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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｚｎ：５．０～８．０％、Ｍｇ：１．０～２．０％、Ｃｕ：０．２５～０．
６％、Ｔｉ：０．００１～０．０５％、Ｆｅ：０．１５超～０．３５％を含み、さらにＭ
ｎ：０．０５～０．５％、Ｃｒ：０．０５～０．１５％、Ｚｒ：０．０５～０．２５％の
うち１種以上を含有し、残部がＡｌおよび不可避不純物からなる組成を有し、結晶粒組織
が繊維状組織であり、該結晶粒の長径側が平均で５０μｍ以下であることを特徴とする高
強度アルミニウム合金材。
【請求項２】
　請求項１記載の組成を有する高強度アルミニウム合金に溶体化焼入れ処理後に時効処理
を行い、耐力を２７０～３５０ＭＰａとすることを特徴とする高強度アルミニウム合金材
の製造方法。
【請求項３】
　前記溶体化焼入処理は、４６０～５４０℃で３０～１２０秒保持した後、強制空冷３０
～６００℃／分の冷却速度で冷却することを特徴とする請求項２記載の高強度アルミニウ
ム合金材の製造方法。
【請求項４】
　前記時効処理は、８０～１２０℃で５～８時間加熱保持して行うことを特徴とする請求
項２または３に記載の高強度アルミニウム合金材の製造方法。
【請求項５】
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　前記時効処理後に加工を行い、その後、さらに第二の時効処理を行うことを特徴とする
請求項２～４のいずれかに記載の高強度アルミニウム合金材の製造方法。
【請求項６】
　前記第二の時効処理は、１４０～１７０℃で４～１６時間加熱保持して行うことを特徴
とする請求項５記載の高強度アルミニウム合金材の製造方法。
【請求項７】
　前記高強度アルミニウム合金材が自転車用ギヤ材であることを特徴とする請求項２～６
のいずれかに記載の高強度アルミニウム合金材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　自転車のギヤ材などでは、軽量で強度の高い高強度アルミニウム合金の使用が主となっ
ており、該高強度アルミニウム材としては、Ａｌ－Ｚｎ－Ｍｇ－Ｃｕ系の７０７５合金（
例えば特許文献１）、Ａｌ－Ｃｕ－Ｍｇ系の２０１４、２０２４合金などが用いられてい
る。また、強度レベルは落ちるものの生産性に優れることからＡｌ－Ｚｎ－Ｍｇ系の７Ｎ
０１合金等が用いられる場合もある。自転車のギヤ材では、上記のような高強度アルミニ
ウム合金を用いて、図２に示すように、鋳造、熱間圧延、冷間圧延を経て、シート状にカ
ッティングした板材１０をバッチ炉１１による溶体化処理を１～２時間をかけて行い、そ
の後、水冷を行うことで所定の強度を得ている。その後、前記板材１０を打ち抜いてギア
粗材１２とし、該ギア粗材１２に切削加工を行って所定の形状に加工し、さらに時効処理
を行うことで所望の強度のギア材１３を得ている。その後、所望によりメッキ処理を行っ
て表面への装飾を施して製品化している。
【特許文献１】特開平９－３１６８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　しかし、前記したＡｌ－Ｃｕ－Ｍｇ系高強度アルミニウム合金は鋳造割れが生じやすく
、圧延時にはサイドクラックの発生が多いことから歩留りが悪くなるという問題がある。
また、Ａｌ－Ｚｎ－Ｍｇ系に前記問題は生じにくいが、強度が低いことおよびメッキ性が
良好でないという問題がある。また、上記した各高強度アルミニウム合金では、溶体化処
理後にそのまま、もしくは１０％以下の冷間加工を行った後に打ち抜きや切削を伴うギア
等の製作を行うと、強度が低いために平面度の悪化や切削時に切粉が連続して作業性を損
なうことがあり、逆に製品としての必要強度を板材であるうちに付与しておくと、工具摩
