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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｎｉ：０.８０～３.５０％、Ｃｏ：０.５０～２.００％、Ｓｉ：０.３０～
２.００％、Ｆｅ：０～０.１０％、Ｃｒ：０～０.１０％、Ｍｇ：０～０.１０％、Ｍｎ：
０～０.１０％、Ｔｉ：０～０.３０％、Ｖ：０～０.２０％、Ｚｒ：０～０.１５％、Ｓｎ
：０～０.１０％、Ｚｎ：０～０.１５％、Ａｌ：０～０.２０％、Ｂ：０～０.０２％、Ｐ
：０～０.１０％、Ａｇ：０～０.１０％、Ｂｅ：０～０.１５％、ＲＥＭ（希土類元素）
：０～０.１０％、残部Ｃｕおよび不可避的不純物である化学組成を有し、母相中に存在
する第二相粒子のうち、粒径２ｎｍ以上１０ｎｍ未満の「超微細第二相粒子」の個数密度
が１.０×１０9個／ｍｍ2以上、粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満の「微細第二相粒子」
の個数密度が５.０×１０7個／ｍｍ2以下、粒径１００ｎｍ以上３.０μｍ以下の「粗大第
二相粒子」の個数密度が１.０×１０5個／ｍｍ2以上１.０×１０6個／ｍｍ2以下であり、
下記（１）式を満たす結晶配向を有する銅合金板材。
　Ｉ｛２００｝／Ｉ0｛２００｝≧３.０　…（１）
　ここで、Ｉ｛２００｝は当該銅合金板材板面における｛２００｝結晶面のＸ線回折ピー
クの積分強度、Ｉ0｛２００｝は純銅標準粉末試料における｛２００｝結晶面のＸ線回折
ピークの積分強度である。
【請求項２】
　圧延方向の０.２％耐力が９５０ＭＰａ以上、曲げたわみ係数が９５ＧＰａ以下、導電
率が３０％ＩＡＣＳ以上である請求項１に記載の銅合金板材。
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【請求項３】
　質量％で、Ｎｉ：０.８０～３.５０％、Ｃｏ：０.５０～２.００％、Ｓｉ：０.３０～
２.００％、Ｆｅ：０～０.１０％、Ｃｒ：０～０.１０％、Ｍｇ：０～０.１０％、Ｍｎ：
０～０.１０％、Ｔｉ：０～０.３０％、Ｖ：０～０.２０％、Ｚｒ：０～０.１５％、Ｓｎ
：０～０.１０％、Ｚｎ：０～０.１５％、Ａｌ：０～０.２０％、Ｂ：０～０.０２％、Ｐ
：０～０.１０％、Ａｇ：０～０.１０％、Ｂｅ：０～０.１５％、ＲＥＭ（希土類元素）
：０～０.１０％、残部Ｃｕおよび不可避的不純物である化学組成を有し、１０６０℃以
下８５０℃以上の温度範囲で圧延率８５％以上の圧延加工を施す処理を経ており、粒径１
００ｎｍ以上３.０μｍ以下の「粗大第二相粒子」の個数密度が１.０×１０5個／ｍｍ2以
上１.０×１０6個／ｍｍ2以下であり、粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満の「微細第二相
粒子」の個数密度が５.０×１０7個／ｍｍ2以下である金属組織を有する銅合金板材中間
製品に対して、８００℃から９５０℃までの昇温速度が５０℃／ｓｅｃ以上となるように
９５０℃以上に昇温したのち９５０～１０２０℃で保持するヒートパターンで溶体化処理
を施す工程、
　前記溶体化処理後の材料を３５０～５００℃で時効処理する工程、
を有する請求項１または２に記載の銅合金板材の製造法。
【請求項４】
　質量％で、Ｎｉ：０.８０～３.５０％、Ｃｏ：０.５０～２.００％、Ｓｉ：０.３０～
２.００％、Ｆｅ：０～０.１０％、Ｃｒ：０～０.１０％、Ｍｇ：０～０.１０％、Ｍｎ：
０～０.１０％、Ｔｉ：０～０.３０％、Ｖ：０～０.２０％、Ｚｒ：０～０.１５％、Ｓｎ
：０～０.１０％、Ｚｎ：０～０.１５％、Ａｌ：０～０.２０％、Ｂ：０～０.０２％、Ｐ
：０～０.１０％、Ａｇ：０～０.１０％、Ｂｅ：０～０.１５％、ＲＥＭ（希土類元素）
：０～０.１０％、残部Ｃｕおよび不可避的不純物である化学組成を有する銅合金鋳片に
対して、１０６０℃以下８５０℃以上の温度範囲で圧延率８５％以上、且つ８５０℃未満
７００℃以上の温度範囲で圧延率３０％以上の熱間圧延を施し、その後、冷間圧延を経る
ことにより、粒径１００ｎｍ以上３.０μｍ以下の「粗大第二相粒子」の個数密度が１.０
×１０5個／ｍｍ2以上１.０×１０6個／ｍｍ2以下であり、粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ
未満の「微細第二相粒子」の個数密度が５.０×１０7個／ｍｍ2以下である金属組織を有
する銅合金板材中間製品を得る工程、
　前記銅合金板材中間製品に対して、８００℃から９５０℃までの昇温速度が５０℃／ｓ
ｅｃ以上となるように９５０℃以上に昇温したのち９５０～１０２０℃で保持するヒート
パターンで溶体化処理を施す工程、
　前記溶体化処理後の材料を３５０～５００℃で時効処理する工程、
を有する請求項１または２に記載の銅合金板材の製造法。
【請求項５】
　前記溶体化処理において下記（１）式を満たす結晶配向を得る請求項３または４に記載
の銅合金板材の製造法。
　Ｉ｛２００｝／Ｉ0｛２００｝≧３.０　…（１）
　ここで、Ｉ｛２００｝は当該銅合金板材板面における｛２００｝結晶面のＸ線回折ピー
クの積分強度、Ｉ0｛２００｝は純銅標準粉末における｛２００｝結晶面のＸ線回折ピー
クの積分強度である。
【請求項６】
　前記時効処理後に、下記（１）式を満たす結晶配向が維持される圧延率の範囲で仕上げ
冷間圧延を施す請求項３～５のいずれか１項に記載の銅合金板材の製造法。
　Ｉ｛２００｝／Ｉ0｛２００｝≧３.０　…（１）
　ここで、Ｉ｛２００｝は当該銅合金板材板面における｛２００｝結晶面のＸ線回折ピー
クの積分強度、Ｉ0｛２００｝は純銅標準粉末における｛２００｝結晶面のＸ線回折ピー
クの積分強度である。
【請求項７】
　前記仕上げ冷間圧延後に、１５０～５５０℃の範囲で低温焼鈍を施す請求項６に記載の
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銅合金板材の製造法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタ、リードフレーム、リレー、スイッチなどの電気・電子部品に適し
たＣｕ－Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系銅合金板材において特に曲げたわみ係数の低減を図ったもの
、およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コネクタ、リードフレーム、リレー、スイッチなどの通電部品として電気・電子部品に
使用される材料には、通電によるジュール熱の発生を抑制するために良好な「導電性」が
要求されるとともに、電気・電子機器の組立時や作動時に付与される応力に耐え得る高い
「強度」が要求される。また、コネクタなどの電気・電子部品は、一般にプレス打ち抜き
後に曲げ加工により成形されることから、優れた曲げ加工性も要求される。
【０００３】
　特に近年、コネクタなどの電気・電子部品は小型化および軽量化が進む傾向にあり、そ
れに伴って、素材である銅合金の板材には薄肉化の要求（例えば、板厚が０.１５ｍｍ以
下、更に０.１０ｍｍ以下）が高まっている。そのため、素材に要求される強度レベル、
導電性レベルは一層厳しくなっている。具体的には０.２％耐力９５０ＭＰａ以上の強度
レベルと導電率３０％ＩＡＣＳ以上の導電性レベルを併せ持つ素材が望まれている。
【０００４】
　また、コネクタなどの電気・電子部品は一般にプレス打ち抜き後に曲げ加工により成形
されることから、設計時には「曲げたわみ係数」が用いられる。曲げたわみ係数とは曲げ
試験時の弾性係数であり、曲げたわみ係数が低いほど永久変形を開始するまでの曲げたわ
み量を大きくとることができる。特に最近では素材の板厚や残留応力といったバラツキを
