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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｍｇ:0.30～1.00 wt％、Ｓｉ:0.30～1.20 wt％、Ｆｅ:0.05～0.50 wt％、Ｍｎ:0.05～0
.50 wt％およびＴｉ:0.005～0.10 wt％を含有し、あるいは更にＣｕ:0.05～0.70 wt％、
Ｚｒ:0.05～0.40wt％の一種以上を含有し、残部Ａｌおよび不可避的不純物からなる合金
溶湯を、双ベルト鋳造法によって、スラブ厚み1/4における冷却速度40～150℃/sで、厚み
5～15ｍｍのスラブに鋳造し、コイルを巻き取った後、コイルをバッチ炉に挿入し、30℃/
h以上の昇温速度で、520～580℃まで昇温させ、その温度で2乃至24時間保持する均質化処
理を施した後、冷間圧延を行い、その後連続焼鈍炉により10℃/s以上の昇温速度で530～5
60℃まで加熱し、30秒以内保持する溶体化処理を行うアルミニウム合金板の製造方法にお
いて、
　前記均質化処理後、コイルをバッチ炉から取り出してコイルを巻き解しながら強制冷却
し、500℃/hr以上の冷却速度で少なくとも250℃以下まで冷却することを特徴とするベー
クハード性およびヘム加工性に優れたアルミニウム合金板の製造方法。
【請求項２】
　前記溶体化処理の後、10℃/s以上の冷却速度で室温まで冷却し、その後、連続焼鈍炉に
より260～300℃で30秒以内保持する復元処理を施し、10℃/s以上の冷却速度で室温まで冷
却する請求項１に記載のアルミニウム合金板の製造方法。
【請求項３】
　前記溶体化処理の後、10℃/s以上の冷却速度で250℃以下に水冷し、その後、エアで1～
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20℃/sの冷却速度で60～100℃まで冷却し、コイルアップし、室温まで冷却する予備時効
処理を施す請求項１に記載のアルミニウム合金板の製造方法。
【請求項４】
　前記溶体化処理の後、10℃/s以上の冷却速度で室温まで冷却し、その後、連続焼鈍炉に
より260～300℃で30秒以内保持する復元処理を施し、1℃/s以上の冷却速度で60～100℃ま
で冷却し、コイルアップし、室温まで冷却する予備時効処理を施す請求項１に記載のアル
ミニウム合金板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Al-Mg-Si系合金の連続鋳造により薄スラブを鋳造し、均質化処理を施した後
、冷間圧延を行い、必要に応じて連続焼鈍炉による溶体化処理を施すことにより、ヘム加
工性に富むと同時に時効硬化性の高いAl-Mg-Si系合金板を得る製造方法に関するものであ
る。当該方法によれば、自動車部品、家電製品等の曲げ成形、プレス成形等に用いる成形
用に好適なAl-Mg-Si系合金の圧延板を、従来技術に比べて廉価に製造することができる。
【背景技術】
【０００２】
　Al-Mg-Si系合金は、成形後塗装などの工程で熱を加えると、強度が高くなる性質を有し
ているので、自動車パネル等に好適に用いられる。さらに、生産性の向上によるコストダ
ウンを図るため、この板を連続鋳造圧延で製作することが提案されている。
【０００３】
　例えば、特開昭62-207851には、 Si:0.4～2.5％、Mg:0.1～1.2％、且つCu:1.5％以下、
Zn:2.5％以下、Cr:0.3％以下、Mn:0.6％以下、Zr:0.3％以下のうちから1種また2種以上を
含有するアルミニウム合金溶湯を板厚3～15ｍｍの板に連続鋳造し、その後、冷間圧延を