耗が速いなどの弊害が出るため、製造効率に劣るという問題がある。また、上記高強度ア
ルミニウム合金からなるギア材などでは、耐応力腐食割れ性（以下耐ＳＣＣ性という）に
劣っているという問題もある。
【０００３】
　本発明は、上記事情を背景としてなされたものであり、鋳造割れなどがなくて生産性に
優れ、さらに加工性、メッキ性、耐応力腐食割れ性などに優れた高強度アルミニウム合金
材ならびに該合金材の製造方法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】
【０００４】
　質量％で、Ｚｎ：５．０～８．０％、Ｍｇ：１．０～２．０％、Ｃｕ：０．２５～０．
６％、Ｔｉ：０．００１～０．０５％、Ｆｅ：０．１５超～０．３５％を含み、さらにＭ
ｎ：０．０５～０．５％、Ｃｒ：０．０５～０．１５％、Ｚｒ：０．０５～０．２５％の
うち１種以上を含有し、残部がＡｌおよび不可避不純物からなる組成を有し、結晶粒組織
が繊維状組織であり、該結晶粒の長径側が平均で５０μｍ以下であることを特徴とする。
【０００６】
　請求項２記載の高強度アルミニウム合金材の製造方法の発明は、請求項１記載の組成を
有する高強度アルミニウム合金に溶体化焼入れ処理後に時効処理を行い、耐力を２７０～
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３５０ＭＰａとすることを特徴とする。
【０００７】
　請求項３記載の高強度アルミニウム合金材の製造方法の発明は、請求項２記載の発明に
おいて、前記溶体化焼入処理は、４６０～５４０℃で３０～１２０秒保持した後、強制空
冷３０～６００℃／分の冷却速度で冷却することを特徴とする。
【０００８】
　請求項４記載の高強度アルミニウム合金材の製造方法の発明は、請求項２または３に記
載の発明において、前記時効処理は、８０～１２０℃で５～８時間加熱保持することを特
徴とする。
【０００９】
　請求項５記載の高強度アルミニウム合金材の製造方法の発明は、請求項２～４のいずれ
かに記載の発明において、前記時効処理後に加工を行い、その後、さらに第二の時効処理
を行うことを特徴とする。
【００１０】
　請求項６記載の高強度アルミニウム合金材の製造方法の発明は、請求項５記載の発明に
おいて、前記第二の時効処理は、１４０～１７０℃で４～１６時間加熱保持することを特
徴とする。
【００１１】
　請求項７記載の高強度アルミニウム合金材の製造方法の発明は、請求項２～６のいずれ
かに記載の発明において、前記高強度アルミニウム合金材が自転車用ギヤ材であることを
特徴とする。
【００１２】
　以下に、本発明で規定する内容について以下に説明する。なお、以下で示す含有量は、
いずれも質量％で示されるものである。
【００１３】
（高強度アルミニウム合金）
Ｚｎ：５．０～８．０％
　ＺｎはＭｇと共存してＭｇＺｎ２を形成し強度を向上させる。また、この化合物がメッ
キ処理前の酸洗い時に溶解して均一微細なエッチピットを形成し、メッキ層の密着性を向
上させる。ただし、下限未満ではこれらの効果が少なく、上限を超えると粒界に優先析出
する量が多くなりメッキ性が低下するので、Ｚｎ含有量を５．０～８．０％に定める。な
お、同様の理由で下限を６．０％、上限を８．０％とするのが望ましい。
【００１４】
Ｍｇ：１．０～２．０
　ＭｇはＺｎと共存してＭｇＺｎ２を形成し強度を向上させる。また、この化合物がメッ
キ処理前の酸洗い時に溶解して均一微細なエッチピットを形成し、メッキ層の密着性を向
上させる。下限未満ではこれらの効果が少なく、上限を超えると熱間加工性が著しく低下
するので、Ｍｇ含有量を１．０～２．０％に定める。
【００１５】
Ｃｕ：０．２５～０．６％
　ＣｕはＭｇやＺｎと同様に強度を向上させると共に他の元素と化合物を形成し、酸洗い
時のエッチピットの形成に寄与する。また、粒界に優先析出するＭｇＺｎ２に対して作用
し顕著な粒界エッチングを抑止する効果があるため、均一なエッチングに寄与する。下限
