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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　強化および変性された高強度多元素耐熱性アルミニウム合金材料であって、
重量比で、Ｃｕを１．０～１０．０％、Ｍｎを０．０５～１．５％、Ｃｄを０．０１～０
．５％、Ｔｉを０．０１～０．５％、Ｂを０．０１～０．２％及び／またはＣを０．００
０１～０．１５％、Ｚｒを０．０１～１．０％、特徴的金属元素を０．００１～３％、希
土類元素ＲＥを０．０５～５％含み、残りがＡｌであり、
前記特徴的金属元素は、Ｂｅ、Ｃｏ、Ｌｉ、Ｍｏ、Ｎｂ、ＮｉおよびＷから選ばれる一つ
、或いはＢｅ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｍｏ、Ｎｂ、ＮｉおよびＷから選ばれる二つであり、
強化および変性された高強度多元素耐熱性アルミニウム合金材料。
【請求項２】
　前記希土類元素ＲＥが１種類の希土類元素または２種類以上の希土類元素の混合物であ
り、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｅｒ、ＹおよびＳｃから選択される、
請求項１に記載の強化および変性された高強度多元素耐熱性アルミニウム合金材料。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の強化および変性された高強度多元素耐熱性アルミニウム合金材
料を調製する方法であって、以下の工程を含む方法：
　（１）１群の元素の割合を上記で特定した元素割合範囲内で選択し、各金属元素物質の
必要質量、中間合金の質量または混合金属添加物の質量を計算し、合金製造のための材料
リストを作製し、前記材料リストに従って必要な材料を得る工程、
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　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットまたは溶融アルミニウム液を加え、前記
加えた材料を加熱により完全に溶融させ、温度を７００～８００℃に維持し、前記溶融プ
ロセスを閉環境で行う工程、
　（３）Ｍｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、および前記特徴的金属元素であるＲの純金属またはＡｌ－Ｍ
ｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｚｒ、およびＡｌ－Ｒの中間合金または混合金属添加物を添加し
、攪拌により均質状態にした後、ＣｕおよびＣｄの純金属またはＡｌ－ＣｕおよびＡｌ－
Ｃｄの中間合金または混合金属添加物を添加し、その後、Ｂ、Ｃおよび希土類元素ＲＥを
添加し、攪拌により均質状態にする工程、
　（４）前記溶融した合金を炉内で精製し、前記溶融合金に精製物質を添加し、攪拌によ
り均質状態にする工程であって、前記溶融物の精製は閉環境で行う工程、
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を前記炉から注ぎ出し、脱気し、前記スラグをライン上で除去する工程、
　（６）鋳造する工程、および
　（７）４７０～５６０℃で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う工程。
【請求項４】
　前記混合金属添加物は、合金の構成成分を添加または調整するために用いられる、ケー
キ形状または塊形状の非焼結粉状冶金生成物である、
請求項３に記載の強化および変性された高強度多元素耐熱性アルミニウム合金材料を調製
する方法。
【請求項５】
　前記工程（３）において、ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金であり、
前記Ａｌ－Ｃの中間合金は２元中間合金、３元中間合金および多元素中間合金を含む、
請求項３に記載の強化および変性された高強度多元素耐熱性アルミニウム合金材料を調製
する方法。
【請求項６】
　前記粉状冶金生成物は、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、前記特徴的金属元素、Ｂ、ＣまたはＴｉの
金属粉とフラックスとを混合することにより調製される、
請求項４に記載の強化および変性された高強度多元素耐熱性アルミニウム合金材料を調製
する方法。
【請求項７】
　前記フラックスは、アルカリ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導