許容できる設計に加え、端子部分の「挿入感」を重視するような実使用上のニーズに応え
るため、ばねの変位を大きくとる構造が求められている。そのためには、素材の機械的特
性において圧延方向の曲げたわみ係数が９５ＧＰａ以下、好ましくは９０ＧＰａ以下と小
さいことが有利となる。
【０００５】
　代表的な高強度銅合金として、Ｃｕ－Ｂｅ系合金（例えばＣ１７２００；Ｃｕ－２％Ｂ
ｅ）、Ｃｕ－Ｔｉ系合金（例えばＣ１９９００；Ｃｕ－３.２％Ｔｉ）、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓ
ｎ系合金（例えばＣ７２７００；Ｃｕ－９％Ｎｉ－６％Ｓｎ）などが挙げられる。しかし
ながら、コストと環境負荷の視点から近年Ｃｕ－Ｂｅ系合金を敬遠する傾向（いわゆる脱
ベリ志向）が強まっている。また、Ｃｕ－Ｔｉ系合金およびＣｕ－Ｎｉ－Ｓｎ系合金は、
固溶元素が母相内に周期的な濃度変動を有する変調構造（スピノーダル構造）を有し、強
度は高いものの、導電率が例えば１０～１５％ＩＡＣＳ程度と低いという欠点がある。
【０００６】
　一方、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系合金（いわゆるコルソン合金）は、強度と導電性の特性バラ
ンスに比較的優れた材料として注目されている。例えば、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金板材
は、溶体化処理、冷間圧延、時効処理、仕上げ冷間圧延および低温焼鈍を基本とする工程
により、比較的高い導電率（３０～５０％ＩＡＣＳ）を維持しながら７００ＭＰａ以上の
０.２％耐力に調整することができる。しかし、この合金系において更なる高強度化に対
応することは必ずしも容易ではない。
【０００７】
　Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金板材の高強度化手段として、Ｎｉ、Ｓｉの多量添加や時効処
理後の仕上げ圧延（調質処理）率の増大などの一般的手法が知られている。Ｎｉ、Ｓｉの
添加量増大に伴い強度は増大していく。しかし、ある程度の添加量（例えばＮｉ：３％、
Ｓｉ：０.７％程度）を超えると強度の増大が飽和する傾向にあり、９５０ＭＰａ以上の
０.２％耐力を達成することは極めて困難である。また、Ｎｉ、Ｓｉの過剰添加は導電率
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の低下や、Ｎｉ－Ｓｉ系析出物の粗大化による曲げ加工性の低下を招きやすい。他方、時
効処理後の仕上げ圧延率の増大によっても強度の向上は可能である。しかし、仕上げ圧延
率が高くなると曲げ加工性、特に圧延方向を曲げ軸とする「ＢａｄＷａｙ曲げ」での曲げ
加工性が著しく悪化する。そのため、強度レベルが高くても電気・電子部品に加工できな
くなる場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－２４８３３３号公報
【特許文献２】特開２００９－７６６６号公報
【特許文献３】ＷＯ２０１１／０６８１３４号公報
【特許文献４】特開２０１１－２５２１８８号公報
【特許文献５】特開２０１１－８４７６４号公報
【特許文献６】特開２０１１－２３１３９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系合金の改良系として、Ｃｏを添加したＣｕ－Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系合
金が知られている。ＣｏはＮｉと同様にＳｉとの化合物を形成するので、Ｃｏ－Ｓｉ系析
出物による強度向上効果が得られる。Ｃｕ－Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系合金を用いて特性改善を
図った例として、以下のような文献が挙げられる。
【００１０】
　特許文献１にはＣｕ－Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系合金において粗大析出物の抑制により第二相
粒子の個数密度を制御することに加え、加工硬化を組み合わせて強度を向上させることが
記載されている。しかし、その強度レベルは０.２％耐力８１０～９２０ＭＰａ程度であ
り、９５０ＭＰａには至っていない。特許文献２には平均結晶粒径および集合組織を制御
して特性を向上させることが記載されているが、その強度レベルは０.２％耐力６５２～
８６７ＭＰａと低い。特許文献４には析出物の粒度分布を適正化することにより特に耐へ
たり性を改善することが記載されている。この場合も０.２％耐力が９５０ＭＰａ以上と
なるような高強度は実現されていない。
【００１１】
　特許文献３には集合組織の制御によって特性を向上させ、中には０.２％耐力１０００
ＭＰａを実現したＣｕ－Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系合金も開示されている。しかしながら、０.
２％耐力を９４０ＭＰａ以上に調整した材料では曲げたわみ係数が１００ＧＰａ以上と高
くなってしまい、高強度・低たわみ係数の両立を実現することは難しいことがわかる。
【００１２】
　特許文献５にはＸ線回折強度比Ｉ｛２００｝／Ｉ0｛２００｝が０.２～３.５のＣｕ－
Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系合金が例示されている。しかし、Ｉ｛２００｝／Ｉ0｛２００｝が３.
０以上のものにおいて９５０ＭＰａ以上の０.２％耐力は実現されていない。特許文献６
にはＣｕｂｅ方位粒の面積率が高く、０.２％耐力９５０ＭＰａ以上のＣｕ－Ｎｉ－Ｃｏ
－Ｓｉ系銅合金板材が示されている。しかし、発明者らの検討によれば、この文献の技術
によって曲げたわみ係数が９５ＭＰａ以下と低いものを得ることは難しいことがわかった
。
【００１３】
　以上のように、銅合金板材の高強度化と、曲げたわみ係数の低減を高いレベルで両立さ
せることは容易でなかった。本発明はこのような従来の問題点に鑑み、３０％ＩＡＣＳ以
上の導電率と良好な曲げ加工性を維持しつつ、０.２％耐力９５０ＭＰａ以上の高強度を
有し、且つ９５ＧＰａ以下の曲げたわみ係数と優れた曲げ加工性を同時に有するＣｕ－Ｎ
ｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系銅合金板材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】
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【００１４】
　上記目的は、質量％で、Ｎｉ：０.８０～３.５０％、Ｃｏ：０.５０～２.００％、Ｓｉ
：０.３０～２.００％、Ｆｅ：０～０.１０％、Ｃｒ：０～０.１０％、Ｍｇ：０～０.１
０％、Ｍｎ：０～０.１０％、Ｔｉ：０～０.３０％、Ｖ：０～０.２０％、Ｚｒ：０～０.
１５％、Ｓｎ：０～０.１０％、Ｚｎ：０～０.１５％、Ａｌ：０～０.２０％、Ｂ：０～
０.０２％、Ｐ：０～０.１０％、Ａｇ：０～０.１０％、Ｂｅ：０～０.１５％、ＲＥＭ（
希土類元素）：０～０.１０％、残部Ｃｕおよび不可避的不純物である化学組成を有し、
母相中に存在する第二相粒子のうち、粒径２ｎｍ以上１０ｎｍ未満の「超微細第二相粒子
」の個数密度が１.０×１０9個／ｍｍ2以上、粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満の「微細
第二相粒子」の個数密度が５.０×１０7個／ｍｍ2以下、粒径１００ｎｍ以上３.０μｍ以
下の「粗大第二相粒子」の個数密度が１.０×１０5個／ｍｍ2以上１.０×１０6個／ｍｍ2