未満ではこれらの効果が無く、上限を超えると鋳造割れを生じ易くなる。Ｃｕ量の高い合
金は、メッキ性は良好であるが鋳造割れを起こす可能性が高いため、鋳塊の製造が非常に
難しくなるため、Ｃｕ量を上限以下とすれば低コストの製品を製造できるようになる。こ
れら理由によりＣｕ量を０．２５～０．６％に定める。
【００１６】
Ｔｉ：０．００１～０．０５％
　Ｔｉは鋳造組織を微細にする。ただし、下限未満ではこの効果が小さく、上限を超える
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とその効果が飽和するばかりか巨大な金属間化合物を生成しメッキ性を悪化させるので、
Ｔｉ量を０．００１～０．０５％に定める。なお、同様の理由で下限を０．０２％、上限
を０．０４％とするのが望ましい。
【００１７】
Ｆｅ：０．１５超～０．３５％
　Ｆｅはアルミニウム合金中では不純物として扱われることも多いが、鋳造割れを抑止す
る効果があることがわかった。アルミニウム中へのＦｅの最大固溶度は６５５℃平衡状態
で０．０５２％であるので、そのほとんどは金属間化合物として鋳造時に晶出する。下限
未満ではその鋳造割れ抑止効果が小さく、上限を超えると粗大な金属間化合物を形成しメ
ッキ欠陥の原因となったり、鋳塊製造時に特徴的なマクロ組織を生成し、それに起因した
帯状の表面欠陥として圧延後の板表面に現れたりすることがあるので、Ｆｅ量を０．１５
超～０．３５％に定める。なお、同様の理由で下限を０．２５％、上限を０．３５％とす
るのが望ましい。
【００１８】
Ｍｎ：０．０５～０．５％
Ｃｒ：０．０５～０．１５％
Ｚｒ：０．０５～０．２５％
　Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒは、均質化処理時に微細な金属間化合物を形成し、再結晶を抑止して
製品の結晶粒を繊維状組織とするので１種以上を含有させる。各成分で、下限未満ではそ
の効果が不充分であり、上限を超えるとその効果が飽和するばかりか粗大な金属間化合物
を形成しメッキ欠陥の原因となるので、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒの含有量をそれぞれ上記に定め
る。なお、同様の理由でＭｎの下限を０．２５％、上限を０．３５％とするのが望ましく
、Ｃｒの下限を０．０５％、上限を０．１０％とするのが望ましく、Ｚｒの下限を０．１
５％、上限を０．２５％とするのが望ましい。
　その他の不純物はおのおの０．０５％以下であることが望ましい。
【００１９】
（高強度アルミニウム合金材）
結晶粒組織が繊維状組織、該結晶粒の長径側が平均で５０μｍ以下
　結晶粒組織の長径側の平均粒径が５０μｍを超えると強度に及ぼす結晶粒径の影響が小
さくなる為に所望の強度が得られないばかりか、耐ＳＣＣ性が劣化する。なお、長径側の
平均粒径は、１μｍ以上が望ましい。１μｍ未満となると、部品製造時の耐力が３５０Ｍ
Ｐａを超えてしまい工具の摩耗が顕著になる。
【００２０】
（高強度アルミニウム材の製造方法）
溶体化焼入れ処理、時効処理後の耐力：２７０～３５０ＭＰａ
　溶体化焼入処理、時効処理を行って耐力２７０～３５０ＭＰａに調整することにより、
その後の打ち抜き、切削加工などの加工処理を円滑に行うことができ、切削工具などへの
負担も小さくすることができる。耐力が２７０ＭＰａ未満であると、加工処理を円滑に行
うことが困難になり、また３５０ＭＰａを超えると、強度が高すぎて加工が難しくなり、
切削工具の摩耗などが顕著になる。
【００２１】
溶体化焼入れ処理：４６０～５４０℃×３０～１２０秒加熱
　　　　　　　　　強制空冷
　溶体化処理は、焼入処理の前処理として、添加元素を固溶させることを目的として行う
。溶体化処理によって固溶した元素がその後の時効処理によって析出して、高強度化が可
能になる。溶体化処理に際し、加熱温度が４６０℃未満では、溶体化が十分になされず、