体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む、
請求項６に記載の強化および変性された高強度多元素耐熱性アルミニウム合金材料を調製
する方法。
【請求項８】
　前記工程（４）において、前記精製物質は、塩素、ヘキサクロロエタン、塩化マンガン
またはホウ素塩変性物質である、
請求項３に記載の強化および変性された高強度多元素耐熱性アルミニウム材料合金を調製
する方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルミニウム合金材料およびその調製方法に関し、特にマイクロ合金化元素
と希土類元素とを含むアルミニウム合金材料およびその調製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アルミニウム合金は近年現れた金属材料であり、２０世紀初頭までは産業に適用されて
いなかった。第二次世界大戦中、アルミニウム材料は主に軍用機の製造に用いられていた
。戦後、軍事産業でのアルミニウム材料の需要が急に減少したため、アルミニウム業界は
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民生用アルミニウム合金の開発に取りかかった。その結果、アルミニウム合金の適用範囲
は航空機業界から、建築、容器パッケージ、交通および運輸、電力および電子、機械製造
、石油化学など国家経済のあらゆる部門に広がり、アルミニウム合金は次第に人々の日常
生活で用いられるようになった。今日、適用規模および範囲においてアルミニウム材料に
勝っているのは鉄と鋼材料のみであり、アルミニウム材料は世界第２の主要金属材料とな
っている。
【０００３】
　高強度アルミニウム合金は、製造およびアルミニウム合金製品の面からは、通常、展伸
アルミニウム合金と鋳造アルミニウム合金とに分類される。高強度アルミニウム合金は、
製品の動作温度の面からは、一般アルミニウム合金と高温（または耐熱性）アルミニウム
合金とに分類される。今のところ、高温および高強度特性の要件を満たしているのはＡｌ
－Ｃｕ系アルミニウム合金のみである。合金番号から見ると、Ａｌ－Ｃｕアルミニウム合
金は鋳造アルミニウム合金と展伸アルミニウム合金とを含み、両方ともシリーズ２アルミ
ニウム合金に属する。しかし、良好な鋳造特性を有し変形加工に使用可能な高強度高温ア
ルミニウム合金を開示する文献はない。
【０００４】
　１．高強度鋳造アルミニウム合金および展伸アルミニウム合金
　鋳造アルミニウム合金は概して、ＡｌＳｉ系アルミニウム合金、ＡｌＣｕ系アルミニウ
ム合金、ＡｌＭｇ系アルミニウム合金およびＡｌＺｎ系アルミニウム合金を含む。ＡｌＣ
ｕ系アルミニウム合金およびＡｌＺｎ系アルミニウム合金は最も高い強度を有するが、そ
のほとんどの強度は２００ＭＰａ～３００ＭＰａの範囲である。ＡｌＣｕ系アルミニウム
合金のうち４００ＭＰａより高い強度を有するものは数合金番号のみであるが、これらの
製造コストは高い。なぜなら精製アルミニウムマトリクスと貴元素混和物とを必要とする
からである。ＡｌＺｎ系鋳造合金の耐熱性能は低い。従って通常鋳造アルミニウム合金の
適用範囲は非常に限られている。なぜならこれらの合金の剛性は展伸アルミニウム合金に
比べて劣るからである。特殊なヘビーデューティ車両用および航空機用の荷重車輪などの
重要な適用のためには、通常、鋳造アルミニウム合金ではなく展伸アルミニウム合金が用
いられる。展伸アルミニウム合金は、押し出し、延伸、フォージングなどにより、欠陥が
減少し、結晶粒が精製され、きめ細かさが増す。そのため高強度、高靱性および高サービ
ス性能を有する。しかし、展伸アルミニウム合金は、処理装置および金型に対する要求が
高く、処理手順が複雑なため、長い製造サイクルと高コストを必要とする。鋳造アルミニ
ウム合金は、展伸アルミニウム合金に比べて、低価格である、構造が等方性である、特殊
な構造が入手可能である、複雑な形状のコンポーネントの製造に適用可能である、小ロッ
ト生産および大量生産に適しているなどの利点を有する。従って、一部の展伸アルミニウ
ム合金に代わる高剛性の鋳造アルミニウム合金および鋳造プロセスを開発して、フォージ
ングの代わりに鋳造を行い、製造サイクルを短縮し、製造コストを下げるという目的を達
成することは、理論的に大きな意味があり、実用的にも高い価値がある。
【０００５】
　高剛性鋳造アルミニウム合金の開発プロセスでは、２０世紀初頭にフランスで開発され
たＡ－Ｕ５ＧＴ鋳造アルミニウム合金が重要である。今日入手可能な典型的な高剛性鋳造
アルミニウム合金の中でも、Ａ－Ｕ５ＧＴは最も長い歴史を持ち、適用範囲も最も広い。