以下であり、下記（１）式を満たす結晶配向を有する銅合金板材によって達成される。
　Ｉ｛２００｝／Ｉ0｛２００｝≧３.０　…（１）
　ここで、Ｉ｛２００｝は当該銅合金板材板面における｛２００｝結晶面のＸ線回折ピー
クの積分強度、Ｉ0｛２００｝は純銅標準粉末における｛２００｝結晶面のＸ線回折ピー
クの積分強度である。
【００１５】
　その銅合金板材は、圧延方向の０.２％耐力が９５０ＭＰａ以上、圧延方向の曲げたわ
み係数が９５ＧＰａ以下、導電率が３０％ＩＡＣＳ以上という特性を具備する。なお、本
発明においてＹ（イットリウム）はＲＥＭ（希土類元素）であるとして扱う。
【００１６】
　上記銅合金板材の製造方法として、上記化学組成を有し、１０６０℃以下８５０℃以上
の温度範囲で圧延率８５％以上の圧延加工を施す処理を経ており、粒径１００ｎｍ以上３
.０μｍ以下の「粗大第二相粒子」の個数密度が１.０×１０5個／ｍｍ2以上１.０×１０6

個／ｍｍ2以下であり、粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満の「微細第二相粒子」の個数密
度が５.０×１０7個／ｍｍ2以下である金属組織を有する銅合金板材中間製品に対して、
８００℃から９５０℃までの昇温速度が５０℃／ｓｅｃ以上となるように９５０℃以上に
昇温したのち９５０～１０２０℃で保持するヒートパターンで溶体化処理を施す工程、
　前記溶体化処理後の金属組織および結晶配向を有する材料を３５０～５００℃で時効処
理する工程、
を有する製造法が提供される。前記溶体化処理において上記（１）式を満たす結晶配向を
得ることができる。
【００１７】
　上記の銅合金板材中間製品は、上記化学組成を有する銅合金鋳片に対して、１０６０℃
以下８５０℃以上の温度範囲で圧延率８５％以上、且つ８５０℃未満７００℃以上の温度
範囲で圧延率３０％以上の熱間圧延を施し、その後、冷間圧延を経ることにより製造する
ことができる。
【００１８】
　時効処理後に、前記（１）式を満たす結晶配向が維持される圧延率の範囲で仕上げ冷間
圧延を施すことが強度レベルを引き上げるうえで有効である。仕上げ冷間圧延後には、１
５０～５５０℃の範囲で低温焼鈍を施すことができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、導電率３０％ＩＡＣＳ以上、０.２％耐力９５０ＭＰａ以上、曲げた
わみ係数９５ＧＰａ以下の特性を有する曲げ加工性の良好な銅合金板材が実現できる。曲
げたわみ係数が小さいことから、永久変形を開始するまでの曲げたわみ量を大きくとるこ
とができ、且つ０.２％耐力が高いので、コネクター、リードフレームなどの通電部品に
おいて端子部分の「挿入感」を改善することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　発明者らは、研究の結果、以下のような知見を得た。
（ａ）Ｃｕ－Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系銅合金板材において、粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満
の「微細第二相粒子」と粒径１００ｎｍ以上３.０μｍ以下の「粗大第二相粒子」の個数
密度を所定範囲にコントロールし、且つ板面に平行な｛２００｝結晶面を持つ結晶粒の割
合を増大させることにより、曲げたわみ係数を低下させることができる。
（ｂ）粒径２ｎｍ以上１０ｎｍ未満の「超微細第二相粒子」の個数密度を十分に確保する
ことにより、上記曲げたわみ係数の低下を損なうことなく高い強度レベルが得られる。
（ｃ）熱間圧延により「粗大第二相粒子」を十分に生成させたのち、昇温過程での急速加
熱を要件とする溶体化処理を施すことにより、上記（ａ）（ｂ）の金属組織および結晶配
向を有する銅合金板材を実現することができる。
　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。
【００２１】
〔第二相粒子〕
　Ｃｕ－Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系合金は、ｆｃｃ結晶からなる母相（マトリクス）の中に第二
相粒子が存在する金属組織を呈する。第二相粒子は鋳造工程の凝固時に生成する晶出物お
よびその後の製造工程で生成する析出物であり、当該合金の場合、主としてＣｏ－Ｓｉ系
金属間化合物相とＮｉ－Ｓｉ系金属間化合物相で構成される。本明細書ではＣｕ－Ｎｉ－
Ｃｏ－Ｓｉ系合金に観測される第二相粒子を以下の４種類に分類している。
　（i）超微細第二相粒子；　粒径２ｎｍ以上１０ｎｍ未満であり、溶体化処理後の時効
処理で生成する。強度向上に寄与する。
　（ii）微細第二相粒子；　粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満であり、強度向上にはほと
んど寄与せず、曲げたわみ係数の上昇を招く。
　（iii）粗大第二相粒子；　粒径１００ｎｍ以上３.０μｍ以下であり、強度向上にはほ
とんど寄与せず、曲げたわみ係数の上昇を招く。ただし、溶体化処理において板面に平行
な｛２００｝結晶面を持つ結晶粒の割合を増大させるために有効であることがわかった。
　（iv）超粗大第二相粒子；　粒径３.０μｍを超えるものであり、鋳造工程の凝固時に
生成する。強度向上には寄与しない。製品に残存すると曲げ加工時の割れの起点となりや
すい。
【００２２】
〔第二相粒子の分布〕
　粒径２ｎｍ以上１０ｎｍ未満の「超微細第二相粒子」は０.２％耐力９５０ＭＰａ以上
の高強度を得る上で重要である。種々検討の結果、超微細第二相粒子の個数密度は１.０
×１０9個／ｍｍ2以上を確保する必要がある。それより少ないと仕上げ冷間圧延での圧延
率をかなり高くしない限り０.２％耐力９５０ＭＰａ以上の強度レベルを得ることは難し
い。仕上げ冷間圧延率が過大になると板面における｛２００｝結晶面の配向割合が低下し
、曲げたわみ係数の上昇を招く。超微細第二相粒子の個数密度の上限は特に規定する必要
はないが、本発明で対象とする化学組成範囲では通常、５.０×１０9個／ｍｍ2以下の範
囲となる。また、超微細第二相粒子の個数密度は１.５×１０9個／ｍｍ2以上であること
が好ましい。
【００２３】
　粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満の「微細第二相粒子」は強度向上にほとんど寄与せず
、曲げ加工性の向上にも寄与しない。また、曲げたわみ係数を上昇させる要因となる。し
たがって本発明では、不要な微細第二相粒子の存在割合が少なく、その分、強度向上に有
効な超微細第二相粒子の量を上述のように十分確保した金属組織を対象とする。具体的に
は、微細第二相粒子の個数密度は５.０×１０7個／ｍｍ2以下に制限され、４.０×１０7