一方、５４０℃を超えると、局部的な溶融が起こり欠陥となるため上記温度範囲が望まし
い。また、溶体化処理時の加熱保持時間は、溶体化が十分になされるように、３０秒以上
とするのが望ましい。本発明法では、特定組成のアルミニウム合金を対象にして溶体化処
理を行っており、該組成においては、３０秒の加熱時間によって必要な固溶がなされる。
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一方、１２０秒を超えると、結晶粒が粗大化して十分な強度が得られないため、上記加熱
時間が望ましい。
　また、溶体化処理後に急速に冷却することで、溶体化処理で固溶した元素がそのまま冷
却される。このため、溶体化処理における冷却速度は３０℃／分以上とするのが望ましい
。一方、強制空冷を超える冷却速度（６００℃／分超）で冷却を行うと、耐ＳＣＣ性が低
下する。これは粒界の析出物が細かくなり腐食しやすくなるためと考えられる。
【００２２】
時効処理：８０～１２０℃×５～８時間
　溶体化処理を行ったままでは、材料の強度は十分ではなく、その後、打ち抜き、切削な
どの加工を行うと、材料が柔らかすぎて良好な加工を行うことが困難である。したがって
溶体化処理後時効処理を行って耐力２７０～３５０ＭＰａの強度を得ることで良好な加工
が可能になる。
　時効処理では、温度が８０℃未満であると、時効が十分になされず強度向上作用が不十
分であり、一方、１２０℃を超えると強度が高くなりすぎるので、時効処理温度を８０～
１２０℃とするのが望ましい。また、時効処理時間は、５時間未満であると時効が十分に
なされず強度向上作用が不十分であり、一方、８時間を超えても効果は飽和し、生産上現
実的でないので、上記時間範囲が望ましい。
【００２３】
　溶体化処理および時効処理後には、所望の加工が施される。代表的には、打ち抜き、切
削の加工が例示される。本発明としては当該加工方法および加工内容が特に限定されるも
のではなく、最終品の種別に応じて必要な加工が選定される。
【００２４】
第二の時効処理：１４０～１７０℃×４～１６時間
　上記加工処理後、必要に応じて第二の時効処理を実施することができる。上記した第一
の時効処理では、最終品としての強度が十分でないような場合に第二の時効処理を行う。
このように、加工後に第二の時効処理を行うことにより、加工時に強度が高すぎて加工が
困難になるのを回避できる。
　第二の時効処理では、最終品の種別によっても異なるが、４００～５００ＭＰａの０．
２％耐力とすることができる。
　第二の時効処理では、加熱温度を１４０℃以上とするのが望ましい。温度が１４０℃未
満であると、時効が不足した亜時効状態になるため、強度向上作用が不十分であり、耐Ｓ
ＣＣ性にも劣る。一方、１７０℃を超えると過時効が行過ぎて、却って強度が低下するの
で、第二の時効処理の温度を１４０～１７０℃とするのが望ましい。また、時効処理時間
は、４時間未満であると時効が十分になされず強度向上作用が不十分であり、一方、１６
時間を超えても効果は飽和し、生産上現実的でないので、上記時間範囲が望ましい。
【００２５】
　本発明のアルミニウム合金材は、その用途が特に限定されるものではないが、好適には
軽量、高強度で耐ＳＣＣ性などの耐腐食性に優れた自転車用ギア材として用いることがで
きる。
　また、本発明のアルミニウム合金材は、必要に応じてメッキなどの表面処理を行うこと
ができる。メッキ方法としては、電解メッキ、無電解メッキなどが挙げられる。
【発明の効果】
【００２６】
　以上、説明したように、本発明の高強度アルミニウム合金材によれば、質量％で、Ｚｎ
：５．０～８．０％、Ｍｇ：１．０～２．０％、Ｃｕ：０．２５～０．６％、Ｔｉ：０．
００１～０．０５％、Ｆｅ：０．１５超～０．３５％を含み、さらにＭｎ：０．０５～０
．５％、Ｃｒ：０．０５～０．１５％、Ｚｒ：０．０５～０．２５％のうち１種以上を含
