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(57)【要約】
　本発明は、溶融固化時における結晶粒の微細化が可能な改質銅合金の鋳造に用いるマス
ターアロイ及びこれを用いる鋳造方法を提供することを目的とする。
　上記目的を達成するため、Ｃｕ：４０～８０％、Ｚｒ：０.５～３５％、残部Ｚｎとか
らなる合金形態である銅合金鋳造用マスターアロイ、及びＣｕ：４０～８０％、Ｚｒ：０
.５～３５％、Ｐ：０.０１～３％、残部Ｚｎとからなる合金形態である銅合金鋳造用マス
ターアロイを用い、結晶粒が微細な銅合金鋳造品を得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃｕ：４０～８０％、Ｚｒ：０.５～３５％、残部Ｚｎとからなる合金形態である銅合
金鋳造用マスターアロイ。
【請求項２】
　Ｃｕ：４０～８０％、Ｚｒ：０.５～３５％、Ｐ：０.０１～３％、残部Ｚｎとからなる
合金形態である銅合金鋳造用マスターアロイ。
【請求項３】
　更にＭｇ：０.０１～１％、Ａｌ：０.０１～５％、Ｓｎ：０.１～５％、Ｂ：０.０１～
０.５％、Ｍｎ：０.０１～５％及びＳｉ：０.０１～1％からなる群から選ばれる１種を含
む請求項１又は２記載の銅合金鋳造用マスターアロイ。
【請求項４】
　Ｃｕ：５０～６５％、Ｚｒ：１～１０％である請求項１または２記載の銅合金鋳造用マ
スターアロイ。
【請求項５】
　舟形インゴット、棒状または線状の連続鋳造材、または棒状または線状の熱間押出材で
ある請求項１又は２記載の銅合金鋳造用マスターアロイ。
【請求項６】
　Ｚｒ及びＰを含有する銅合金の溶湯を鋳造して銅合金を製造するにあたり、少なくとも
ＺｒをＣｕ－Ｚｎ－ＺｒまたはＣｕ－Ｚｎ－Ｚｒ－Ｐの合金形態で添加し、鋳造すること
を特徴とする改質銅合金の鋳造方法。
【請求項７】
　銅合金溶湯に対し凝固開始時Ｐ存在下に溶湯中金属Ｚｒ濃度を５ｐｐｍ以上好ましくは
２０ｐｐｍ以上５００ｐｐｍ以下存在させる請求項６記載の改質銅合金の鋳造方法。
【請求項８】
　ＺｒとＰの含有量との間に０.５＜Ｐ／Ｚｒ＜１５０、好ましくは１＜Ｐ／Ｚｒ＜５０
、より好ましくは１.２＜Ｐ／Ｚｒ＜２５の関係が成立する請求項７記載の改質銅合金の
鋳造方法。
【請求項９】
　凝固時に初晶アルファを晶出させる請求項７記載の改質銅合金の鋳造方法。
【請求項１０】
　さらに、包晶反応または共晶反応によりベータ相を晶出させる請求項９記載の改質銅合
金の鋳造方法。
【請求項１１】
　さらに、固相内反応によりアルファ相マトリックス内にカッパ相、ガンマ相、デルタ相
及び／又はミュー相を析出させる請求項９記載の改質銅合金の鋳造方法。
【請求項１２】
　銅合金がＣｕ－Ｚｎ、Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｉ、Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｎ，Ｃｕ－Ｚｎ－Ａｌ，Ｃｕ
－Ｚｎ－Ｂｉ，Ｃｕ－Ｚｎ－Ｐｂ，Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｍｎ、Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｐｂ，
Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｓｎ、Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ａｌ，Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｎ－Ｐｂ，Ｃｕ－Ｚ
ｎ－Ｓｎ－Ｂｉ，Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｎ－Ａｌ，Ｃｕ－Ｓｎ，Ｃｕ－Ｓｎ－Ｐｂ，Ｃｕ－Ｓｎ
－Ｂｉ，Ｃｕ－Ａｌ，Ｃｕ－Ａｌ－Ｓｉ，Ｃｕ－Ｓｉ，Ｃｕ－Ｃｒ，Ｃｕ－Ｐｂ，Ｃｕ－
Ｐ，及びＣｕ－Ｔｅからなる群から選ばれる１種である請求項６記載の改質銅合金の鋳造
方法。
【請求項１３】
　銅合金が６０＜Ｃｕ－３.５Ｓｉ－１.８Ａｌ－０.５Ｘ＋０.５Ｙ＋Ｍｎ＜９０（但し、
ＸはＳｎ，Ｓｂ，Ａｓ、Ｍｇ；ＹはＰｂ，Ｂｉ，Ｓｅ，Ｔｅ，Ｃｒ）を満たす請求項１２
記載の改質銅合金の鋳造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、連続鋳造方法、半溶融鋳造方法、砂型鋳造方法、金型鋳造方法、低圧鋳造法
、ダイキャスト、ロストワックス、アップキャスト、スクイズ、遠心鋳造法等の鋳造方法
において使用される、結晶粒微細化のための銅合金鋳造用マスターアロイおよびそれを用
いる改質銅合金の鋳造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　銅合金の結晶粒を微細化することは、０.２％耐力（永久ひずみが０.２％になるときの
強度であり、以下においては、単に「耐力」ということもある）が向上する等の点で極め
て有効なことであり、強く望まれている。例えば、耐力は、ホール・ペッチ（Ｈａｌｌ－
Ｐｅｔｃｈ）の関係式（Ｅ．　Ｏ．　Ｈａｌｌ，　Ｐｒｏｃ．　Ｐｈｙｓ．　Ｓｏｃ．　
Ｌｏｎｄｏｎ．　６４　（１９５１）　７４７．及びＮ．Ｊ．　Ｐｅｔｃｈ，　Ｊ．　Ｉ
ｒｏｎ　Ｓｔｅｅｌ　Ｉｎｓｔ．　１７４　（１９５３）　２５．　参照）の関係式から
、結晶粒径Ｄの－１／２乗（Ｄ－１／２）に比例して上昇する。
【０００３】
　銅合金の結晶粒が微細化する基本形態は、(Ａ)銅合金の溶融固化時に結晶粒が微細化す
る場合と、(Ｂ)溶融固化した銅合金（インゴット，スラブ等の鋳塊、ダイキャスト等を含
む鋳造品、溶融鍛造品等）に加工又は加熱処理を施すことによる歪エネルギー等の蓄積エ
ネルギーが駆動力となって結晶粒が微細化する場合とに、大別される。
　(Ａ)の微細化を実現する従来手法としては、(ａ)～(ｄ)が提案されている。
　(ａ)Ｔｉ、Ｚｒ等の微細化元素を添加させることにより、晶出物等を結晶核として作用
させる手法（有効な異質核の導入）（例えば、特許文献１参照）。