個／ｍｍ2以下とすることがより好ましい。
【００２４】
　粒径１００ｎｍ以上３.０μｍ以下の「粗大第二相粒子」は、溶体化処理に供する中間
製品の段階で十分に存在させておくことにより、溶体化処理時において、曲げたわみ係数
の低減に極めて有利な結晶配向を有する再結晶集合組織（後述の｛２００｝配向）を形成
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する作用を発揮する。しかし、粗大第二相粒子が多すぎると曲げたわみ係数の上昇を招く
。したがって本発明では、粗大第二相粒子の個数密度を１.０×１０5個／ｍｍ2以上１.０
×１０6個／ｍｍ2以下とする。これより少ない場合には結晶配向の形成が不十分となり曲
げたわみ係数の低減効果が得られにくい。これより多い場合には曲げたわみ係数の上昇を
招きやすく、また超微細第二相粒子量の確保が不十分となり強度低下を招きやすい。なお
、粗大第二相粒子の個数密度は５.０×１０5個／ｍｍ2以下であることがより好ましい。
【００２５】
　粒径３.０μｍを超える「超粗大第二相粒子」は、本発明において有益ではないため、
できるだけ少ないことが望ましい。ただし、曲げ加工性を阻害するほど多量の超粗大第二
相粒子が存在するような場合には、そもそも超微細第二相粒子および粗大第二相粒子の存
在量を上述のように十分確保することが困難である。したがって、本発明において超粗大
第二相粒子の個数密度を特に規定する必要はない。
【００２６】
〔結晶配向〕
　圧延を経て製造された銅系材料の板材において、｛２００｝結晶面が板面に平行で且つ
＜００１＞方向が圧延方向に平行な結晶の方位はＣｕｂｅ方位と呼ばれる。Ｃｕｂｅ方位
の結晶は、板厚方向（ＮＤ）、圧延方向（ＲＤ）、圧延方向と板厚方向に垂直な方向（Ｔ
Ｄ）の３方向に同等な変形特性を示す。｛２００｝結晶面上のすべり線は、曲げ軸に対し
て４５°および１３５°と対称性が高いため、せん断帯を形成することなく曲げ変形が可
能である。そのため、Ｃｕｂｅ方位の結晶粒は本質的に曲げ加工性が良好である。
【００２７】
　Ｃｕｂｅ方位は純銅型再結晶集合組織の主方位であることが良く知られている。しかし
、銅合金においては一般的な工程条件でＣｕｂｅ方位を発達させることは困難である。発
明者らは鋭意研究の結果、特定条件での熱間圧延と溶体化処理を組み合わせる工程（後述
）により、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系合金において、｛２００｝結晶面が板面にほぼ平行
である結晶粒の存在割合が多い集合組織（以下、単に「｛２００｝配向」ということがあ
る）の実現が可能であることを見出した。そして、｛２００｝配向のＣｕ－Ｎｉ－Ｃｏ－
Ｓｉ系銅合金板材は、曲げ加工性が良好であることに加え、曲げたわみ係数の低減に極め
て有効であることを発見した。
【００２８】
　具体的には下記（１）式を満たす結晶配向を有する銅合金板材とすることによって、９
５ＧＰａ以下という低いたわみ係数を実現することができる。下記（１）’式を満たすこ
とが一層効果的である。
　Ｉ｛２００｝／Ｉ0｛２００｝≧３.０　…（１）
　Ｉ｛２００｝／Ｉ0｛２００｝≧３.５　…（１）’
　ここで、Ｉ｛２００｝は当該銅合金板材板面における｛２００｝結晶面のＸ線回折ピー
クの積分強度、Ｉ0｛２００｝は純銅標準粉末における｛２００｝結晶面のＸ線回折ピー
クの積分強度である。
【００２９】
　なお、９５ＧＰａ以下の曲げたわみ係数が得られる｛２００｝配向のＣｕ－Ｎｉ－Ｃｏ
－Ｓｉ系銅合金板材について、板面における｛２２０｝結晶面および｛２１１｝結晶面の
Ｘ線回折強度を測定すると、それぞれ下記（２）式および（３）式のようになる。
　Ｉ｛２２０｝／Ｉ0｛２２０｝≦３.０　…（２）
　Ｉ｛２１１｝／Ｉ0｛２１１｝≦２.０　…（３）
　ここで、Ｉ｛２２０｝は当該銅合金板材板面における｛２２０｝結晶面のＸ線回折ピー
クの積分強度、Ｉ0｛２２０｝は純銅標準粉末における｛２２０｝結晶面のＸ線回折ピー
クの積分強度である。同様にＩ｛２１１｝は当該銅合金板材板面における｛２１１｝結晶
面のＸ線回折ピークの積分強度、Ｉ0｛２１１｝は純銅標準粉末における｛２１１｝結晶
面のＸ線回折ピークの積分強度である。
【００３０】
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〔化学組成〕
　本発明で対象とするＣｕ－Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系合金の成分元素について説明する。以下
、合金元素についての「％」は特に断らない限り「質量％」を意味する。
　Ｎｉは、Ｎｉ－Ｓｉ系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元素で
ある。その作用を十分に発揮させるために、Ｎｉ含有量は０.８０％以上とすることが必
要であり、１.３０％以上とすることがより効果的である。一方、過剰なＮｉ含有は導電
率の低下や粗大析出物の生成による曲げ加工時の割れを招く要因となる。種々検討の結果
、Ｎｉ含有量は３.５０％以下の範囲に制限され、３.００％以下に管理してもよい。
【００３１】
　Ｃｏは、Ｃｏ－Ｓｉ系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元素で
ある。また、Ｎｉ－Ｓｉ系析出物を分散させる作用を有する。二種類の析出物の共存によ
る相乗効果によって強度が一層向上する。これらの作用を十分に発揮させるには０.５０
％以上のＣｏ含有量を確保することが好ましい。ただし、ＣｏはＮｉより高融点の金属で
あることから、Ｃｏ含有量が高すぎると溶体化処理での完全固溶が困難となり、未固溶の
Ｃｏは強度向上に有効なＣｏ－Ｓｉ系析出物の形成に使われない。そのためＣｏ含有量は
２.００％以下とするのが好ましく、１.８０％以下とすることが更に好ましい。
【００３２】
　Ｓｉは、Ｎｉ－Ｓｉ系析出物およびＣｏ－Ｓｉ系析出物の形成に必要な元素である。Ｎ
ｉ－Ｓｉ系析出物はＮｉ2Ｓｉを主体とする化合物であると考えられ、Ｃｏ－Ｓｉ系析出
物はＣｏ2Ｓｉを主体とする化合物であると考えられる。ただし、合金中のＮｉ、Ｃｏお
よびＳｉは時効処理によって全てが析出物になるとは限らず、ある程度は母相中に固溶し
た状態で存在する。固溶状態のＮｉ、ＣｏおよびＳｉは銅合金の強度を若干向上させるが
、析出状態と比べてその効果は小さく、また、導電率を低下させる原因になる。そのため
、Ｓｉ含有量は、できるだけ析出物Ｎｉ2ＳｉおよびＣｏ2Ｓｉの組成比に近づけるのが好
ましい。そのためには（Ｎｉ＋Ｃｏ）／Ｓｉ質量比を３.０～６.０に調整することが好ま
しく、３.５～５.０に調整することがより効果的である。このような観点から、本発明で
はＳｉ含有量が０.３０～２.００％の範囲にある合金を対象とし、０.５０～１.２０％の
範囲にあることがより好ましい。
【００３３】
　上記以外の任意添加元素として、必要に応じてＦｅ、Ｃｒ、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｖ、Ｚ
ｒ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｂ、Ｐ、Ａｇ、Ｂｅ、ＲＥＭ（希土類元素）などを添加してもよ
い。例えば、Ｓｎは耐応力緩和性の向上させる作用を有し、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作用を有し、Ｍｇも耐応力緩和性を向上させる作用を有する
。Ｆｅ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｖ、Ｚｒなどは強度を向上させる作用を有する。Ａｇは導電
率を大きく低下させずに固溶強化を図る上で有効である。Ｐは脱酸作用、Ｂは鋳造組織を
微細化する作用を有し、それぞれ熱間加工性の向上に有効である。また、Ｃｅ、Ｌａ、Ｄ
ｙ、Ｎｄ、ＹなどのＲＥＭ（希土類元素）は結晶粒の微細化や析出物の分散化に有効であ
る。
【００３４】
　これらの任意添加元素を多量に添加すると、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｓｉと化合物を形成する元素
もあり、本発明で規定する第二相粒子のサイズと分布の関係を満たすのが難しくなる。ま
た、導電率が低下したり、熱間加工性、冷間加工性に悪影響を及ぼしたりする場合もある
