＣｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金の製造条件を採用すればよ
い。
　なお、上記工程中には記載していないが、熱間圧延後には必要に応じて面削が行われ、
各熱処理後には必要に応じて酸洗、研磨、あるいは更に脱脂が行われる。また、必要に応
じて工程中に熱処理および冷間圧延を加えることができる。以下、各工程について説明す
る。
【００２８】
〔溶解・鋳造〕
　連続鋳造、半連続鋳造等により鋳片を製造すればよい。Ｓｉなどの酸化を防止するため
に、不活性ガス雰囲気または真空溶解炉で行うのがよい。
【００２９】
〔熱間圧延〕
　熱間圧延は通常の手法に従えばよい。熱間圧延前の鋳片加熱は例えば９００～１０００
℃で１～５ｈとすることができる。トータルの熱間圧延率は例えば７０～９７％とすれば
よい。最終パスの圧延温度は７００℃以上とすることが好ましい。熱間圧延終了後には、
水冷などにより急冷することが好ましい。
【００３０】
〔冷間圧延〕
　溶体化処理前の冷間圧延により、板厚の減少および歪エネルギー（転位）の導入を図る
。その歪エネルギーは、溶体化処理での第二相の溶体化に有効に作用する。必要に応じて
、中間焼鈍を挟んだ複数回の冷間圧延を行うことができる。溶体化処理前の冷間圧延率（
中間焼鈍を挟んで冷間圧延を行う場合は最後の中間焼鈍後の冷間圧延率）は、例えば７０
％以上とすることが効果的である。ミルパワー等による設備的な許容範囲において、通常
９９％以下の圧延率範囲で行えばよい。
【００３１】
〔溶体化処理〕
　溶体化処理を行い、第二相を十分に固溶させる。溶体化処理条件は、加熱保持温度を８
５０～１０２０℃の範囲に設定すればよい。８５０～９８０℃の範囲がより好ましい。上
記温度範囲に保持する時間は１０ｓｅｃ～１０ｍｉｎの範囲で設定すればよい。溶体化処
理後の板材において、上述の方法により求まる平均結晶粒径が３～５０μｍ、より好まし
くは３～３０μｍとなるように、加熱温度および加熱時間を調整することが望ましい。平
均結晶粒径は５μｍ以上に制御してもよい。再固溶、再結晶化を確実に行い、かつ平均結
晶粒径を上記範囲に調整するための最適な溶体化条件は組成や溶体化処理前の製造条件に
よって変動するが、予め予備実験により組成や冷間圧延率に応じた最適な溶体化処理ヒー
トパターン条件を把握しておくことにより、適正条件範囲に設定することが容易となる。
なお、５３０℃から３００℃までの平均冷却速度は１００℃／ｓｅｃ以上とすることが望
ましい。
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【００３２】
〔時効処理〕
　次いで時効処理を行い、強度に寄与する微細な析出物粒子を析出させる。合金組成に応
じて時効で硬さがピークになる温度、時間を予め調整して条件を決めるのが好ましい。具
体的には、時効温度は４００～５５０℃とすることが好ましく、４２５～４７５℃とする
ことがより好ましい。時効処理時間は、３～１２ｈの範囲で良好な結果が得られる。時効
処理中の表面酸化を極力抑制する場合には、水素、窒素またはアルゴン雰囲気を使うこと
ができる。
【００３３】
〔仕上冷間圧延〕
　仕上冷間圧延は強度レベル（特に０.２％耐力）の向上に有効である。仕上冷間圧延率
（トータル圧延率）は２０％以上とすることが効果的であり２５％以上とすることがより
効果的である。仕上冷間圧延率が高くなると低温焼鈍時に強度が低下しやすいので７０％
以下の圧延率とすることが好ましく、６５％以下の範囲に管理してもよい。最終的な板厚
としては、例えば０.０５～０.５０ｍｍ程度の範囲で設定することができる。
【００３４】
　通常、冷間圧延での圧下率を増大させるためには径の小さいワークロールを使用するこ
とが有利である。しかし、本発明では板形状の平坦性を向上させるための一環として、圧
下中に、ワークロールのベンディングを軽減することが重要である。種々検討の結果、仕
上冷間圧延において直径６０ｍｍ以上の大径ワークロールを使用することが極めて有効で
あることがわかった。それより小径のワークロールではロールベンディングの影響が板形
状の平坦性を阻害しやすい。ワークロール径が過大であると板厚が薄くなるに従って圧下
率を十分に確保するために必要なミルパワーが増大し、所定の板厚に仕上げるうえで不利
となる。冷間圧延機のミルパワーおよび目標板厚に応じて使用する大径ワークロール設定
上限を定めることができる。例えば、トータル圧延率を２０％以上として上記板厚範囲の
板材を得る場合、直径１００ｍｍ以下のワークロールを使用することが好ましく、８５ｍ
ｍ以下のものを使用することがより効率的である。
【００３５】
　また、板形状の平坦性を向上させるために、仕上冷間圧延の最終パスにおける圧下率を
１５％以下とすることが極めて有効である。１０％以下とすることがより好ましい。ただ
し、最終パスでの圧下率が低すぎると生産性の低下に繋がるので、２％以上の圧下率を確
保することが望ましい。
【００３６】
〔形状矯正〕