　(ｂ)非常に狭い温度範囲で鋳込ことにより、過冷を利用して、均質核を生成させる方法
。
　(ｃ)電磁誘導攪拌やステアリング（溶湯をかき混ぜる装置）を使用して、結晶核の生成
の促進や成長してきたデンドライト（樹枝状晶）アームを切断，分断させる方法、主とし
て(ｂ)の手法と組み合わせて行われる。
　(ｄ)ダイキャスト等による急速凝固法や冷やし金を使用して鋳物を局部的に急速凝固さ
せる方法。
　これらは、デンドライトが成長する前に凝固させることにより結晶粒を微細化させるも
のである。
【０００４】
　また、(Ｂ)の鋳造後の微細化を実現する従来手法としては、
　(ｅ)鋳塊等の溶融固化合金材に適当な加工（圧延，伸線，鍛造等）を加えることによっ
て付与される歪エネルギーの一部が、金属内に蓄積され、そのエネルギーの増加が再結晶
核の増加をもたらすようにするものであり、それが駆動力となって結晶粒を微細化するよ
うにしたものである（例えば、特許文献２参照）。
　(ｆ)鋳塊等の溶融固化合金材に適宜の歪エネルギーを加えた上で加熱処理を施すことに
より、その加熱による蓄積エネルギーを開放した結果が再結晶粒として現れるようにした
ものである。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１０００４１号公報
【特許文献２】特開２００２－３５６７２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、(ａ)の手法では、結晶粒を微細化させるに必要な微細化元素の添加量が
多くなるため、微細化元素の大量添加により銅合金本来の特性に悪影響を及ぼす虞れがあ
る。すなわち、銅合金の構成元素は、当該銅合金の用途等に応じた特性を有するよう選択
，決定されるものであるが、このように決定された構成元素からなる銅合金（以下「被改
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質銅合金」という）を(ａ)の手法により結晶粒が微細化するように改質した銅合金（以下
「改質銅合金」という）においては、被改質銅合金に比して結晶粒が微細化することによ
る特性改善効果ないし特性向上効果と微細化元素の大量添加による被改質銅合金が本来有
している特性への悪影響とを比較した場合、後者の悪影響の方が大きく、全体として改質
銅合金の特性改善，向上につながらないという問題点がある。
【０００７】
　また、(ｂ)(ｃ)の手法は、何れも、大掛かりであるかまたは時間が掛かるといった問題
があり、連続操業して決まった形状の、大型の、大量のインゴットを鋳造する場合はとも
かく、小さな、複雑形状の鋳物品には当然不向きである。そして、このような鋳造工程の
問題を凌駕する程度に効果的な微細化が実現する訳ではなく、工業的なメリットは少ない
。また、(ｄ)の手法では、次のような問題がある。すなわち、ダイキャスト等の急速凝固
法ではこれを適用できる凝固形状や生産形態に大幅な制限があり、冷やし金を使用する急
速凝固法では、それが局部的であり、設置場所等の制約があり、また微細化できる程度も
小さい。
【０００８】
　また、(ｅ)(ｆ)の手法は、凝固時において結晶粒の微細化を図る(ａ)～(ｄ)の手法と基
本的に異なる技術であるが、前段階の凝固の過程を経て、新たにエネルギーを加え、それ
を加える設備（例えば、圧延機や伸線機や鍛造機）があって初めて結晶粒の微細化が達成
される技術であるから、微細化の実現に必要とされるエネルギーやイニシャル，ランニン
グコストが膨大である。
【０００９】
　本発明は、このような従来手法における問題を生じることなく、溶融固化時における結
晶粒の微細化が可能な改質銅合金の鋳造方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　溶融固化時の結晶粒の微細化は、融液から晶出する初晶の生成が、デンドライト結晶成
長を遥かに上回ることによって達成される。本発明者らは鋭意研究の結果、銅合金におい
てはＰの存在下に極微量のＺｒを添加し、ＺｒとＰとの配合比(Ｐ／Ｚｒ)が適切な範囲に
あると、初晶であるアルファ相結晶生成速度を著しく促進させ、溶融固化時の結晶粒が著
しく微細化されることを見出した。さらに、凝固時に包晶反応または共晶反応が起こり、
初晶アルファ相の周りにベータ相が晶出すると、一層の結晶粒が微細化することを見出し
た。また、固相内反応によって、アルファ相マトリックス内でベータ相がカッパ、ガンマ
、デルタ、ミュー相に相変態すると、結晶粒はより一層微細化することを見出した。
【００１１】
　ところがＺｒは活性でかつ高融点金属のため、所定の狭い添加量範囲にコントロールす
ることが困難であり、たとえＺｒが所定量、銅合金中に添加されたとしても、銅合金中で
のＺｒが酸化又は硫化されて消費されると、もはやそのＺｒは結晶粒微細化には何ら寄与
するものではなくなる。一方、Ｚｒの多量の添加は、結晶粒の微細化効果が飽和するばか
りか、却って微細化機能が失われ結晶粒が大きくなり、さらに電気・熱伝導性等の特性が
損なわれる。それらに加え、Ｚｒを多量に含有した銅合金部材は、それらのリサイクル時
に（様々な製造工程（素材-製品化）、廃棄製品等）、再溶解する際、溶解時の雰囲気や
使用原料によっては、Ｚｒによって多量の酸化物、硫化物が発生し、良好な鋳造物が作れ
ない。
【００１２】
　また、Ｚｒを非常に狭い範囲でコントロールするには、非酸化性雰囲気、真空を作る特
別な装置等を備えた溶解炉で、汚染されていない原材料を使えば、比較的容易に作れるか
もしれないが、これらの装置は高価であり、これらの装置を使用すると、大抵多くのエネ
ルギーや時間を費やすという問題がある。さらに末端ユーザーでの鋳造を考えると、極微
量の最低必要限のＺｒを本来の微細化に有効な形態で母材に含有させるためには、Ｚｒの
添加方法に特別な工夫が必要であることがわかった。
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【００１３】
　そこで、本発明者らは、さらに鋭意研究の結果、特別な装置等を備えた溶解炉を用いず
とも、Ｚｒが溶湯中で酸化または硫化しない状態で残存させることができる鋳造方法を見