有し、残部がＡｌおよび不可避不純物からなる組成を有し、結晶粒組織が繊維状組織であ
り、該結晶粒の長径側が平均で５０μｍ以下であるので、鋳塊割れが抑止されるため生産
性が良く、軽量、高強度で加工性に優れた材料を効率的に製造することが可能になる。ま
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た、高い強度が得られ、さらに優れた耐ＳＣＣ性と加工性とを兼ね備えるという効果が得
られる。
【００２８】
　さらに、本発明の高強度アルミニウム合金材の製造方法によれば、前記組成の高強度ア
ルミニウム合金を溶体化焼入れ処理後に時効処理を行い、耐力を２７０～３５０ＭＰａと
するので、適度な強度を有することにより優れた加工性を得ることができる。加工後、さ
らに第二の時効処理を施すことでさらに高強度とすることができ、加工性を損なうことな
く高強度の製品を得ることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下に、本発明の一実施形態を図１に基づいて説明する。
　本発明のアルミニウム合金組成に調整し、常法により溶製することができる。鋳造に際
しては、鋳造割れが効果的に防止される。これにより大型鋳塊の製造が可能になり、低コ
ストの素材の製作が可能となる。
　その後、熱間圧延、冷間圧延などを経て溶体化処理に供することができる。圧延時には
、サイドクラックの発生も少なく効率よく圧延がなされる。
　また、連続鋳造圧延によって板材を得て溶体化処理に供することもできる。すなわち、
本発明においては、その組成が特定されるものの、溶体化処理に至る製造過程は特定に限
定されるものではなく、必要に応じて適宜の製造過程を経ることができる。
　溶体化焼入処理では、前述したように、好適には、４６０～５４０℃×３０～１２０秒
の加熱条件により溶体化を行い、その後、強制空冷により焼入を行うことができる。上記
溶体化処理は、急速加熱、急速冷却が可能な連続炉により行うのが望ましく、コイル状と
したアルミニウム合金材１を連続炉２で急速加熱、急速冷却し、コイル状に巻き取って効
率よく次工程に供することができる。なお、強制空冷は、例えば冷却速度として上限を５
℃／秒として示すことができる。
　上記溶体化焼入処理を行ったアルミニウム合金材には、好適には８０～１２０℃×５～
８時間の加熱条件によって時効処理を行い、耐力２７０～３５０ＭＰａとする。なお、上
記時効処理は、既知の加熱炉などを用いて行うことができる。
【００３０】
　上記溶体化焼入処理および時効処理を施したアルミニウム合金材は、製品形状に従って
打ち抜き加工を行ってギア粗材３を得て、さらに該ギア粗材３に歯車型性のために切削加
工を施してギア材４を得る。該加工工程では、円滑に打ち抜き、切削加工を行うことがで
きる。
　該ギア材４は、製品としてさらに高い強度が必要とされるため、第二の時効処理を好適
には１４０～１７０℃×４～１６時間の加熱条件で施して、ギア材としては引張強さで４
３０ＭＰａ以上、ギアの耐久性をより満足するには４５０ＭＰａ以上の引張強さを有する
ものとするのが望ましい。
　該ギア材は、必要に応じて、電解メッキ、無電解メッキなどによりメッキなどの表面処
理を行って製品化する。メッキ処理では、前処理としてのエッチング処理でギア材にピッ
トが良好に形成され、メッキ皮膜が良好に形成される。得られたギア材は、軽量で高い強
度を有しており、さらに耐ＳＣＣ性にも優れている。なお、本発明としては表面処理の内
容が特定のものに限定されるものではなく、表面処理を行わないものであっても良い。
【実施例１】
【００３１】
　以下に、本発明の実施例を説明する。表１に示す合金成分を有する大型鋳塊を半連続鋳
造により製造した。この鋳塊を４８０℃×１２ｈｒの均質化処理後に３９０℃で熱間圧延
を開始し板厚６ｍｍに圧延し、その後、冷間圧延して２．８ｍｍの板とした。続いて表２