。種々検討の結果、これらの元素の含有量はそれぞれ、Ｆｅ：０～０.１０％、Ｃｒ：０
～０.１０％、Ｍｇ：０～０.１０％、Ｍｎ：０～０.１０％、Ｔｉ：０～０.３０％好まし
くは０～０.２５％、Ｖ：０～０.２０％、Ｚｒ：０～０.１５％、Ｓｎ：０～０.１０％、
Ｚｎ：０～０.１５％、Ａｌ：０～０.２０％、Ｂ：０～０.０２％、Ｐ：０～０.１０％、
Ａｇ：０～０.１０％、Ｂｅ：０～０.１５％、ＲＥＭ（希土類元素）：０～０.１０％の
範囲とすることが望まれる。また、これら任意添加元素は総量で２.０％以下であること
が好ましく、１.０％以下あるいは０.５％以下に管理してもよい。
【００３５】
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〔特性〕
　コネクタなどの電気・電子部品に適用する素材には、部品の端子部分（挿入部分）にお
いて、挿入時の応力負荷による座屈、変形が生じない強度が必要である。特に部品の小型
化および薄肉化に対応するには強度レベルに対する要求が一層厳しくなる。今後の小型化
・薄肉化のニーズを考慮すると、素材である銅合金板材の強度レベルとして圧延方向の０
.２％耐力を９５０ＭＰａ以上とすることが望まれる。通常、９５０ＭＰａ以上１０００
ＭＰａ未満の範囲とすればよく、９５０ＭＰａ以上９９０ＭＰａ未満、あるいは９５０Ｍ
Ｐａ以上９８０ＭＰａ未満にコントロールしてもよい。
【００３６】
　一方、端子部分の「挿入感」を重視するような実使用上のニーズに応えるためには、ば
ねとしての弾性変位が大きくなるように、曲げたわみ係数を小さくすることが極めて有効
である。そのためには、上記のような高強度を呈する板材において、曲げたわみ係数が９
５ＧＰａ以下と小さいことが望ましく、９０ＭＰａ以下であることがより好ましい。
【００３７】
　また、コネクタなどの通電部品は、電気・電子機器の高集積化、密装化および大電流化
に対応するために従来にも増して高導電率であることの要求が高まっている。具体的には
３０％ＩＡＣＳ以上の導電率であることが望まれ、３５％ＩＡＣＳ以上の導電率を確保す
ることがより好ましい。
【００３８】
〔製造方法〕
　上述の銅合金板材は、「熱間圧延→冷間圧延→溶体化処理→時効処理」のプロセスを経
て製造することができる。ただし、熱間圧延と溶体化処理においては、製造条件に工夫を
要する。熱間圧延と溶体化処理の間で行う冷間圧延においては所定の条件に管理した中間
焼鈍を施してもよい。時効処理後に「仕上げ冷間圧延」を行うことができる。また、その
後には「低温焼鈍」を施すことができる。一連のプロセスとして、「溶解・鋳造→熱間圧
延→冷間圧延→溶体化処理→時効処理→仕上げ冷間圧延→低温焼鈍」のプロセスを例示す
ることができる。以下、各工程における製造条件を例示する。
【００３９】
〔溶解・鋳造〕
　一般的な銅合金の溶製方法と同様の方法により、銅合金の原料を溶解した後、連続鋳造
や半連続鋳造などにより鋳片を製造することができる。ＣｏとＳｉの酸化を防止するため
に、木炭やカーボン等で溶湯を被覆するか、チャンバー内において不活性ガス雰囲気下ま
たは真空下で溶解を行うことが望ましい。なお、鋳造後には、鋳造組織の状態により必要
に応じて鋳片を均質化焼鈍に供することができる。均質化焼鈍は例えば１０００～１０６
０℃で１～１０ｈ加熱する条件にて行えばよい。均質化焼鈍は次工程の熱間圧延における
加熱工程を利用してもよい。
【００４０】
〔熱間圧延〕
　鋳片を１０００～１０６０℃に加熱した後、１０６０℃以下８５０℃以上の温度範囲で
圧延率８５％以上（好ましくは圧延率８５～９５％）の圧延を実施し、且つ８５０℃未満
７００℃以上の温度範囲で圧延率３０％以上の圧延を施すことが、後述の溶体化処理に供
するための「銅合金板材中間製品」を得る上で極めて有効である。
【００４１】
　鋳造時の凝固過程では粒径３.０μｍを超える粗大な晶出物が不可避的に生成し、その
冷却過程では粒径３μｍを超える粗大な析出物が不可避的に生成する。それらの晶出物お
よび析出物は超粗大第二相粒子として鋳片中に介在する。８５０℃以上の高温域で圧延率
８５％以上の圧延加工を施すことによって上記の超粗大第二相粒子を分解しながら固溶を
促進させ、組織の均質化を図る。この高温域での圧延率が８５％を下回ると超粗大第二相
粒子の固溶が不十分となり、残留した超粗大第二相粒子がその後の工程でも固溶すること
なく残存するため、時効処理での超微細第二相粒子の析出量が減少し強度が低下する。ま
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た、残存した粒径３.０μｍを超える粒子は曲げ加工時の割れの起点となるため曲げ加工
性が悪化することがある。
【００４２】
　次に、８５０℃未満７００℃以上の温度域で３０％以上の圧延率を確保する。これによ
り析出が促進され、溶体化処理に供するための「銅合金板材中間製品」において、粒径１
００ｎｍ以上３.０μｍ以下の粗大第二相粒子の個数密度を上記所定範囲に確保すること
ができる。このようにして熱間圧延工程で粗大第二相粒子の個数密度を制御しておくこと
により、溶体化処理において｛２００｝配向を得ることが可能となるのである。また、上
記熱処理条件を採用することにより粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満の微細第二相粒子の
個数密度についても銅合金板材中間製品において上記所定量を超えないようにすることが
できる。８５０℃未満７００℃以上の温度域での圧延率が３０％を下回ってしまうと第二
相粒子の析出および粗大第二相粒子への粒成長が不十分となる。この場合、強度向上、｛
２００｝配向の形成のどちらにも寄与しない粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満の微細第二
相粒子の個数密度が高まり、強度の低下、曲げたわみ係数の上昇、曲げ加工性の悪化を招
きやすい。また、８５０℃未満７００℃以上の温度域での圧延率が不足すると微細第二相
粒子の増大を招きやすく、曲げたわみ係数の上昇要因となりうる。なお、この温度域での
圧延率は６０％以下とすることがより好ましい。
【００４３】
　なお、圧延率は下記（４）式により表される。
　圧延率Ｒ（％）＝（ｈ0－ｈ1）／ｈ0×１００　…（４）
　ここで、ｈ0は圧延前の板厚（ｍｍ）、ｈ1は圧延後の板厚（ｍｍ）である。
　熱間圧延でのトータルの圧延率は８５～９８％とすればよい。
　例として、厚さ１００ｍｍの鋳片に対して８５０℃以上の高温域で圧延率９０％の圧延
を行い、８５０℃未満の温度域で圧延率４０％の圧延を行う場合について説明する。まず
、圧延率９０％の圧延に関しては、（４）式のｈ0に１００ｍｍ、Ｒに９０％を代入する
と圧延率９０％の圧延後の板厚ｈ1は１０ｍｍとなる。次に、圧延率４０％の圧延に関し
ては、（４）式のｈ0に１０ｍｍ、Ｒに４０％を代入すると圧延率４０％の圧延後の板厚
ｈ1は６ｍｍとなる。したがってこの場合、熱間圧延での初期板厚は１００ｍｍ、最終板
厚は６ｍｍであるから、改めて（４）式のｈ0に１００ｍｍ、ｈ1に６ｍｍを代入すると、
熱間圧延でのトータルの圧延率は９４％となる。
　熱間圧延終了後には、水冷などにより急冷するのが好ましい。また、熱間圧延後には必
要に応じて面削や酸洗を行うことができる。
【００４４】
〔冷間圧延〕
　上記熱間圧延により第二相粒子の粒度を調整した熱延材に対して、所定の厚さを得るた
めに冷間圧延を施して、溶体化処理に供するための「銅合金板材中間製品」とすることが
できる。必要に応じて冷間圧延工程の途中で中間焼鈍を施してもよい。冷間圧延によって
粗大な第二相粒子は圧延方向に多少引き延ばされるが、中間焼鈍を施さない場合は第二相
粒子の体積は保たれる。中間焼鈍を施すと第二相の析出が生じるが、粒径１０ｎｍ以上１
００ｎｍ未満の微細第二相粒子の個数密度が５.０×１０7個／ｍｍ2以下の範囲に維持さ
れる条件で焼鈍すれば問題ない。本発明では後述のように粗大第二相粒子の個数密度は板
面に平行な断面についての走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）観察によって測定される値を採用
するが、発明者らの検討によれば、その手法によって定まる粒径１００ｎｍ以上３.０μ
ｍ以下の粗大第二相粒子の個数密度が１.０×１０5個／ｍｍ2以上１.０×１０6個／ｍｍ2