施した後、溶体化処理・焼き入れすることによって得られる、マトリックス中の金属間化
合物の最大サイズが5μｍ以下であることを特徴とする成形加工用アルミニウム合金板お
よびその製造方法が開示されている。
【０００４】
　特開平10‐110232には、必須元素としてSi:0.2～3.0％、Mg:0.2～3.0％を含み、Mn:0.0
1～0.5％、Cr:0.01～0.5％、Zr:0.01～0.5％、Ti:0.001～0.5％の1種もしくは2種以上を
含み、さらに、Cu:0～2.5％、Sn:0～0.2％、Zn:0～2.0％の1種もしくは2種以上を含み、F
eを1.0％以下に規制し、残部がAlと不可避的不純物からなるAl合金の直接鋳造圧延板を、
さらに冷間圧延した板であって、その板の金属組織の最大結晶粒径が100μｍ以下であり
、かつ、表層部の連続したMg2Si化合物の最大長さが50μｍ以下であることを特徴とするA
l-Mg-Si系合金板が開示されている。
【０００５】
　また特開2001-262264には、Si:0.1～2.0％、Mg:0.1～2.0％、Fe:0.1～1.5％あるいは更
にCu:2％以下、Cr:0.3％以下、Mn:1.0％以下、Zr:0.3％以下、V:0.3％以下、Ti:0.03％以
下、Zn:1.5％以下、Ag:0.2％以下のうちから1種以上を含有するアルミニウム合金で、金
属間化合物の最大サイズが5μｍ以下、最大アスペクト比が5以下、且つ平均結晶粒径30μ
ｍ以下で、靭性および曲げ性に優れたAl-Mg-Si系合金板が提案されている。
【特許文献１】特開昭６２‐２０７８５１号公報
【特許文献２】特開平１０‐１１０２３２号公報
【特許文献３】特開２００１‐２６２２６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　自動車用ボディシートなどアウターパネルとして使用される合金板には、優れたヘム加
工性及びベークハード性が要求される。そのため、曲げ性に優れ、かつ加熱により時効硬
化するAl-Mg-Si系合金板が求められている。ところが、連続鋳造圧延によって製造された
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板は、ヘム加工性に劣り、しかも塗装後のベークハード性が十分ではないという欠点があ
った。
【０００７】
　本発明の課題は、室温放置による自然時効時に析出するG.P ゾーンを抑制し、塗装・焼
付け加熱時に速やかに強化相が析出して高い焼付け硬化が得られ、同時に曲げ性に富む、
成形用Al-Mg-Si系合金板を、低コストで得ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　双ベルト鋳造機によりAl-Mg-Si系合金の薄スラブを連続鋳造し、鋳造された薄スラブを
直接巻き取り、これに適切な条件下で均質化処理を施し、冷間圧延後、必要に応じて連続
焼鈍炉による溶体化処理等を組み合わせることにより、化合物を分断化して、ヘム加工性
を向上させると同時に工程を大幅に短縮することができる。さらに均質化処理によってミ
クロ偏析を減らし、しかも均質化処理後の冷却速度を速くすることによって、冷却中のMg

2Siの析出を抑え、最終焼鈍後のベークハード性、ヘム加工性にも優れた自動車ボディー
シート用アルミニウム板を得ることができる。
【０００９】
　前記課題を解決するための本発明は、薄スラブを巻き取った後、均質化処理を施して、
冷間圧延を行い、その後溶体化処理することを特徴とするアルミニウム合金板の製造方法
に関するものである。具体的には、請求項１に記載のように、Mg:0.30～1.00wt％、Si:0.