出した。すなわち、Ｚｒの銅合金溶湯添加については通常、Ｃｕ－Ｚｒの形態で添加され
るが、Ｚｒが微細化に有効な形態で溶湯中に残留するためには、Ｚｒが溶湯中で酸化また
は硫化しない状態で残存する必要があり、Ｃｕ－Ｚｎ－ＺｒまたはＣｕ－Ｚｎ－Ｐ－Ｚｒ
のマスターアロイの形態で添加する必要があることを見出した。
【００１４】
　すなわち、本発明はＣｕ:４０～８０％、Ｚｒ:０.５～３５％、残部Ｚｎとからなる合
金形態であるか、または、それにＰを追加したＣｕ:４０～８０％、Ｚｒ:０.５～３５％
、Ｐ:０.０１～３％、残部Ｚｎとからなる合金形態である銅合金鋳造用マスターアロイに
ある。
　本発明のマスターアロイは、Ｚｒの溶湯中での残留を容易にするため、更にＭｇ:０.０
１～１％、Ａｌ:０.０１～５％、Ｓｎ:０.１～５％、Ｂ:０.０１～０.５％、Ｍｎ:０.０
１～５％、及びＳｉ:０.０１～１％からなる群から選ばれる１種を含むのが好ましい。特
に、Ｃｕは５０～６５％であって、Ｚｒは１～１０％で上記マスターアロイを組成すると
、融点を低減し、溶湯への迅速な溶け込みを実現することができるので好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のマスターアロイを使用することにより微量のＺｒの添加であっても酸化又は硫
化の影響を受けず、溶湯の凝固時にＰとともに金属Ｚｒを存在させることができるので、
初晶アルファを晶出させ、結晶粒の微細化を行うことが容易である。
　また、本発明によれば、Ｚｒ及びＰを含有する銅合金の溶湯を鋳造して銅合金を製造す
るにあたり、少なくともＺｒをＣｕ－Ｚｎ－ＺｒまたはＣｕ－Ｚｎ－Ｚｒ－Ｐの合金形態
のマスターアロイで添加し、改質銅合金を鋳造することができ、上記鋳造法では、銅合金
溶湯に対し結晶微細化に必要な溶湯中に金属Ｚｒ濃度を５ｐｐｍ以上、好ましくは２０ｐ
ｐｍ以上５００ｐｐｍ以下にコントロールすることが容易であるので、効率的に、初晶ア
ルファを晶出させ、結晶粒の微細化を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】表１に示した試料Ｎｏ.１のマスターアロイ(６２Ｃｕ－３Ｚｒ－３５Ｚｎ)を用
いて鋳造した７６Ｃｕ－３Ｓｉ－２１Ｚｎ鋳造品を７．５倍の拡大鏡で観察したマクロ組
織図である。
【図２】表１に示した試料Ｎｏ.１のマスターアロイを用いて鋳造した７６Ｃｕ－３Ｓｉ
－２１Ｚｎ鋳造品を金属顕微鏡で観察したミクロ組織図である。
【図３】表１に示した試料Ｎｏ．１３のマスターアロイ（５０Ｃｕ－５０Ｚｒ）を用いて
鋳造した７６Ｃｕ－３Ｓｉ－２１Ｚｎ鋳造品を７．５倍の拡大鏡で観察したマクロ組織図
である。
【図４】表１に示した試料Ｎｏ．１３のマスターアロイを用いて鋳造した７６Ｃｕ－３Ｓ
ｉ－２１Ｚｎ鋳造品を金属顕微鏡で観察したミクロ組織図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明では、Ｃｕ:４０～８０％、Ｚｒ:０．５～３５％、残部Ｚｎとからなる合金形態
であるか、または、それにＰを追加したＣｕ:４０～８０％、Ｚｒ:０.５～３５％、Ｐ:０
.０１～３％、残部Ｚｎとからなるマスターアロイを提供するが、各合金成分の限定理由
は次の通りである。
【００１８】
　Ｃｕ:銅合金のマスターアロイであるから主要元素である。しかし、純Ｃｕ（融点:１０
８３度）にＺｒを添加しただけでは融点は余り下がらない（マスターアロイが溶けるのに
時間が掛かる:結果的にＺｒのロスとなって、合金内にＺｒ酸化物の形成を増長させ、無
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効なＺｒとなる）。また、Ｃｕだけではマスターアロイ溶解中のＺｒのロス、合金内にＺ
ｒ酸化物の形成を防止できない。Ｚｒの酸化ロス、硫化ロス、合金内にＺｒ酸化物の形成
を防止する添加元素が必要である。しかしながら、他の合金元素(Ｚｎ)を添加してもＣｕ
が８０％を超えると、上記の３点（融点、Ｚｒロス、有効なＺｒの存在）が不十分である
。ただし、素材の合金系にＺｎを含まない場合は、必然的に高Ｃｕ-低Ｚｎになる。
【００１９】
　他方、下限量：４０％としたのは、Ｃｕ量が４０％を満たないと融点（液相線温度）が
ほとんど下がらない、かつむしろ高融点のＺｒ化合物が生成するからである。また、Ｃｕ
量を下げる，すなわち残部のＺｎ量が多くなりすぎると、マスターアロイ製造時、Ｚｎの
蒸発が多くなりすぎ溶解温度を上げられず、マスターアロイの製造が困難になる。
【００２０】
　Ｚｒ:凝固時の微細化元素として重要である。合金化することにより、融点（液相線温
度）を下げることになる。すなわち、Ｚｒの融点は１８５０度で、Ｃｕ-Ｚｒ中間合金は
１０００～１１２０度であるが、銅合金は、液相線温度は８７０～１０５０度となり、溶
解温度は９５０～１２００度、鋳込み温度は８９０～１１５０度となる。マスターアロイ
としては銅合金の液相線以下とする必要がある。また、Ｚｒは酸化性雰囲気で溶解すると
溶解と同時にＺｒのロスが始まる。溶解に時間が掛かると、所定のＺｒの量にならない。
したがって、融点は低ければ低いほど好ましい。
【００２１】
　Ｚｒの下限は、経済的な問題と装入の手間等を考慮して必要量０.００５％の１００倍
を目算として０.５％とした。Ｚｒの上限はＺｒが多いほうがよいが融点が下がらない。
液相線温度以下とすることを考慮して３５％とした。好ましい範囲は１～２０％で、より
好ましい範囲は、１～１０％、最適範囲は２～６％である。
【００２２】
　Ｚｎ:Ｚｎの添加でＺｒとＺｎとＣｕの低融点金属間化合物を形成することができ、マ
トリックス部より融点が低くなる。次に、溶湯には酸素が存在し、その酸素がＺｒの酸化
物を形成する前に、少しでもＺｎの酸化物を形成して溶湯の酸素量を減らし、Ｚｒの酸化
ロスとＺｒの酸化を防ぐものである。したがって、溶湯の酸素濃度にもよるが、Ｚｒ＜Ｚ
ｎが好ましい。より好ましくは２Ｚｒ＜Ｚｎ、最適は３Ｚｒ＜Ｚｎである。但し、不純物
濃度として許容されるＺｎの量によってＺｒとＺｎの量を適正な関係にしておく必要があ
る。したがって、ベストモード組成はＣｕ５０～６５％、Ｚｒ１～１０％（２～６％）、