中国においてこれと同等の種類はまだない。
【０００６】
　米国アルミニウム協会による合金番号２０１．０（１９８６）および２０６．０（１９
６７）はＡ－Ｕ５ＧＴを基に開発され、優れた機械特性および応力腐食耐性を有する。し
かし銀を０．４％～１．０％含んでいるため、材料コストが高く、軍事分野またはその他
の要求の高い分野にのみ適用されており、適用範囲が限られる。
【０００７】
　中国は高剛性鋳造アルミニウム合金の分野で著しい業績を達成した。１９６０年代から
１９７０年代にかけて、北京航空材料研究院はＺＬ２０５Ａ合金の開発に成功した。ＺＬ
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２０５Ａ合金は複雑な組成を有し、７種類の合金化元素、すなわちＣｕ、Ｍｎ、Ｚｒ、Ｖ
、Ｃｄ、ＴｉおよびＢを含む。ＺＬ２０５Ａ（Ｔ６）の引張強さは５１０ＭＰａであり、
これは登録されている鋳造アルミニウム合金材料の合金番号のなかで最も高い。ＺＬ２０
５Ａ（Ｔ５）は最も高い剛性を有し、伸び率は最大１３％である。しかし、ＺＬ２０５Ａ
の主な欠点は、鋳造特性が低いこと、および熱間割れの傾向が強いことである。さらに生
成コストが高いため、適用範囲が狭い。
【０００８】
　上記３つの高剛性鋳造アルミニウム合金は、高可塑性および高靱性に加えて高強度を有
するＡｌ－Ｃｕ系に属する。しかしこれらの鋳造特性は、熱間割れの傾向が強い、流動性
が低い、および送り性が低いなど、満足のいくものではない。さらにＡｌ－Ｃｕ系合金は
腐食耐性が低く、結晶間腐食の傾向を呈する。鋳造プロセスにおけるＡｌ－Ｃｕ系合金の
最終製品率は非常に低い。
【０００９】
　「高強度鋳造アルミニウム合金材料」という名称の４件の特許出願公開、第２００８１
０３０２６７０．３号、第２００８１０３０２６６８．６号、第２００８１０３０２６６
９．０号および第２００８１０３０２６７１．８号には、Ｃｕ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｄ
、Ｚｒ、Ｂおよび希土類元素を含む高強度鋳造アルミニウム合金材料が開示されている。
このアルミニウム合金材料の引張強さは最大４４０ＭＰａであり、伸び率は６％よりも大
きい。しかし高強度鋳造アルミニウム合金材料の実際の適用では、熱間割れの傾向が強い
という問題点および合金強度と鋳造性との矛盾が大きいという問題点が解決されていない
。主な理由は、合金の主要元素であるＣｕとＭｎの組成範囲内で擬似固相の温度範囲が広
いことである。このことは、鋳造プロセスでの固体化中に異方性樹状結晶が成長するに十
分な条件を提供し、その結果、固体化の後半段階で内部収縮応力が高くなり、収縮中に熱
間割れを起こす強い傾向を残す。
【００１０】
　今のところ、シリーズ２ＸＸＸでは７０種類を超える展伸アルミニウム合金の合金番号
が正式に登録されている。そのほとんどは米国で登録されており、そのうち１４合金番号
（すなわち２００１、２００４、２０１１、２０１１Ａ、２１１１、２２１９、２３１９
、２４１９、２５１９、２０２１、２Ａ１６、２Ａ１７、２Ａ２０および２Ｂ１６）のみ
が５％を超える銅含有率を有する高銅アルミニウム合金である。これらのうち４合金番号
のみ（すなわち２Ａ１６、２Ａ１７、２Ａ２０および２Ｂ１６）が６％を超える銅含有率
を有する。これらの展伸アルミニウム合金はその組成において、Ｓｉ、ＭｇおよびＺｎな
どを高い含有率で含むが、希土類（ＲＥ）元素などのマイクロ合金化元素は含まない。そ
のため、その組成はシリーズ２鋳造アルミニウム合金のものとは大きく異なる。このこと
は、２種類のアルミニウム合金間の製造プロセスおよび深加工プロセスの差異を反映して
いる。
【００１１】
　２．高温アルミニウム合金
　高温合金は高強度耐熱性合金、高耐熱性合金または超合金とも呼ばれ、１９４０年代に
航空用タービンエンジンの出現と共に開発された重要な金属材料である。高温アルミニウ
ム合金は、高温酸化雰囲気かつ疲労腐食の条件下で長時間高いサービス荷重に耐えること
ができ、主にガスタービンの熱側コンポーネントに適用され、航空宇宙および航空、船舶
、発電、石油化学および運輸業界で重要な構造材料である。一部の合金は生物工学分野で
関節鏡手術および歯科手術においても材料として適用可能である。
【００１２】
　一般的な高温合金は、ニッケル系、鉄系およびコバルト系合金を含み、これらは６００
～１１００℃の高温環境で使用可能である。一方、耐熱性アルミニウム合金は冷戦時代に
開発された。高強度耐熱性アルミニウム合金は４００℃までの高熱環境で高いサービス荷
重に長期間耐えるに適しており、航空宇宙および航空ならびにヘビーデューティ機械業界