30～1.20 wt％、Fe:0.05～0.50 wt％、Mn:0.05～0.50 wt％およびTi:0.005～0.10 wt％を
含有し、あるいは更にCu:0.05～0.70 wt％、Zr:0.05～0.40wt％の一種以上を含有し、残
部Alおよび不可避的不純物からなる合金溶湯を、双ベルト鋳造法によって、スラブ厚み1/
4における冷却速度40～150℃/sで、厚み5～15ｍｍのスラブに鋳造し、コイルを巻き取っ
た後、均質化処理を施して500℃/hr以上の冷却速度で少なくとも250℃以下まで冷却した
後、冷間圧延を行い、その後溶体化処理を行うことを特徴とするベークハード性およびヘ
ム加工性に優れたアルミニウム合金板の製造方法である（請求項１に記載の発明）。
【００１０】
　上述の製造方法において、前記均質化処理は、バッチ炉により30℃/h以上の昇温速度で
、520～580℃まで昇温させ、その温度で2乃至24時間保持することが望ましい（請求項２
に記載の発明）。
【００１１】
　前記溶体化処理は、連続焼鈍炉により10℃/s以上の昇温速度で530～560℃まで加熱し、
30秒以内保持することが望ましい（請求項３に記載の発明）。
【００１２】
　さらに、上述の第３の請求項に記載の発明において、前記溶体化処理の後、10℃/s以上
の速度で室温まで冷却し、その後、連続焼鈍炉により260～300℃で30秒以内保持する復元
処理を施し、10℃/s以上の冷却速度で室温まで冷却してもよい（請求項４に記載の発明）
。
【００１３】
　あるいは、上述の第３の請求項に記載の発明において、前記溶体化処理の後、10℃/s以
上の冷却速度で250℃以下に水冷し、その後、エアで1～20℃/sの冷却速度で60～100℃ま
で冷却し、コイルアップし、室温まで冷却する予備時効処理を施してもよい（請求項５に
記載の発明）。
【００１４】
　あるいは、上述の第３の請求項に記載の発明において、前記溶体化処理の後、10℃/s以
上の速度で室温まで冷却し、その後、連続焼鈍炉により260～300℃で30秒以内保持する復
元処理を施し、1℃/s以上の冷却速度で60～100℃まで冷却し、コイルアップし、室温まで
冷却する予備時効処理を施してもよい（請求項６に記載の発明）。
【発明の効果】
【００１５】
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　本発明に係るアルミニウム合金板の製造方法によれば、ベークハード性およびヘム加工
性に優れたアルミニウム合金板を得ることができる。また、当該製造方法は、工程が極め
て短く、低コストでアルミニウム合金板を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明は、Al-Mg-Si系合金の圧延板の製造方法に関するもので、双ベルト鋳造法により
薄スラブを鋳造した後、直接コイルに巻き取り、これに均質化処理を施した後、冷間圧延
して、更に溶体化処理することを特徴とする。
【００１７】
　本発明においては、前述の組成からなる合金溶湯を、双ベルト鋳造法によって、スラブ
厚み1/4における冷却速度40～150℃/sで、厚み5～15ｍｍのスラブに鋳造し、コイルを巻
き取った後、均質化処理を施して500℃/hr以上の冷却速度で少なくとも250℃以下まで冷
却した後、冷間圧延を行い、その後溶体化処理を行う。
【００１８】
　双ベルト鋳造法とは、上下に対峙し水冷されている回転ベルト間に溶湯を注湯し、ベル
ト面からの冷却で溶湯を凝固させて薄スラブを鋳造する方法である。本発明では双ベルト
鋳造法で厚み5～15ｍｍのスラブを鋳造する。スラブ厚み15ｍｍを超える場合には、薄ス
ラブをコイルに巻き取ることが困難となり、スラブ厚みが5ｍｍ未満の場合には、生産性
の低下を招くとともに薄スラブの鋳造が困難となるからである。
【００１９】
　双ベルト鋳造法により厚み5～15ｍｍのスラブを鋳造することで、スラブ厚み1/4におけ