　仕上冷間圧延を終えた板材に対して、最終的な低温焼鈍を施す前に、テンションレベラ
ーによる形状矯正を施しておく。テンションレベラーは圧延方向に張力を付与しながら板
材を複数の形状矯正ロールによって曲げ伸ばす装置である。本発明では板形状の平坦性を
改善するために、テンションレベラーに通板することにより板材に付与される変形を厳し
く制限する。具体的には、テンションレベラーにより伸び率０.１～１.５％の変形を生じ
させる通板条件で連続繰り返し曲げ加工を施す。伸び率が０.１％未満だと形状矯正効果
が不十分となり所望の平坦性を達成することが難しい。逆に伸び率が１.５％を超える場
合は形状矯正によって生じた塑性変形の影響により所望の平坦性が得られない。伸び率１
.２％以下の範囲で形状矯正を行うことがより好ましい。
【００３７】
〔低温焼鈍〕
　仕上冷間圧延後には、通常、板条材の残留応力の低減や曲げ加工性の向上、空孔やすべ
り面上の転位の低減による耐応力緩和性向上を目的として低温焼鈍が施される。本発明で
は、形状矯正効果を得るためにもこの低温焼鈍を利用する。平坦性の極めて高い板材を得
るために、最終的な熱処理である低温焼鈍の条件を厳しく制限する必要がある。
【００３８】
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　第１に、低温焼鈍の加熱温度を２５０～５５０℃とする。２５０℃より低温では形状矯
正効果が十分に得られない。３００℃以上とすることがより好ましい。５５０℃より高温
になると材料が軟化し所定の高強度を十分に確保することが難しくなる。上記温度での保
持時間は５～６００ｓｅｃの範囲で設定すればよい。
　第２に、上記温度での加熱中に板材に付与される張力を２５～１００Ｎ／ｍｍ2の範囲
にコントロールする。連続ラインにおいては、張力の方向は圧延方向となる。張力が低く
なりすぎると特に高強度材では形状矯正効果が不足し、高い平坦性を安定して実現するこ
とが難しくなる。張力は２５Ｎ／ｍｍ2以上とすることが好ましく、３０Ｎ／ｍｍ2以上と
することがより好ましい。張力が１００Ｎ／ｍｍ2を上回る場合には、昇温時および降温
時に張力に対して板面直角方向（圧延直角方向）のひずみ量分布が不均一となりやすく、
高い平坦性を得ることが難しい。当該張力は８０Ｎ／ｍｍ2以下とすることがより好まし
い。
　第３に、最大冷却速度１００℃／ｓｅｃ以下で常温まで冷却する。すなわち、上記加熱
後に１００℃／ｓｅｃを超える冷却速度とならないように常温（５～３５℃）まで降温さ
せる。最大冷却速度が１００℃／ｓｅｃを超えると、冷却時の通板方向に対して板面直角
方向（圧延直角方向）の温度分布が不均一になり、十分な平坦性が得られない。加熱後の
冷却は例えば空冷とすることができる。
【実施例】
【００３９】
　表１に示す組成の銅合金を溶製し、縦型半連続鋳造機を用いて鋳造した。得られた鋳片
を１０００℃で３ｈ加熱したのち抽出して、厚さ１０ｍｍまで熱間圧延した後、水冷した
。トータルの熱間圧延率は９０～９５％である。熱間圧延後、表層の酸化層を機械研磨に
より除去（面削）した。次いで、圧延率９０～９９％で冷間圧延を行った。その後、表２
に示す条件で溶体化処理、時効処理、仕上冷間圧延、テンションレベラーによる形状矯正
、および低温焼鈍を行い、スリッターでスリット加工して板厚０.１５ｍｍ、圧延直角方
向の板幅Ｗ0が５１０ｍｍの板材製品（供試材）を得た。
【００４０】
　なお、低温焼鈍はカテナリー炉を連続通板したのち、空冷する方法で行った。加熱時間
は１０～９０ｓｅｃである。冷却中の板表面の温度を通板方向の種々の位置で測定するこ
とにより、横軸に時間、縦軸に温度をとった冷却温度曲線を求めた。１つの供試材におい
ては通板中の板の全長にわたって同じ条件で冷却しているので、この冷却曲線の最大勾配
を当該供試材の最大冷却速度として採用した。供試材毎の冷却速度は冷却雰囲気、ファン
回転数をコントロールすること、また冷却温度を多段階で下げることによって変化させた
。また、低温焼鈍中の張力は、炉内を通板中の材料のカテナリー曲線（炉内通板方向両端
部および中央部の板の高さ位置、並びに炉内長）から算出した。
【００４１】
〔導電率〕
　ＪＩＳ Ｈ０５０５に従って各供試材の導電率を測定した。
〔圧延方向の０.２％耐力〕
　各供試材から圧延方向（ＬＤ）の引張試験片（ＪＩＳ ５号）を採取し、試験数ｎ＝３
でＪＩＳ Ｚ２２４１に準拠した引張試験行い、０.２％耐力を測定した。ｎ＝３の平均値
を当該供試材の成績値とした。
〔Ｉ－ｕｎｉｔ〕
　各供試材から圧延方向長さが４００ｍｍ、圧延直角方向長さが板幅Ｗ0（ｍｍ）である
長方形の切り板Ｑを採取し、上述（Ｂ）に定義されるＩ－ｕｎｉｔを求めた。
〔最大クロスボウｑMAX〕
　各供試材について上述（Ａ）に定義される最大クロスボウｑMAXを求めた。
〔平均結晶粒径〕
　各供試材の板面（圧延面）を研磨しエッチングした表面の光学顕微鏡観察によりＪＩＳ
 Ｈ０５０１の切断法で圧延面に対し平行方向、かつ圧延方向に対し直角方向の既知長さ