残部Ｚｎとなる。融点が最も下がり、マスターアロイ中のＺｒが溶ける時にＺｒより多く
のＺｎが同時に溶解することにより、Ｚｒの酸化ロスの防止、Ｚｒの酸化物形成を防止す
ることができるからである。
【００２３】
　Ｐ:必須元素であるが、Ｃｕ－Ｚｒ－Ｐ―Ｚｎの合金元素とすることなく、Ｃｕ－Ｐの
形態で添加することもできる。その添加量は、Ｃｕ－Ｐの場合はＣｕ－７～２０％Ｐ、好
ましくはＣｕ－１０～１５％Ｐが使用され、Ｃｕ－Ｚｒ－Ｐ―Ｚｎの場合はＣｕ－Ｚｒ－
０.０１～３％Ｐ―Ｚｎが使用されるが、以下のＰ／Ｚｒの関係式が溶湯凝固時に満たさ
れるように留意すべきである。なお、特に、Ｃｕは５０～６５％であって、Ｚｒは１～１
０％で上記マスターアロイを組成すると、融点を低減し、溶湯への迅速な溶け込みを実現
することができるので好ましい。
【００２４】
　本発明のマスターアロイは、更にＭｇ:０.０１～１％、Ａｌ:０.０１～５％、Ｓｎ:０.
１～５％、Ｂ:０.０１～０．５％、Ｍｎ:０.０１～５％、Ｓｉ:０.０１～１％からなる群
から選ばれる少なくとも１種を含むのが好ましい。
【００２５】
　これらはＺｒ金属間化合物の融点をさらに下げるとともに、マトリックスのＣｕ-Ｚｎ
の融点を下げる。また、Ｚｒの酸化ロス・硫化ロスを防ぐ。Ｍｇ、Ｍｎ、Ａｌには硫化ロ
スを防ぐ効果がある。添加量の限定理由は、下限はＺｒの酸化ロスを防ぐために必要な量
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であり、上限は、却って融点が高くなる場合があるからであり、必要以上に添加してもそ
れに見合う効果がない場合もある。
【００２６】
　なお、ＭｇはＺｒ装入前に、溶湯に０.００５ｍａｓｓ％以上のＭｇを含有させておく
と、溶湯中のＳ成分がＭｇＳの形で除去され或いは固定される。ただし、Ｍｇを過剰に添
加すると、Ｚｒと同様に酸化して、酸化物の巻き込み等の鋳造欠陥を生じる。Ｍｎについ
ても、Ｍｇほどではないが、Ｓ成分の除去作用がある。Ｓｎも、単独では微細化効果に与
える影響は少ないが、ＺｒとＰとの存在下では顕著な微細化機能を発揮する。Ｓｎは機械
的性質（強度等），耐食性，耐摩耗性を向上させるものであり、更にデンドライトアーム
を分断させ、結晶粒を粒状化且つ微細化させる機能を有するが、かかる機能はＺｎの存在
下で特に顕著に発揮される。また、Ｓｎ添加によって生成するガンマ相は溶融固化後にお
ける結晶粒の成長を抑制し、結晶粒の微細化に寄与する。しかしながら、Ｓｎが５％を超
えると、融点が１０００度を超える高融点Ｚｒ-Ｓｎ-Ｃｕの金属間化合物を形成する可能
性があるので、Ｓｎ＜Ｚｎを満足させるのが好ましい。Ａｌは湯流れ性の向上及びＺｒの
酸化，硫化ロスの防止を図り、ＺｒとＰとを共添させることによる鋳造段階における結晶
粒の顕著な微細化効果に良好な影響を与える。また、Ａｌは、Ｓｎと同様に、デンドライ
トアームを分断させ、結晶粒を粒状化させる機能を有するものであり、さらに強度，耐摩
耗性等も向上させる。
【００２７】
　上記マスターアロイは、次の方法で製造することができる。
　非酸化性雰囲気で純Ｃｕを溶かし、次に脱酸目的で、Ｚｎを添加する。そのときのＺｎ
濃度は、溶湯温度とＺｎ蒸気圧との関係から３～２５％にする。溶湯の温度を、１１００
～１２００度に上げ、市販のＣｕ－１０～６０％Ｚｒを所定量装入し、最後に低融点のＺ
ｎを装入する。副成分の：Ｂ、Ｍｇ（活性金属）については、最後のＺｎと同時または装
入後に添加する。Ｓｎ、Ａｌ、Ｍｎ、Ｓｉ（純ＳｉまたはＣｕ-１５Ｓｉで添加）、Ｐ（
Ｃｕ-１５Ｐで添加）については、最初のＺｎ投入後または最後のＺｎ装入と同時または
装入後に所定量添加するのがよい。
これらの中間合金は、舟形、粒形等の形状に鋳込んだり、連続鋳造で棒または線形状に作
られる。あるいは、大型鋳物を作って、熱間押出または、熱間圧延により線、棒、板、薄
板形状に作られる。
【００２８】
　かかるマスターアロイは、溶解炉、保持炉、タンディッシュ等に一度または連続的に投
入することにより所定のＰの存在下に所定の濃度のＺｒを銅合金溶湯中に確保することが
できる。
【００２９】
（連続鋳造による棒、線、ホローバー、大型インゴットの製作）
　基本的に、Ｚｒ以外の成分を所定の合金の組成範囲に入れる。原料事情を考慮に入れ、
脱硫、脱酸用の添加元素：Ｍｇ、Ｓｎ、Ａｌ、Ｍｎ、Ｓｉを適宜、合金の有効成分範囲（
あるいは不純物濃度以下）で追加装入し、脱硫、脱酸を念のため行う。一般的には大気と
遮断するために、溶解炉、樋、タンディッシュ、ディストリビューターは木炭で被覆され
る。なお、微細化元素Ｐについては、不足分をＣｕ-Ｐ（一般的には１０～１５％Ｐ）と
して溶解炉に投入するほうがよい。
【００３０】
　Ｚｒの添加方法には次の２通りの方法がある。また、合金の種類（融点、添加元素等）
によってＺｒ濃度、副成分を含有するＺｒマスターアロイを選択する。
　まず、Ｚｒが所定の量になるようマスターアロイを溶解炉に装入する。そして、鋳造す
る。ところがすべて鋳造（半連続鋳造）を終了させるには、時間がかかり溶解炉等でＺｒ
が酸化ロスする。この分を補うために、鋳込み直前のタンディッシュ、ディストリビュー
ターでＺｒの不足分を、数ミリ～２０ｍｍ程度の大きさの粒状マスターアロイ、または、
線状、棒状のマスターアロイを連続的または一定時間ごとに追加添加する。このときのマ
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スターアロイは、合金の鋳込み温度より当然低いものを選択する。少なくとも、タンディ
ッシュ、ディストリビューター内で、１分間以内に撹拌なしにマスターアロイが完全に溶
解するものであれば、鋳造中の溶解ロスについては予め計測しておくと、精度よくＺｒを
添加できる。
【００３１】
　他の方法は、脱酸、脱硫とＰの添加が終わった溶湯を、タンディッシュまたはディスト
リビューターにまで溶湯を流し、まずそこでＺｒ濃度が所定量になるようマスターアロイ
を添加する。連続的に鋳造しながら、タンディッシュまたはディストリビューターに数ミ
リ～２０ｍｍ程度の大きさの粒状、または、線状、棒状のマスターアロイを連続的に装入