る冷却速度を40～150℃/sとすることが可能になる。冷却速度は、スラブ厚み1/4における
ミクロ組織観察から交線法によってＤＡＳ（Dendrite Arm Spacing）を測定して算出する
。冷却速度が40℃/s未満の場合、スラブ中心部において凝固時に生じた鋳造組織が粗くな
りヘム加工性の低下を招き、冷却速度が150℃/sを超える場合、Al-Fe-Si晶出物、Al-(Fe
・Mn)-Si晶出物が1μｍ以下のサイズとなって再結晶粒のサイズが30μｍ以上と粗くなる
。
【００２０】
　薄スラブを巻き取った後に、このコイルを適切な条件下で均質化処理することにより、
ヘム加工性に悪影響を与えるAl-Fe-Si晶出物、Al-(Fe・Mn)-Si晶出物を分断化し、ヘム加
工性の改善をはかることができる。さらに、鋳造組織に残存する比較的微細なMg2Si晶出
物を完全にマトリックス中に固溶させた状態の薄スラブを得ることができ、冷間圧延工程
後における溶体化処理の効果を向上させることができる。
【００２１】
　均質化処理後の冷却を500℃/hr以上の速度で少なくとも250℃以下まで冷却することと
した理由は、比較的粗大なMg2Siの析出を極力抑え、これらMg、Siを過飽和にマトリック
ス中に固溶させるためである。
【００２２】
　薄スラブを巻き取った後に、コイルをバッチ炉に挿入し、30℃/h以上の昇温速度で、52
0～580℃まで昇温させ、その温度で2乃至24時間保持する均質化処理を施して、その後コ
イルをバッチ炉から取り出して500℃/hr以上の冷却速度で室温まで強制空冷してもよい。
当該冷却は、例えばコイルを巻き解しながら、ファンでおこなうことができる。
【００２３】
　薄スラブ巻取り後の均質化処理において、均質化処理温度までの昇温速度を30℃/h以上
に限定した理由は、30℃/h未満の昇温速度の場合、所定の均質化処理温度に達するまでに
16時間以上の時間を必要とするため、コスト高となるためである。
【００２４】
　均質化処理温度を520～580℃の範囲とした理由は、520℃未満の温度の場合、Al-Fe-Si
晶出物、Al-(Fe・Mn)-Si晶出物の分断化が不十分で、鋳造時に晶出したMg2Siをマトリッ
クス中に固溶させるのに十分ではなく、580℃を超える温度の場合、低融点金属が融解し
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てバーニングを起こしてしまうためである。
【００２５】
　また、均質化処理時間を2乃至24時間の範囲とした理由は、2時間未満の処理時間の場合
、Al-Fe-Si晶出物、Al-(Fe・Mn)-Si晶出物の分断化が不十分で、鋳造時に晶出したMg2Si
をマトリックス中に固溶させるのに十分ではなく、24時間を超える処理時間の場合、鋳造
時に晶出したMg2Siがマトリックス中に十分に固溶され、Mg、Siが飽和するため、コスト
高となるためである。
【００２６】
　このコイルを更に冷間圧延して、溶体化処理することを特徴とする。この溶体化処理は
、通常連続焼鈍炉（ＣＡＬ）で実施するのが好ましい。
【００２７】
　連続焼鈍炉（ＣＡＬ）とは、コイルを連続的に溶体化処理等するための設備であり、熱
処理を施すための誘導加熱装置や水冷するための水槽および空冷するためのエアノズル等
を備えたことを特徴としている。
【００２８】
　溶体化処理としては、連続焼鈍炉により10℃/s以上の昇温速度で530～560℃まで加熱し
、30秒以内保持するのが好ましい。
【００２９】
　溶体化処理において、溶体化処理温度までの昇温速度を10℃/s以上に限定した理由は、
10℃/s未満の昇温速度の場合、コイルの送り速度が極端に遅くなりすぎて、結果的に処理
時間が長くなり、コスト高となるためである。
【００３０】
　溶体化処理温度を530～560℃の範囲とした理由は、530℃未満の温度の場合、鋳造時或
いは均質化処理後の冷却時に晶析出したMg2Siをマトリックス中に固溶させるのに十分で