(10) JP 2016-180130 A 2016.10.13

10

20

30

の線分によって完全に切られる結晶粒数を数えることにより平均結晶粒径を求めた。ただ
し、測定対象の結晶粒の総数を１００個以上とする。双晶境界は結晶粒界とみなさない。
平均結晶粒径を測定するための光学顕微鏡観察においては、観察領域を３００μｍ×３０
０μｍの矩形領域とした。
　これらの結果を表２に示す。
【００４２】
【表１】

【００４３】
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【表２】

【００４４】
　表２からわかるように、本発明例の銅合金板材はいずれもＬＤの０.２％耐力が８００
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ＭＰａ以上の高強度を有するとともに、最大クロスボウｑMAXが１００μｍ以下、Ｉ－ｕ
ｎｉｔが２.０以下の極めて平坦性の高い板形状を呈していた。導電性も良好であった。
これらの板材は、ＱＦＮタイプの多ピン化リードフレームをはじめとする高い寸法精度が
要求される精密通電部品の素材として極めて有用である。
【００４５】
　これに対し、比較例Ｎｏ.３１は仕上冷間圧延でのトータル圧延率が低過ぎたので強度
レベルが低かった。Ｎｏ.３２は低温焼鈍の加熱温度が高すぎたので強度が低下した。Ｎ
ｏ.３３はテンションレベラーによる形状矯正を行わなかったので板材の平坦性が悪かっ
た。Ｎｏ.３４は仕上冷間圧延の最終パスでの圧下率が過大であったので板材の平坦性が
悪かった。Ｎｏ.３５は仕上冷間圧延に使用したワークロールの径が過小であったので板
材の平坦性が悪かった。Ｎｏ.３６はＮｉ含有量が過大であり、またＮｏ.３８はＳｉ含有
量が過大であるため、これらは導電性に劣った。Ｎｏ.３７はＮｉ含有量が過小であり、
またＮｏ.３９はＳｉ含有量が過小であるため、これらは強度が低かった。Ｎｏ.４０形状
矯正での伸び率が過小であり、Ｎｏ.４１は形状矯正での伸び率が過大であるため、これ
らはいずれも板材の平坦性が悪かった。Ｎｏ.４２は低温焼鈍での加熱時の張力が過小で
あり、Ｎｏ.４３は低温焼鈍での加熱時の張力が過大であるため、これらはいずれも板材
の平坦性が悪かった。Ｎｏ.４４は低温焼鈍での最大冷却速度が過大であったので板材の
平坦性が悪かった。Ｎｏ.４５は低温焼鈍の加熱温度が低すぎたので板材の平坦性が悪か
った。
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