する。必要Ｚｒ量が５０ｐｐｍであれば、５％Ｚｒのマスターアロイは計算上、１/１０
００の添加に過ぎないので全く問題はない。タンディッシュまたはディストリビューター
中へのマスターアロイ添加においても、Ｚｒはロス分に見合った量、例えば１～４０％余
分に添加するのがよい。
　なお、連続的に装入する場合は、早く溶融することが第１の条件になるので（第２は酸
化しないこと）、１～１０％Ｚｒを含有し、かつＣｕ濃度が５０～６５％のものが好まし
く、適宜合金にあった融点を下げる副成分のマスターアロイが好ましい。一方、溶解炉に
入れる場合は、早く溶けることも大切であるが、Ｚｒのロスが少なく、Ｚｒが酸化物およ
び/または硫化物の形態をなさないようにすることが重要である。
【００３２】
（低圧鋳造、ダイキャスト、溶湯鍛造（給水金具、水道メーター等）の場合）
　この種のタイプの鋳造方法は、比較的密閉度のよい溶解炉を持っており、鋳造物を作り
ながら、作った鋳造物に見合う、原料を順次追加装入するタイプの溶解炉が多い。また、
一度に原料を装入すると、溶解炉の温度が下がりこれは鋳造温度の低下を招くので、朝、
昼、夜等の作業のつなぎ目以外にはバッチ的な原料装入は行わないのが一般的である。つ
まり、定常的には、温度変化が少なくなるよう少量の原料装入が通例である。この連続操
業にも大きく２つの方法がある。
【００３３】
　１つは、Ｚｒを含まない原材料＋マスターアロイで所定のＺｒ量になるように装入する
方法である。この場合、マスターアロイは粒状物か、棒材、線材、舟形材等を所定長さに
切断したものを用いる。また、湯道等酸化、硫化がほとんど生じていない、順次発生する
工程くず、不良製品は連続操業においても積極的に使用する。この場合、くずに含有する
Ｚｒの量を考慮してマスターアロイは添加される。なお、廃棄製品等を原料とする場合は
、作業のつなぎ目に使用され、この場合、ＭｇやＡｌ等で溶湯を十分脱酸、脱硫してから
、Ｚｒのマスターアロイが添加される。
　他は、合金に所定量のＺｒを含んだ（Ｚｒロス分を考慮に入れた）インゴットを定期的
に装入する。
【００３４】
（砂型鋳造等バッチタイプの場合）
　大きな溶解炉で一度に溶解するので上記工程と基本的に同じである。異なるところとし
て、連続的な鋳造とよりバッチ的な鋳造の差はある。最終、取り鍋に溶湯をとり、砂型に
溶湯を注ぎ込むタイプが多い。十分に脱酸、脱硫された溶湯を溶解炉の中にマスターアロ
イを装入するかまたは、取り鍋でマスターアロイを装入するかの相違はある。
【００３５】
　本発明の鋳造方法は、Ｐの存在下微量のＺｒを添加すると、初晶アルファ相を晶出し、
凝固時に包晶反応または共晶反応が起こって結晶粒が微細化する銅合金に有用であり、具
体的にはＣｕ－Ｚｎ、Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｉ、Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｎ，Ｃｕ－Ｚｎ－Ａｌ，Ｃｕ－
Ｚｎ－Ｐｂ，Ｃｕ－Ｚｎ－Ｂｉ，Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｍｎ、Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｐｂ，Ｃ
ｕ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｓｎ、Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ａｌ，Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｎ－Ｐｂ，Ｃｕ－Ｚｎ
－Ｓｎ－Ｂｉ，Ｃｕ－Ｚｎ－Ｓｎ－Ａｌ，Ｃｕ－Ｓｎ，Ｃｕ－Ｓｎ－Ｐｂ，Ｃｕ－Ｓｎ－
Ｂｉ，Ｃｕ－Ａｌ，Ｃｕ－Ａｌ－Ｓｉ，Ｃｕ－Ｓｉ，Ｃｕ－Ｃｒ，Ｃｕ－Ｐｂ，Ｃｕ－Ｐ
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，及びＣｕ－Ｔｅが例示され、各銅合金に対し、下記表４に記載のマスターアロイが上述
した配合組成比の範囲で調整され使用される。特に、上記マスターアロイを使用する場合
、予め溶湯の脱酸、脱硫を行うこと、溶解温度、鋳造温度に注意してマスターアロイのロ
スが少なくなるように留意する必要がある。
【００３６】
　かかる銅合金においては、Ｐの存在下、好ましくは０.０１～０.３５ｍａｓｓ％存在下
に微量のＺｒ、すなわち５ｐｐｍ以上、好ましくは２０ｐｐｍ以上５００ｐｐｍ以下を添
加するのが好ましい。
【００３７】
　Ｚｒは、単独では、他の一般的な添加元素と同様、銅合金結晶粒の微細化を僅かに図る
ことができるにすぎないが、Ｐとの共存状態で極めて有効な微細化機能を発揮するもので
ある。このような機能は、Ｚｒ量が５ｐｐｍ以上で発揮されるが、微細化機能が１０ｐｐ
ｍ以上のＺｒ添加で顕著に発揮され、２０ｐｐｍ以上のＺｒ添加でより顕著に発揮される
ことになる。したがって、Ｚｒの含有量は５ｐｐｍ以上であることが必要であり、特に、
Ｚｒ量を１０ｐｐｍ以上としておくことが好ましく、２０ｐｐｍ以上としておくことがよ
り好ましい。但し、Ｐの存在下においてＺｒによる結晶粒の微細化機能が発揮されるＺｒ
量の最小限値は、マトリックスの組成に大きく依存する。例えば、Ｃｕ－Ｓｎ系合金、Ｃ
ｕ－Ｓｎ－Ｚｎ系合金、Ｃｕ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｐｂ系合金、Ｃｕ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｂｉ系合金
、Ｃｕ－Ｓｉ、Ｃｕ－Ｓｉ－Ｚｎ系合金、Ｃｕ－Ｚｎ系合金、Ｃｕ－Ｚｎ－（Ｂｉ，Ｐｂ
）系合金、Ｃｕ－Ａｌ系合金、Ｃｕ－Ｚｎ－Ａｌ系合金、Ｃｕ－Ｚｎ－Ａｌ－Ｓｎ系合金
、Ｃｕ－Ｚｎ－Ａｌ－Ｓｎ-(Ｂｉ，Ｐｂ)系合金及びＣｕ－Ｚｎ－Ａｌ-(Ｂｉ，Ｐｂ)系合
金にあっては、Ｚｒ量が５ｐｐｍでも効果的な微細化機能を発揮するが、純Ｃｕに近い組
成の銅合金（例えば、[Ｚｎ]＋３×[Ｓｎ]＋５×[Ｓｉ]＋３×[Ａｌ]＋０.５×[Ｂｉ]＋