はなく、560℃を超える温度の場合、低融点金属が融解してバーニングを起こしてしまう
ためである。
【００３１】
　また、溶体化処理時間を30秒以内と限定した理由は、30秒を超える処理時間の場合、鋳
造時或いは均質化処理後の冷却時に晶析出したMg2Siがマトリックス中に十分に固溶され
、Mg、Siが飽和することに加え、コイルの送り速度が遅くなりすぎて、結果的に処理時間
が長くなり、コスト高となるためである。
【００３２】
　溶体化処理後は10℃/s以上の速度で室温まで冷却することを特徴とする。溶体化処理後
の冷却速度を10℃/s以上とした理由は、冷却速度が10℃/s未満の場合、冷却工程中に結晶
粒界にSiが析出してしまいヘム加工性を劣化させるためである。
【００３３】
　薄スラブに前述の均質化処理を施した後、更に冷間圧延を行い、溶体化処理を施して10
℃/s以上の速度で室温まで冷却し、コイルを室温に放置後、連続焼鈍炉により260～300℃
で30秒以内保持後、10℃/sで室温まで冷却してもよい。
【００３４】
　この溶体化処理および復元処理は、通常連続焼鈍炉（ＣＡＬ）で実施するのが好ましい
。連続焼鈍炉（ＣＡＬ）とは、コイルを連続的に溶体化処理等するための設備であり、熱
処理を施すための誘導加熱装置や水冷するための水槽および空冷するためのエアノズル等
を備えたことを特徴としている。この復元処理により、溶体化処理後の室温放置において
自然時効析出するGPゾーンを再固溶することができ、塗装・焼付け加熱後に十分な強度を
得ることが可能となった。
【００３５】
　また、塗装・焼付け加熱後に十分な強度を得るために、溶体化処理後室温放置した後、
260～300℃において復元処理を行う。復元処理温度は260℃未満では、十分なベークハー
ド性が得られず、300℃を超えると、ヘム加工性が劣化する。
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【００３６】
　復元処理温度に保持する時間を30秒以内と限定した理由は、30秒を超える処理時間の場
合、溶体化処理後の室温放置において自然時効析出するGPゾーンを十分に再固溶すること
ができることに加え、コイルの送り速度が遅くなりすぎて、結果的に処理時間が長くなり
、コスト高となるためである。
【００３７】
　薄スラブに前述の均質化処理を施した後、更に冷間圧延を行い、連続焼鈍炉により溶体
化処理を施して10℃/s以上の冷却速度（第１次冷却速度）で250℃以下に水冷し、その後
エアで1～20℃/sの冷却速度（第２次冷却速度）で60～100℃まで冷却し、コイルアップし
、室温まで冷却することもできる。
【００３８】
　この溶体化処理およびその後の冷却は、通常連続焼鈍炉（ＣＡＬ）で実施するのが好ま
しい。この溶体化処理およびその後の冷却時に、β"析出のための核をマトリックス中に
均一に生成させる熱処理（予備時効）を行うことができ、塗装・焼付け加熱後に十分な強
度を得ることができた。
【００３９】
　薄スラブに均質化処理を施した後、更に冷間圧延を行い、10℃/s以上の速度で530～560
℃まで加熱し、30秒以内保持する溶体化処理を施した後、10℃/s以上の速度で室温まで冷
却し、その後、260～300℃の範囲で30秒以内保持する復元処理を施した後、1℃/s以上の
冷却速度で60～100℃まで冷却し、コイルアップし、室温まで冷却する予備時効処理を施
すこともできる。
【００４０】
　この溶体化処理およびその後の冷却、復元処理およびその後の冷却は、通常連続焼鈍炉
（ＣＡＬ）で実施するのが好ましい。この製造方法では、溶体化処理後の室温放置におい
て自然時効析出するGPゾーンを再固溶することができるばかりでなく、復元処理後の冷却
時に、β"析出のための核を生成させる熱処理（予備時効）を行うことができ、塗装・焼
付け後の耐力を一層向上させることができる。
【００４１】