以下である銅合金板材中間製品に対して、後述の特異なヒートパターンを有する溶体化処
理を施すことにより、所望の結晶配向が得られることがわかった。上記熱間圧延の条件範
囲にて、この冷間圧延後の「粗大第二相粒子」の個数密度を上記範囲に収めることが可能
である。ここでの冷間圧延は通常、圧延率９９％以下の範囲とすればよい。なお、熱間圧
延で所望の板厚に達していれば冷間圧延を実施しなくてもよいが、溶体化処理の再結晶化
を促進するという観点からは、圧延率が５０％以上の冷間圧延を施すことが有利となる。
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中間焼鈍を施さない場合は、溶体化処理工程が熱間圧延後の最初の熱処理となる。
【００４５】
〔溶体化処理〕
　上述のようにして粒径１００ｎｍ以上３.０μｍ以下の「粗大第二相粒子」の個数密度
を調整した銅合金板材中間製品に対して、溶体化処理を施す。一般に溶体化処理は溶質元
素をマトリクス中に再固溶させることおよび十分に再結晶化することを主たる目的として
いる。本発明ではさらに｛２００｝配向の再結晶集合組織を得ることを重要な目的とする
。
【００４６】
　本発明に従う溶体化処理においては、昇温過程において、８００℃から９５０℃までの
昇温速度が５０℃／ｓｅｃ以上となるように９５０℃以上に昇温することが重要である。
粒径１００ｎｍ以上３.０μｍ以下の「粗大第二相粒子」の個数密度が上述のように調整
されているＣｕ－Ｎｉ－Ｃｏ－Ｓｉ系銅合金板材に対してこのような急速な昇温を施すと
、｛２００｝配向が増大し、｛２２０｝面、｛２１１｝面の板面Ｘ線回折強度が低い結晶
配向を得ることができる。そのような結晶配向が得られるメカニズムについては現時点で
不明な点も多いが、上記粒径の粗大第二相粒子は再結晶による結晶粒成長を抑制する作用
を有すると考えられ、そのような粒子が適量分散している場合に急速昇温によって急激に
再結晶を起こさせると、過剰な結晶粒成長に至らず、結果的に｛２００｝配向が得られる
のである。８００℃から９５０℃までの昇温速度が５０℃／ｓｅｃより遅いと再結晶の進
行速度が遅くなり、安定して｛２００｝配向を得ることが難しくなる。
【００４７】
　９５０℃以上での加熱保持によって溶質元素の再固溶を十分に進行させる。保持温度が
９５０℃より低いと再固溶および再結晶が不十分となりやすい。一方、保持温度が１０２
０℃を超えると結晶粒の粗大化を招きやすい。これらいずれの場合も、最終的に曲げ加工
性の優れた高強度材を得ることが困難となる。したがって保持温度は９５０～１０２０℃
とする。この温度域での保持時間は例えば５ｓｅｃ～５ｍｉｎとすればよい。保持後の冷
却は、固溶した第二相粒子の析出を防止するため急冷することが好ましい。このようなヒ
ートパターンを有する溶体化処理によって上記の（１）式、好ましくは（１）’式を満た
すような｛２００｝配向を有する板材を得る。
【００４８】
〔時効処理〕
　時効処理では、強度と導電性の向上が主な目的となる。強度に寄与する超微細第二相粒
子をできるだけ多く析出させながら、第二相粒子の粗大化を防ぐ必要がある。時効処理温
度が高すぎると析出物が粗大化しやすく、超微細第二相粒子の粗大化により強度低下、曲
げたわみ係数の上昇を招く。一方、時効温度が低すぎると上述した特性を改善する効果が
十分に得られないか、時効時間が長すぎて生産性に不利になる。具体的には、時効処理は
３５０～５００℃の温度範囲で行うのが好ましい。時効処理時間は通常実施されるように
、硬さがピーク（最大）となる概ね１～１０ｈ程度で良好な結果が得られる。
【００４９】
〔仕上げ冷間圧延〕
　この仕上げ冷間圧延では、強度レベルの更なる向上を図る。ただし、冷間圧延率の増大
に伴い｛２２０｝を主方位成分とする圧延集合組織が発達していく。圧延率が高すぎると
｛２２０｝方位の圧延集合組織が相対的に優勢となりすぎ、高強度と低曲げたわみ係数を
両立することが困難となる。したがって、上記（１）式、より好ましくは上記（１）’式
を満たす結晶配向が維持される圧延率の範囲で仕上げ冷間圧延を実施する必要がある。発
明者らの詳細な研究の結果、圧延率が６０％を超えない範囲で仕上げ冷間圧延を行うこと
が望ましく、５０％以下の範囲とすることがより好ましい。
【００５０】
〔低温焼鈍〕
　仕上げ冷間圧延の後には、銅合金板材の残留応力の低減、ばね限界値と耐応力緩和特性
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定するのが好ましい。３００～５００℃の範囲とすることがより好ましい。これにより板
材内部の残留応力が低減され、強度の低下をほとんど伴わずに曲げ加工性を向上させるこ
とができる。また、導電率を向上させる効果もある。この加熱温度が高すぎると低時間で
軟化し、バッチ式でも連続式でも特性のバラツキが生じやすくなる。一方、加熱温度が低
すぎると上述した特性を改善する効果が十分に得られない。加熱時間は５ｓｅｃ以上の範
囲で設定することができる。３０ｓｅｃ～１ｈの範囲で設定することがより好ましい。
【実施例】
【００５１】
　表１に示す化学組成の銅合金を高周波溶解炉にて溶解し、厚さ６０ｍｍの鋳片を得た。
各鋳片を１０３０℃で４ｈ均質化焼鈍した。その後、熱間圧延→冷間圧延→溶体化処理→
時効処理→仕上げ冷間圧延→低温焼鈍の工程で板厚０.１５ｍｍの銅合金板材（供試材）
を得た。
【００５２】
　熱間圧延は、鋳片を１０００℃に加熱し、１０００℃から８５０℃までの高温域で種々
の圧延率で圧延し、続けて８５０℃未満から７００℃までの温度域で種々の圧延率で圧延
する手法にて行った。それぞれの温度域での圧延率は表１中に示してある。最終パス温度
は７００℃以上であり、熱間圧延後に材料を水冷によって急冷した。得られた熱延材の表
面酸化層を機械研磨により除去した後、冷間圧延を施して板厚０.２０ｍｍの「銅合金板
材中間製品」とした。
【００５３】
　上記銅合金板材中間製品に対して、溶体化処理を施した。昇温時に８００～９５０℃に
おける昇温速度を種々変化させて、１０００℃の保持温度まで昇温した。試料表面に取り
付けた熱電対により８００～９５０℃の昇温速度を測定した。１０００℃に到達後、１ｍ
ｉｎ保持し、その後、５０℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で常温まで急冷（水冷）した。８０
０～９５０℃における昇温速度は表１中に示してある。
【００５４】
　時効処理温度は４３０℃とし、時効時間は合金組成に応じて４３０℃の時効で硬さがピ
ークとなる時間に調整した。ただし、比較例Ｎｏ.３８では時効処理温度を５３０℃とし
、時効時間は５３０℃の時効で硬さがピークとなる時間とした。時効処理後、仕上げ圧延
を施して板厚０.１５ｍｍとし、最終的に４２５℃、１ｍｉｎの低温焼鈍を施して供試材
を得た。
【００５５】
　なお、比較例Ｎｏ.３７では、熱延材を機械研磨後に５５０℃で６ｈ中間焼鈍を実施し
た。中間焼鈍後は冷間圧延を施して板厚０.２０ｍｍの「銅合金板材の中間製品」とし、
本発明例と同様の条件で溶体化処理、時効処理、仕上げ圧延、低温焼鈍を順に施して板厚
０.１５ｍｍの銅合金板材（供試材）とした。
【００５６】