０.５×[Ｐｂ]＜１５となる銅合金）においては、効果的な微細化機能が発揮されるため
にはＺｒ量を５０ｐｐｍ以上としておくことが好ましい。
【００３８】
　一方、Ｚｒ量が０.３ｍａｓｓ％を超えると、他の構成元素の種類，含有量に拘わらず
、Ｚｒによる微細化機能は飽和することになる。ところで、Ｚｒは非常に酸素との親和力
が強いものであるため、大気中で溶融させる場合やスクラップ材を原料として使用する場
合には、Ｚｒの酸化物，硫化物となり易く、Ｚｒを過剰に添加すると、鋳造中に酸化物，
硫化物の巻き込みを生じる。これを避けるために真空や完全な不活性ガス雰囲気で溶解，
鋳造させることも考えられるが、このようにすると、汎用性がなくなり、Ｚｒを専ら微細
化元素として添加する改質銅合金については大幅なコストアップとなる。かかる点を考慮
すると、改質銅合金においては、酸化物，硫化物としての形態をなさないＺｒの添加量を
５００ｐｐｍ以下としておくことが好ましく、３００ｐｐｍ以下としておくことがより好
ましく、２００ｐｐｍ以下としておくことが最適である。
【００３９】
　また、Ｚｒ量をこのような範囲としておくと、改質銅合金を再利用材として大気中で溶
解しても、Ｚｒの酸化物や硫化物の生成が減少し、再び健全な改質銅合金を得ることがで
き、また容易に被改質銅合金に転化させることができる。
【００４０】
　また、鋳造物としては、Ｚｒを粒状物、薄板状物又はこれらの形状とした中間合金物の
形態で鋳込み直前に添加させることにより、鋳造に際して酸化物及び硫化物の形態をなさ
ないＺｒが添加されてなるものであることが好ましい。すなわち、Ｚｒは、上述した如く
酸化し易いものであるから、鋳造に際しては鋳込み直前に添加した方がよい場合があるが
、この場合、Ｚｒの融点は当該銅合金の融点より８００～１０００度高いため、粒状物（
粒径：２～５０ｍｍ程度）、薄板状物（厚み:１～１０ｍｍ程度）又はこれら粒状物，薄
板状物とした中間合金物であって当該銅合金の融点に近く且つ必要成分を多く含んだ低融
点合金の形態のマスターアロイで使用することが好ましい。
【００４１】
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　他方、Ｐは、Ｚｒと同様に、単独では鋳造構造の微細化を僅かに図ることができるにす
ぎないが、Ｚｒ又はＺｒ，Ｓｉの共存下で顕著な微細化機能を発揮する。かかる微細化機
能は、Ｐ量を１００ｐｐｍ（０.０１ｍａｓｓ％）以上としておくことで発揮されるが、
Ｓｉを共添させない場合は、Ｐ量を３００ｐｐｍ以上としておくことで顕著に発揮され、
Ｓｉを共添させる場合は、Ｐ量を２００ｐｐｍ以上としておくことで顕著に発揮され、３
００ｐｐｍ以上としておくことでより顕著に発揮される。
【００４２】
　一方、Ｐ量が０.３５ｍａｓｓ％以上となると上記機能は飽和するが、Ｐを微細化元素
として添加させる鋳造方法では、当該合金本来の特性に悪影響を及ぼすことなく結晶粒を
効果的に微細化させるためには、Ｐ量を０.２５ｍａｓｓ％以下としておくことが好まし
く、０.２ｍａｓｓ％以下としておくことがより好ましく、０.１５ｍａｓｓ％以下として
おくことが最適である。
【００４３】
　なお、結晶微細化にはＺｒとＰの金属間化合物が介在すると思われ、それらの含有量と
の間に０.５＜Ｐ／Ｚｒ＜１５０、好ましくは１＜Ｐ／Ｚｒ＜５０、より好ましくは１.２
＜Ｐ／Ｚｒ＜２５の関係が成立するのが好ましい。これにより、凝固時に初晶アルファを
晶出させ、さらに、包晶反応または共晶反応によりベータ相を晶出させ、結晶微細化を達
成することができる。
【００４４】
　本発明は、鋳造段階での結晶粒の微細化を実現するものであるから、銅合金そのものの
熱間加工性を改善するものであり、鋳造後に圧延，鍛造，押出，伸線等の加工を行なう場
合にも、その加工を良好に行なうことができる。
【００４５】
　本発明方法によれば、鋳造（砂型鋳造、金型鋳造、低圧鋳造、連続鋳造、ダイキャスト
、スクイズ、ロストワックス等の精密鋳造、セミソリッド（半溶融凝固法）又は溶湯鍛造
により得られる鋳物製品，鋳塊，インゴット，スラブ等）方法により、銅合金鋳造物の強
度向上（被改質銅合金に比して、強度，耐力が１０％～２０％以上向上し、伸び等につい
ても同等以上となる）、脆さの低減、薄肉化、軽量化、靭性の向上、衝撃特性の向上、延
性の向上，鋳造欠陥（ざく巣，ひけ巣，ホール，割れ等）の低減等を図り得て、複雑な形
状や極端な大型，小型形状をなすものを含めて高品質の鋳造物を得ることができる。
【００４６】
　また、本発明によれば、特に、金型鋳造や連続鋳造による鋳造物（鋳物製品）について
は、被改質銅合金の熱間押出材や抽伸材と同等の結晶粒度，強度を有することから、これ
ら押出材，抽伸材(又はこれらを原材料とする鍛造用素材)の代用品として使用することが
でき、押出等の加工工程を省略することが可能となり、大幅な製作コストの低減及び省エ
ネルギー化を図ることができる。
【００４７】
　鋳造方法の何れにおいても、溶融固化時における結晶粒の微細化が効果的に行われるた
めには、溶融固化時における初晶がアルファ相であることが好ましく、更に、溶融固化直
後の相組織が面積比率９５％以下のベータ相を有し且つ溶融固化後の常温状態における相
組織が面積比率５０％以下のベータ相を有することが好ましい。より好ましい常温状態の
相組織にあってはベータ相が２０％以下であり、ベータ相がアルファ，カッパ，ガンマ，
デルタ，ミュー相に相変態することが好ましい。また、溶融固化直後の高温状態において
適当量の所定相（ベータ相，カッパ相，ガンマ相，デルタ相のうちの１相～３相）が存在
していると、ベータ相，カッパ相，ガンマ相の存在によりアルファ結晶粒の成長が抑制さ
れて結晶粒の微細化が効果的に行われることから、溶融固化直後の高温状態における相組
織はベータ相、カッパ相、ガンマ相及びデルタ相を面積比率（合計）で５～９５％含むこ
とが好ましい。溶融固化後の常温状態における相組織は、アルファ相、ベータ相、カッパ
相、ガンマ相、デルタ相及びミュー相のうちから選択された１相～４相を含むものである
ことが好ましい。ところで、溶融固化後の常温状態でみられるカッパ相、ガンマ相、デル