　次に本発明の合金成分の意義および限定理由について説明する。必須元素であるMgは、
溶体化処理後にはマトリックス中に固溶しており、塗装焼付け加熱時にSiと共に強化相と
して析出し強度を向上させる。その添加量をMg：0.30～1.00wt％と限定したのは、0.30wt
％未満ではその効果が小さく、1.00wt％を越えると溶体化処理後のヘム加工性が低下する
ためである。Mg含有量のさらに好ましい範囲は、0.30～0.70wt％である。
【００４２】
　必須元素であるSiは、塗装焼付け加熱時にＭｇと共にβ"と称されるMg2Si の中間相ま
たはそれに準ずる強化相として析出し強度を向上させる。その含有量をSi：0.30～1.20wt
％と限定したのは、0.30wt％未満ではその効果が小さく、1.20wt％を越えると溶体化処理
後のヘム加工性が低下するためである。Si含有量のさらに好ましい範囲は、0.60～1.20wt
％である。
【００４３】
　必須元素であるFeは、Si、Mnと共存させることにより、鋳造時において5μｍ以下のサ
イズのAl-Fe-Si晶出物、Al-（Fe・Mn）-Si晶出物を数多く生成させ、再結晶の核が増える
ことによって、再結晶粒の微細化が図られ、成形性の優れた板となる。Fe含有量が0.05wt
％未満の場合は、その効果が顕著でない。0.50wt％を超えると鋳造時に粗大なAl-Fe-Si晶
出物、Al-（Fe・Mn）-Si晶出物が生成してヘム加工性が低下するばかりでなく、薄スラブ
におけるSiの固溶量を減少させるため、最終板におけるベークハード性が低下する。した
がって、Fe含有量の好ましい範囲は0.05～0.50wt％とする。Fe含有量の更に好ましい範囲
は、0.05～0.30wt％である。
【００４４】
　必須元素であるMnは、再結晶粒を微細化させる元素として添加される。再結晶粒のサイ
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ズを10～25μｍと比較的小さく制御することによって、成形性の優れた板となる。Mn含有
量が0.05wt％未満ではその効果が十分でなく、0.50wt％を超えるとスラブ鋳造時に粗大な
Al-Mn晶出物、Al-（Fe・Mn）-Si晶出物が生成してヘム加工性が低下するばかりでなく、
薄スラブにおけるSiの固溶量を減少させるため、最終板におけるベークハード性が低下す
る。したがって、Mn含有量の好ましい範囲は0.05～0.50wt％とする。Mn含有量の更に好ま
しい範囲は、0.05～0.30wt％である。
【００４５】
　必須元素であるTiは0.10wt％以下ならば含有しても本発明の効果を阻害することはなく
、薄スラブの結晶粒微細化剤として作用し、割れ等のスラブの鋳造欠陥を確実に防止する
ことができる。Ti含有量が0.005wt％未満では、その効果が十分でなく、Ti含有量が0.10w
t％を超える場合には、鋳造時にTiAl3等の粗大な金属間化合物が生成するため、ヘム加工
性が著しく低下する。したがって、Ti含有量の好ましい範囲は0.005～0.10wt％とする。T
i含有量の更に好ましい範囲は、0.005～0.05wt％である。
【００４６】
　任意元素であるCuは、時効硬化を促進し、ベークハード性を高める元素である。Cu含有
量が0.05wt％未満の場合はその効果が小さく、0.70wt％を超えると予備時効処理後の板の
耐力が高くなり、ヘム加工性が低下するばかりでなく、耐食性の低下が顕著になる。した
がって、Cu含有量の好ましい範囲は0.05～0.70wt％とする。Cu含有量の更に好ましい範囲
は、0.10～0.60wt％である。
【００４７】
　任意元素であるZrは、再結晶粒を微細化させる元素として添加される。Zr含有量が0.05
wt％未満ではその効果が十分でなく、0.40wt％を超えるとスラブ鋳造時に粗大なAl-Zr晶
出物が生成してヘム加工性が低下する。したがって、Zr含有量の好ましい範囲は0.05～0.