(13) JP 6039999 B2 2016.12.7

10

20

30

40

50

【表１】

【００５７】
〔第二相粒子の個数密度〕
　各供試材について、粒径２ｎｍ以上１０ｎｍ未満の「超微細第二相粒子」、粒径１０ｎ
ｍ以上１００ｎｍ未満の「微細第二相粒子」、および粒径１００ｎｍ以上３.０μｍ以下
の「粗大第二相粒子」の個数密度を測定した。
　超微細第二相粒子および微細第二相粒子については、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）によ
り１０００００倍の写真を無作為に選択した１０視野について撮影し、それらの写真上で
超微細第二相粒子あるいは微細第二相粒子に該当する粒子の数をカウントすることによっ
て個数密度を算出した。
　粗大第二相粒子については、板面に平行な電解研磨表面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）
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で観察し、３０００倍の写真を無作為に選択した１０視野について撮影し、その写真上で
粗大第二相粒子に該当する粒子の数をカウントすることによって個数密度を算出した。電
解研磨はリン酸、エタノール、純水の混合溶液を用いた。
　粒径は、いずれの場合も、各粒子を取り囲む最小円の直径とした。
　なお、粗大第二相粒子および微細第二相粒子に関しては、上記の銅合金板材中間製品に
ついても個数密度を確認した。
【００５８】
　また、各供試材から試料を採取し、Ｘ線回折強度、０.２％耐力、曲げたわみ係数、導
電率、曲げ加工性を以下のように測定した。
〔Ｘ線回折強度〕
　Ｘ線回折装置を用いて、Ｍｏ－Ｋα1およびＫα2線、管電圧４０ｋＶ、管電流３０ｍＡ
の条件で、試料の板面（圧延面）について｛２００｝面の回折ピークの積分強度Ｉ｛２０
０｝、｛２２０｝面の回折ピークの積分強度Ｉ｛２２０｝および｛２１１｝面の回折ピー
クの積分強度Ｉ｛２１１｝を測定するとともに、純銅標準粉末の｛２００｝面の回折ピー
クの積分強度Ｉ0｛２００｝、｛２２０｝面の回折ピークの積分強度Ｉ0｛２２０｝および
｛２１１｝面の回折ピークの積分強度Ｉ0｛２１１｝を測定した。なお、試料圧延面に明
らかな酸化が認められた場合には、酸洗または＃１５００耐水ペーパーで研磨仕上げした
試料を使用した。なお、純銅標準粉末としては、３２５メッシュ（ＪＩＳ　Ｚ８８０１）
純度９９.５％の市販の銅粉末を使用した。
【００５９】
〔０.２％耐力〕
　銅合金板材（供試材）の圧延方向に平行な引張試験用の試験片（ＪＩＳ　ＺＪ２２４１
の５号試験片）をそれぞれ３個ずつ採取し、ＪＩＳ　ＺＪ２２４１に従って引張試験を行
い、その平均値によって０.２％耐力を求めた。
【００６０】
〔曲げたわみ係数〕
　日本伸銅協会技術標準（ＪＣＢＡ　Ｔ３１２）に従って測定した。試験片の幅は１０ｍ
ｍ、長さ１５ｍｍとし、片持ち梁の曲げ試験を行い、荷重とたわみ変位からたわみ係数を
測定した。
〔導電率〕
　ＪＩＳ　Ｈ０５０５の導電率測定方法に従って測定した。
【００６１】
〔曲げ加工性〕
　銅合金板材（供試材）から長手方向がＴＤ（圧延方向に直角）方向の曲げ試験片（幅１
.０ｍｍ、長さ３０ｍｍ）を採取し、ＪＩＳ　Ｈ３１１０に従って９０°Ｗ曲げ試験を行
った。この試験後の試験片について、曲げ加工部の表面を光学顕微鏡によって１００倍の
倍率で観察して、割れが発生しない最小曲げ半径Ｒを求め、この最小曲げ半径Ｒを銅合金
板材の板厚ｔで除することによって、ＴＤのＲ／ｔ値を求めた。このＲ／ｔ値が１.０以
下であるものはコネクタ等の電気・電子部品への加工において十分な曲げ加工性を有する
と判断できる。
　以上の結果を表２に示す。
【００６２】
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【表２】