に示す条件で溶体化処理と、一部材料には表２に示す時効処理を施し、それぞれ耐力の測
定を行った。これら供試材については以下に示す切削性評価試験を行った。
【００３２】
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　さらに、上記中間熱処理を施した供試材について、表２に示す最終の時効処理を施し引
張強さを測定した。
　上記処理を行ったそれぞれの供試材についてめっき処理を施し、耐ＳＣＣ性の評価試験
を行った。メッキ処理は前処理として基材を脱脂、水洗する表面活性化処理を施した後に
、ジンケート処理を行った。次いで、下記条件の電気めっき法により、板材の表面に電気
Ｎｉ－Ｐめっき層を形成した。
　めっき浴：ＮｉＳＯ４・６Ｈ２Ｏ２００ｇ／ｌ、ＮｉＣｌ２・６Ｈ２Ｏ５０ｇ／ｌ、Ｈ

３ＰＯ３４４０ｇ／ｌ、Ｈ３ＰＯ４５０ｇ／ｌ、Ｈ３ＢＯ３０．５～３ｇ／ｌ、サッカリ
ン０～１．０ｇ／ｌ、温度：６０±５℃、ｐＨ：１±０．５、電流密度：５～３０Ａ／ｄ
ｍ２撹拌方法：エアー撹拌
【００３３】
　上記各供試材について、鋳造時の割れ、圧延時のサイドクラック発生、切削性、めっき
性、組織観察、耐ＳＣＣ性について以下の方法で評価を行った。
・鋳造割れは、５００ｍｍ厚さの鋳塊を一般的な条件で製造したときに生じる割れの有無
で判断した。
・板製造時のサイドクラックは、両サイドに生じるクラックの最大長さをコイル長手方向
の先端部、中央部、終端部で測定した。尚、一般に３０ｍｍ未満が好ましいとされている
。
・ミクロ組織観察は圧延平行方向断面にて光学顕微鏡を用いて行った。観察前に＃１００
０研磨紙、３μｍアルミナ粒子を使用したバフ研磨を行い、ケラー試液にて腐食させて結
晶粒組織を現出したものを試料とし、切断法にて結晶粒径（長径側）を測定した。
・メッキ性の評価はメッキ層の均一性を目視にて全体に均一を○、一部不均一を△、全体
に不均一を×として評価した。
・耐ＳＣＣ性は３点曲げにて応力（耐力の９０％）を負荷して、沸騰クロム酸混液（Ｃｒ
Ｏ３：３６ｇ／ｌ、Ｋ２Ｃｒ２Ｏ７：３０ｇ／ｌ、ＮａＣｌ：３ｇ／ｌ）中に浸漬し、６
ｈｒ後に割れが生じていないものを○、割れが生じたものを×とした。
・中間熱処理後の耐力、及び最終熱処理後の引張強度をＪＩＳ：Ｚ２２４１に準拠し、常
温大気中で引張方向はＬ方向、引張速度は５ｍｍ／ｍｉｎで行った。
・切削性の評価は、板表面を施削することにより生じる切粉の最大長さで評価した。４０
ｍｍ以上の長さになると施削工具への巻き付きが多くなる。
【００３４】
　表１のＮｏ．１～１２が本発明の成分を有する材料で、Ｎｏ．１３～１５は比較材で網
掛け部が本発明の成分範囲から外れている。
　表２に示したように、本発明の成分を用いた実施例１～２３は、鋳造割れとサイドクラ
ックに対して良好な特性を示した。一方、比較材を用いた比較例１～３は、これら特性が
明らかに劣る結果が得られた。
　また本発明は、制御された熱処理工程を実施することにより、中間熱処理後の平均粒径
や耐力を適切な数値に収めることで、より切削性や高強度、高耐ＳＣＣ性に優れた材料が
得られた。
【００３５】
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【表２】

【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態の製造方法の工程を示すフロー図である。
【図２】従来の製造方法の工程を示すフロー図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１　アルミニウム合金材
　２　連続炉
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　３　ギア粗材
　４　ギア材

【図１】 【図２】
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