40wt％とする。Zr含有量の更に好ましい範囲は、0.05～0.30wt％である。
【００４８】
　以上説明したように、本発明により、最終焼鈍後のベークハード性、ヘム加工性に優れ
た自動車ボディーシート用Al-Mg-Si系合金板を低コストで製造することが可能となった。
従来法と同様に自然時効を抑制するための復元処理あるいは高温巻き取りが必要となるも
のの、その前段階までの面削、熱間圧延等の工程が大幅に簡略化されるため、トータルの
製造コストは大幅に低減される。
【００４９】
　以下に、実施例に基づいて本発明の最良の形態について述べる。
【実施例１】
【００５０】
　以下の実施例において、冷間圧延工程後の試料はコイルではなく全て切り板である。し
たがって、連続焼鈍炉（ＣＡＬ）によるコイルの連続焼鈍工程をシミュレートするため、
試料のソルトバス中での溶体化処理及び水焼入れ若しくは85℃温水焼入れを採用した。
【００５１】
　表1記載の組成の溶湯を脱ガス鎮静後、双ベルト鋳造法によって厚さ7ｍｍのスラブを鋳
造した。スラブ厚み1/4におけるミクロ組織観察から、交差法によってＤＡＳ（Dendrite 
Arm Spacing）を測定して、冷却速度75℃/secを算出した。このスラブに所定の均質化処
理を施して室温まで所定の冷却速度で冷却して、冷間圧延し、厚さ1ｍｍの板とした。次
いでこの冷延板にソルトバス中で溶体化処理を施し、１）85℃温水焼入れして、即時に、
所定雰囲気温度のアニーラー中に挿入して所定の条件下で熱処理を施すか、又は２）水焼
入れして、室温にて24時間放置後、所定の条件下で熱処理を施した。さらに、自動車塗装
工程をシミュレートするために、熱処理後室温で一週間保持し、0.2％耐力を測定し、更
に180℃×30分間のベーク処理を行ったものについても、0.2％耐力を測定した。
【００５２】
　ベーク処理前後の耐力の差をベークハード性とし、80MPaを超えたものは、ベークハー
ド性が優れると判断した。なお、ベーク処理前の板は、ヘム加工をシミュレートするため
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に、 5％予歪みを与えた後、ｒ：0.5ｍｍの冶具でU字曲げ後、1ｍｍ厚みのスペーサを入
れ、180°曲げを行った。割れ無しのものを○、割れたものを×とした。詳細な製板工程
と評価結果を表2～6に示す。
【表１】

　
【００５３】
　表2は均質化処理条件及び均質化処理後の冷却速度を変化させた場合の結果である。均
質化処理後のスラブを板厚1ｍｍまで冷間圧延して、この冷延板をソルトバスにより所定
温度で15秒間保持の溶体化処理後、85℃温水焼入れして、即時に85℃雰囲気温度のアニー
ラー中に挿入して8時間の予備時効を行った。本発明の条件範囲に入るもの(1－7)は、優
れたベークハード性およびヘム加工性を有する。均質化処理なしの場合、ベークハード性
とヘム加工性が共に劣る(8、10)。また、均質化処理後の冷却速度が遅い場合、ベークハ
ード性が劣る(9)。
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【表２】

【００５４】
　表3は均質化処理の温度/時間を変化させた場合の結果である。均質化処理後のスラブを
板厚1ｍｍまで冷間圧延して、この冷延板をソルトバスにより所定温度で15秒間保持の溶
体化処理後、85℃温水焼入れして、即時に85℃雰囲気温度のアニーラー中に挿入して8時
間の予備時効を行った。本発明の条件範囲に入るもの(11－14)は、優れたベークハード性
およびヘム加工性を有する。均質化処理温度が低い場合(15)や保持時間が短い場合(16)は
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、 ベークハード性とヘム加工性が共に劣る。