(11) JP WO2006/016614 A1 2006.2.16

10

20

30

40

50

タ相及びミュー相については、結晶粒の微細化に悪影響を及ぼすことがない。ただし、Ｚ
ｎ及びＳｉを含有する銅合金の場合、これらの相の存在は微細化効果に良好な影響を与え
、特に、カッパ相及び／又はガンマ相が多い場合に微細化効果が著しい。なお、ベータ相
が多い場合（例えば、常温においてベータ相が面積比率で１０％を超えるような相組織を
なしている場合）、鋳造物（金型鋳物等）の耐食性や延性に問題が生じることがあるが、
かかる問題は鋳造物に適当な熱処理を施す（例えば、４００～６００度，１０分～４時間
の条件で熱処理を施す）ことにより解決することができる。すなわち、熱処理によりベー
タ相が消失ないし分断させることができるからである。このような熱処理によるベータ相
の消失，分断は、結晶粒が微細であればある程、より効果的に行われる。
【００４８】
　また、マクロ組織及びミクロ組織の何れにおいても結晶粒が飛躍的に微細粒状化するた
めには、溶融固化時の固相の二次元形態ないし溶融固化後の常温状態における結晶粒又は
アルファ相の二次元形態が、デンドライトアームが分断され、更に円形状又はこれに近い
非円形状をなしているのがよい。すなわち、これらの二次元形態が、デンドライトアーム
が分断された形状又は円形、楕円形状、十字形状、針状形状若しくは多角形形状をなして
いることが好ましい。特に、上記二次元形態が円形に近くなっており且つそれが微細であ
る鋳造構造をなすことが強く望まれる鋳造物（鋳塊，インゴット，スラブ，ダイキャスト
等を含む鋳造品、溶融鍛造品等）における固相がデンドライトアームのネットワーク状態
となっていると、溶湯の流動性が悪くなり、鋳造物にざく巣，ひけ巣，ブローホール，鋳
造割れ等の大きな欠陥が生じるが、上記した二次元形態が円形状又はこれに近似する形状
となって固相が粒状化していると、ミクロ的な流動性が大幅に向上し、良品質の鋳造物を
得ることができる。このような流動性（湯流れ性）の向上は、特に、半溶融状態（固相＋
液相）で成形される半溶融鋳造法又は半溶融鍛造法を使用する場合において有益且つ実用
的な効果となるものである。例えば、半溶融鍛造法で使用する素材について、前処理とし
ての微細化処理（例えば、ステアリング，電磁誘導攪拌又は熱間加工（熱間押出，抽伸等
）等による結晶粒の微細化処理）が不要となる（このため、特に、チクソーキャスティン
グに好適する）。また、結晶粒が円形に近い微細な形態をなしていると、溶融固化時及び
その直後の熱歪等によって引き起こされる割れに対して大きな耐性を有し、且つインゴッ
トとして用いる場合にも、熱間での変形能に優れるようになり、難熱間加工材も割れを生
じることなく容易に得ることができる。
【００４９】
　一般的に、鋳物（銅合金材料の溶融固化物）の結晶粒の大きさは、急冷凝固させたもの
や前述した電磁攪拌等の特別な技術を付加したものを除いて、ひずみエネルギーを付加し
た圧延等後工程で作られる材料の結晶粒の大きさに比して大きく、その１０倍以上にもな
る。つまり、結晶粒を微細化するために膨大なエネルギーを使っているのであるから当然
微細化することになる。したがって、鋳造構造（溶融固化時）で結晶粒を微細化させたも
のと、冒頭で述べた（ｅ）（ｆ）のように鋳造後の工程により結晶粒の微細化を実現した
ものとを同等に扱うことは、技術常識上、明らかに不適当である。しかし、後述する実施
例から理解されるように、鋳造段階で結晶粒を微細化させた本発明の改質銅合金では、結
晶粒の大きさは、押出，抽伸や圧延により微細化された銅合金とほぼ同じで、機械的強度
もほぼ同じかむしろ上回っている。このように、所定の組成に溶かして固めた物に過ぎな
い鋳造物が、かかる鋳造物に更に圧延等の大きなエネルギーを加えた加工物と同等の機械
的強度を持つことは、注目に値すべきことである。
【００５０】
　また、鋳造物の耐力（溶融固化後の状態における鋳塊等の０.２％耐力）が、結晶粒の
微細化により、同一鋳造条件で鋳造された被改質銅合金に比して１０％以上（好ましくは
２０％以上、より好ましくは３０％以上、最適には４０％以上）高くなる。
【００５１】
（マスターアロイの製造）
　上記マスターアロイの製造方法により以下表１～表３に示すマスターアロイを製造する
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。
【００５２】
　下記表１では合金１:７６Ｃｕ-３Ｓｉ-２１Ｚｎ合金に７５ｐｐｍＺｒ＋０.０６％Ｐを
計算上添加し、最適（酸化物・硫化物の形態をなさない）Ｚｒの量は、２５～７５ｐｐｍ
とする。
【００５３】
　下記表２では合金２:７３Ｃｕ-２５.５Ｚｎ-１.５Ｓｎ合金に１００ｐｐｍＺｒ＋０.０
６％Ｐを計算上添加し、最適（酸化物・硫化物の形態をなさない）Ｚｒの量は、４０～１
００ｐｐｍとする。
【００５４】
　下記表３では合金３:９０Ｃｕ＋１０Ｓｎ合金に２００ｐｐｍＺｒ＋０.０６％Ｐを計算
上添加し、最適（酸化物・硫化物の形態をなさない）Ｚｒの量は１２０～２００ｐｐｍと
する。
【実施例１】
【００５５】
　電気炉で約３ｋｇになるように、電気Ｃｕ、電気Ｚｎ、電気Ｓｎ、Ｃｕ-１５％Ｓｉ合
金を用いて、融点の高い、Ｃｕ、Ｃｕ-１５Ｓｉ、Ｚｎ、Ｓｎの順に溶かし、最後にＣｕ-
１５Ｐを添加し、最終溶湯の温度が各々の合金の液相線温度＋約１００度になるように（