【００６３】
　表２からわかるように、第二相粒子の個数密度および結晶配向が適正範囲にある本発明
例のものは、いずれも導電率３０％ＩＡＣＳ以上、０.２％耐力９５０ＭＰａ以上、曲げ
たわみ係数９５ＧＰａ以下の特性を有し、曲げ加工性も良好であった。これら本発明例に
おいては、溶体化処理に供した「銅合金板材中間製品」の段階において、すでに粒径１０
０ｎｍ以上３.０μｍ以下の「粗大第二相粒子」の個数密度は１.０×１０5個／ｍｍ2以上
１.０×１０6個／ｍｍ2以下の範囲にあり、且つ粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満の「微
細第二相粒子」の個数密度は５.０×１０7個／ｍｍ2以下の範囲にあることが確認された
。この段階での粗大第二相粒子の適度な存在が、溶体化処理において（１）式を満たす｛
２００｝配向の形成に寄与したものと考えられる。
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【００６４】
　これに対し、比較例Ｎｏ.３１および３２はそれぞれＮｏ.１および８と同組成の合金で
あり粗大第二相粒子の個数密度は１.０×１０5個／ｍｍ2以上１.０×１０6個／ｍｍ2以下
の範囲にあるが、溶体化処理における８００～９５０℃の昇温速度が遅すぎたため（１）
式を満たす｛２００｝配向が得られず、曲げたわみ係数に劣った。なお、Ｎｏ.３１、３
２の溶体化処理に供した「銅合金板材中間製品」において、粒径１００ｎｍ以上３.０μ
ｍ以下の「粗大第二相粒子」の個数密度は１.０×１０5個／ｍｍ2以上１.０×１０6個／
ｍｍ2以下の範囲にあり、且つ粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満の「微細第二相粒子」の
個数密度は５.０×１０7個／ｍｍ2以下の範囲にあることが確認された。
【００６５】
　比較例Ｎｏ.３３、３４はいずれもＮｏ.８と同組成の合金であるが、熱間圧延において
８５０℃未満の温度域での圧延率が低すぎるか、またはこの温度域での圧延を施さなかっ
たため、溶体化処理に供するための銅合金板材中間製品における粗大第二相粒子の個数密
度は１.０×１０5個／ｍｍ2に満たなかった。その結果、（１）式を満たす｛２００｝配
向が得られず、曲げたわみ係数に劣った。なお、Ｎｏ.３３、３４の溶体化処理に供した
「銅合金板材中間製品」にける微細第二相粒子の個数密度は５.０×１０7個／ｍｍ2を超
えていることが確認された。
【００６６】
　Ｎｏ.３５、３６もＮｏ.８と同組成の合金であるが、熱間圧延にて８５０℃以上の高温
域での圧延率が不足したため超粗大第二相粒子の固溶が不十分となった。その結果、時効
処理で超微細第二相粒子の析出量が減少し、強度が低下した。なお、Ｎｏ.３５、３６の
溶体化処理に供した「銅合金板材中間製品」における粗大第二相粒子の個数密度は１.０
×１０5個／ｍｍ2以上１.０×１０6個／ｍｍ2以下の範囲にあり、微細第二相粒子の個数
密度は５.０×１０7個／ｍｍ2以下であることが確認された。
【００６７】
　Ｎｏ.３７は熱間圧延工程と溶体化処理工程の間に中間焼鈍工程（５５０℃での再結晶
焼鈍）を追加した工程により製造したものである。曲げ加工性および強度レベルは比較的
良好であるが、中間焼鈍を施したことに起因して粒径１０ｎｍ以上１００ｎｍ未満の「微
細第二相粒子」の個数密度が５.０×１０7個／ｍｍ2を超える値となったために曲げたわ
み係数は十分に低下しなかったものと考えられる。なお、Ｎｏ.３７の溶体化処理に供し
た「銅合金板材中間製品」における粗大第二相粒子の個数密度は１.０×１０5個／ｍｍ2

以上１.０×１０6個／ｍｍ2以下の範囲にあり、微細第二相粒子の個数密度は５.０×１０
7個／ｍｍ2を超えていることが確認された。
【００６８】
　Ｎｏ.３８は時効処理温度が５３０℃である工程により製造したものである。曲げ加工
性および強度レベルは比較的良好であるが、時効処理温度が高すぎたことに起因して粒径
１００ｎｍ以上３μｍ以下の「粗大第二相粒子」の個数密度が１.０×１０6個／ｍｍ2を
超える値となったために曲げたわみ係数は十分に低下しなかったものと考えられる。なお
、Ｎｏ.３９の溶体化処理に供した「銅合金板材中間製品」における粗大第二相粒子の個
数密度は１.０×１０6個／ｍｍ2を超えており、微細第二相粒子の個数密度は５.０×１０
7個／ｍｍ2以下であることが確認された。
【００６９】
　Ｎｏ.３９はＣｒ量が０.３４％と高い組成の合金である。Ｃｒ量が多いためＣｒ－Ｓｉ
系の粗大な第二相粒子が多く形成し、粒径２ｎｍ以上１０ｎｍ未満の「超微細第二相粒子
」の個数密度が１.０×１０9個／ｍｍ2を下回ったため強度が不足し、粒径１００ｎｍ以
上３μｍ以下の「粗大第二相粒子」の個数密度が１.０×１０6個／ｍｍ2を超える値とな
ったために曲げたわみ係数は十分に低下しなかったものと考えられる。なお、Ｎｏ.３９
の溶体化処理に供した「銅合金板材中間製品」における粗大第二相粒子の個数密度は１.
０×１０6個／ｍｍ2を超えており、微細第二相粒子の個数密度は５.０×１０7個／ｍｍ2

以下であることが確認された。
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【００７０】
　熱間圧延終了時点での粗大第二相粒子の個数密度に関しては、本発明例Ｎｏ.１～１６
、および比較例Ｎｏ.３１、３２、３５～３８が１.０×１０5個／ｍｍ2以上１.０×１０6

個／ｍｍ2以下の範囲であり、比較例３３、３４が１.０×１０5個／ｍｍ2より少なく、比
較例Ｎｏ.３９が１.０×１０6個／ｍｍ2を超えていた。
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