【表３】

【００５５】
　表4は均質化処理条件および復元処理条件を変化させた場合の結果である。均質化処理
後のスラブを板厚1ｍｍまで冷間圧延して、この冷延板をソルトバスにより所定温度で15
秒間の溶体化処理後、水焼入れして、室温にて24時間放置した後、所定温度で15秒間保持
して復元処理を行った。本発明の条件範囲に入るもの(17－20)は、優れたベークハード性
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およびヘム加工性を有する。復元処理温度(再加熱温度)が低い場合(21)、ベークハード性
が劣る。復元処理温度(再加熱温度)が高過ぎると(22)、ヘム加工性が劣る。さらに、復元
処理条件は発明範囲に入っても、均質化処理温度が低い（23）場合、あるいは保持時間が
短い(24)場合、ヘム加工性が劣る。均質化処理後の冷却速度が遅い場合、ベークハード性
が劣る(25)。
【表４】
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【００５６】
　表5は均質化処理条件および溶体化処理後の冷却パターンを変化させた場合の結果であ
る。溶体化処理後の冷却速度を２段階に分けて、溶体化処理温度から中間温度までの冷却
速度を第１冷却速度と定義し、中間温度からコイルアップ温度までの冷却速度を第２冷却
速度と定義した。均質化処理後のスラブを板厚1ｍｍまで冷間圧延して、この冷延板をソ
ルトバスにより所定温度で15秒間保持の溶体化処理を施した後、第１冷却速度で中間温度
まで冷却し、その後は第２冷却速度でコイルアップ温度まで冷却して、その後は室温まで
5℃/hrで冷却した。
【００５７】
　本発明の条件範囲に入るもの(26－28)は、優れたベークハード性およびヘム加工性を有
する。溶体化処理後の第１冷却速度が遅い場合(29)、第２冷却速度が遅い場合(31)、ある
いは中間温度が高過ぎる場合(30)は、ヘム加工性が劣る。コイルアップ温度が低すぎると
(32)、ベークハード性が劣る。逆に、コイルアップ温度が高すぎると、ヘム加工性が劣化
する(33)。さらに、均質化処理温度が低すぎると(34)、あるいは保持時間が短すぎると(3
5)、ヘム加工性が劣る。均質化処理後の冷却速度が遅すぎると、ベークハード性が低下す
る(36)。
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【表５】

【００５８】
　表6は溶体化処理後の復元処理温度(再加熱温度)とコイルアップ温度を変化させた場合
の結果である。均質化処理後のスラブを板厚1ｍｍまで冷間圧延して、この冷延板をソル
トバスにより所定温度で15秒間保持の溶体化処理を施した後、水焼入れして、室温で24時
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間放置後、所定温度（再加熱温度）で15秒間保持した後、10℃/sで所定のコイルアップ温
度まで冷却し、さらに10℃/hrで室温まで冷却した。本発明の条件範囲に入るもの(37－40
)は、優れたベークハード性およびヘム加工性を有する。復元処理温度(再加熱温度)が高
すぎると、ヘム加工性が劣る(41)。復元処理温度(再加熱温度)が低すぎると、ベークハー
ド性が低下する(42)。コイルアップ温度が低すぎると、ベークハード性が劣る(43)。コイ
ルアップ温度が高すぎると、ヘム加工性が劣る(44)。
【表６】

【産業上の利用可能性】
【００５９】
　当該方法によれば、自動車部品、家電製品等の曲げ成形、プレス成形等に用いる成形用
に好適なAl-Mg-Si系合金の圧延板を、従来技術に比べて廉価に製造することができる。
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