合金１は、９７０度、合金２は、１０４０度、合金３は、１１２０度）に設定し、５分間
保持後、最後に所定量のＺｒになるように、表１～表３に示すＺｒマスターアロイを添加
して、１０秒間黒鉛棒で撹拌後、１分保持し、最後に再度約５秒間黒鉛棒で撹拌後、φ４
０×２５０ｌまたは３５ｔ×６５ｗ×２００ｌの金型に鋳込んだ。
　なお、比較例としてＣｕ-３５Ｚｒ、Ｃｕ-５０Ｚｒ合金を所定量添加した。
【００５６】
　また、ある合金については、保持時間を延長して実施した。
　各々のマスターアロイは、１辺が約５ｍｍの立方体になるよう切り出し、さらに所定量
になるよう再切断したものを使用した。
【００５７】
　鋳込み温度は、通例液相線温度プラス３０～１５０度が一般的であり、高すぎると割れ
等の鋳造欠陥が発生しやすい。溶解温度は、樋等での温度低下を考慮に入れ鋳込み温度に
約５０度プラスした温度が一般的である。むやみに温度を上げることは、当然エネルギー
の無駄に繋がる。
【００５８】
　できた鋳物を、湯底と湯口から（上、下）から４０ｍｍ切除し、その表面を研磨後、硝
酸でマクロ組織を出現させ、実物大と×７.５倍の拡大鏡を用いて、結晶粒の大きさを、
ＪＩＳの比較法によって測定した。
【００５９】
　図１は、表１に示した試料Ｎｏ.１のマスターアロイ(６２Ｃｕ－３Ｚｒ－３５Ｚｎ)を
用いて鋳造した７６Ｃｕ－３Ｓｉ－２１Ｚｎ鋳造品を、その表面を硝酸で処理して７．５
倍の拡大鏡で観察したマクロ組織図であり、図２は、表１に示した試料Ｎｏ.１のマスタ
ーアロイを用いて鋳造した７６Ｃｕ－３Ｓｉ－２１Ｚｎ鋳造品を、その表面を過酸化水素
及びアンモニアで処理して金属顕微鏡で観察したミクロ組織図である。この鋳造合金にお
いて結晶粒度が５０μｍ以下となっており、鋳造合金が微細化されているのが分かった。
【００６０】
　また、図３は、表１に示した試料Ｎｏ．１３のマスターアロイ（５０Ｃｕ－５０Ｚｒ）
を用いて鋳造した７６Ｃｕ－３Ｓｉ－２１Ｚｎ鋳造品を、その表面を硝酸で処理して７．
５倍の拡大鏡で観察したマクロ組織であり、図４は、試料Ｎｏ．１３のマスターアロイを
用いて鋳造した７６Ｃｕ－３Ｓｉ－２１Ｚｎ鋳造品を、その表面を過酸化水素及びアンモ
ニアで処理して金属顕微鏡で観察したミクロ組織である。このマスターアロイにおいて結
晶粒度が１５０μｍとなっている。
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【表１】

【００６２】
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【００６３】
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【実施例２】
【００６４】
　表４に示す各合金系に対して具体的組成の合金を銅合金が６０＜Ｃｕ－３.５Ｓｉ－１.
８Ａｌ－０.５Ｘ＋０.５Ｙ＋Ｍｎ＜９０（但し、ＸはＳｎ，Ｓｂ，Ａｓ、Ｍｇ；ＹはＰｂ
，Ｂｉ，Ｓｅ，Ｔｅ，Ｃｒ；好ましくは６２～７１、より好ましくは６３～６７）を満た
すように調整し、鋳造するにあたり、右端の代表的なマスターアロイを本発明の範囲内で
調整し、添加した。鋳造された組織は実施例１と同様に、湯底と湯口から（上、下）から
４０ｍｍ切除し、その表面を研磨後、硝酸でマクロ組織を出現させ、実物大と×７.５倍
の拡大鏡を用いて、結晶粒の大きさを、ＪＩＳの比較法によって測定した。いずれも結晶
粒度が５０μｍ以下になる。
【００６５】
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【表５】

【産業上の利用可能性】
【００６６】
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　本発明の改質銅合金の溶融凝固方法によれば、連続鋳造方法、半溶融鋳造方法、砂型鋳
造方法、金型鋳造方法、低圧鋳造法、ダイキャスト、ロストワックス、アップキャスト、
スクイズ、遠心鋳造法、溶接、ライニング、オーバーレイ、または肉盛における改質銅合
金の微細化を行うことができる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(19) JP WO2006/016614 A1 2006.2.16

10

20

30

40

【国際調査報告】



(20) JP WO2006/016614 A1 2006.2.16

10

20

30

40



(21) JP WO2006/016614 A1 2006.2.16

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｃ２２Ｃ   9/00     (2006.01)           Ｃ２２Ｃ   9/00    　　　　          　　　　　
   Ｂ２２Ｄ  21/00     (2006.01)           Ｂ２２Ｄ  21/00    　　　Ｂ          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,L
S,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY,TJ,TM
,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