などでの適用が増えている。高温高圧に曝された強力コンポーネントは、航空タービンエ
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ンジンおよびガスタービン内のコンポーネントなど高温燃料ガスに直接接するコンポーネ
ントを除いて、高強度耐熱性アルミニウム合金から鋳造可能である。
【００１３】
　アルミニウム合金は加工が容易である。そのため、加工技術レベルが上がるにつれて、
強度に対する要件を満たす限り、展伸アルミニウム合金がますます多くの適用分野におい
て鋳造アルミニウム合金に代わって用いられている。従って高強度耐熱性アルミニウム合
金は鋳造合金と展伸合金とに分類される。
【００１４】
　通常、高強度耐熱性合金は数種類または数十種類の合金化元素を含む。混和された元素
は合金中で、固溶体強化、分散強化、粒界強化および表面安定などの機能を発揮し、これ
により合金は高温において高い機械特性と高い環境性能とを維持することができる。
【００１５】
　鋳造用の高温合金を選択する際に考慮する点は以下の通りである。
【００１６】
　（１）鋳造品の通常、最高および最低動作温度、ならびに温度変化率、
　（２）鋳造品の温度差範囲および合金の膨張特性、
　（３）鋳造品に対する荷重特性、ならびに荷重、支持および外的拘束、
　（４）鋳造品のサービス寿命に対する要件、許容変形量、動作環境の性質、整形方法、
およびコストに関する要素など。
【００１７】
　現在、中国の国家標準では、高温部材鋳造用のアルミニウム合金材料は、合金番号Ａ２
０１．０、ＺＬ２０６、ＺＬ２０７、ＺＬ２０８および２０６．０を含むのみであり、こ
れらはＡｌ－Ｃｕ－Ｍｎ系合金およびＡｌ－ＲＥ系合金を含む。Ａｌ－Ｃｕ－Ｍｎ系合金
のほとんどは、合金材料として高純度アルミニウムインゴットを採用しており、そのため
高コストである。一方、Ａｌ－ＲＥ系合金は室温での機械特性が比較的低い。さらに今日
入手可能な高強度耐熱性アルミニウム合金は、高温での強度が低い（２５０℃以上の温度
では、瞬間引張強度が２００ＭＰａ未満であり、長期間に亘る強度が１００ＭＰａである
）、組成コストが高い、鋳造特性が低い、鋳造歩留まりが低い、および廃棄スクラップお
よびスラグの再利用性に劣るなどの欠点を有する。その結果、鋳造品の品質は低く、コス
トは高く、スラグの処理サイクルが長いなどとなる。さらに、近年特許出願された耐熱性
アルミニウム合金のほとんどは、組成中に貴元素を含み、鋳造特性は満足のいかないもの
であり、品質の面で航空業界の技術進歩に合わせることができず、産業的製造および適用
に不適である。
【００１８】
　国家経済および国防の近代化の発展に広く適用可能であり、国内または外国の文献で優
れた予想が見られる高強度耐熱性展伸アルミニウム合金はほとんどない。公知のシリーズ
２ＸＸＸ展伸アルミニウム合金（例えば２２１９、２Ａ０２、２Ａ０４、２Ａ０６、２Ａ
１０、２Ａ１１、２Ａ１２、２Ａ１４、２Ａ１６、２Ａ１７、２Ａ５０、２Ａ７０および
２Ａ８０など）およびシリーズ７ＸＸＸ展伸アルミニウム合金（例えば７Ａ０４など）の
ほとんどは、２５０℃以上の温度での強度が１００ＭＰａより低く、主要なマイクロ合金
化元素は、ＣｕおよびＭｎの他ではＳｉ、ＭｇおよびＺｎである。これらの元素を混和す
ることなく、２５０℃以上の高い温度で１５０ＭＰａよりも高い強度を有する高強度耐熱
性展伸アルミニウム合金は報告されていない。
【００１９】
　まとめると、中国および外国での高強度耐熱性アルミニウム合金の研究における問題点
は以下を含む。高温での強度および靱性が不十分である、２５０℃以上の温度での瞬間強
度が２５０ＭＰａ未満である、高温での長期間に亘る強度が１００ＭＰａ未満である、材
料の加工性が低い、廃棄物の処理サイクルが長い、コストが高い、および航空業界での技
術の進歩に遅れをとっているなど。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明が解決する課題は、高強度アルミニウム合金の分野に存在する技術的な問題点、
例えば、溶融物に対する処理が荒いこと、質の低さ、強い熱間割れ傾向、低い鋳造特性、
鋳造品の低い最終製品率、高温での低強度および廃棄スクラップまたはスラグの低い再利
用性などに鑑み、高質溶融物固溶体および相図理論に基づいて以下を行うことである。主
要元素（すなわち、Ｃｕ、ＭｎおよびＲＥ元素）の組成を最適化し合金中の擬似固相の温
度範囲を縮小することにより、鋳造中の共通の問題点、例えば強い熱間割れ傾向および高
温での低強度（瞬間強度および長期間に亘る強度を含む）を解決すること。組成中の低コ
ストの適切なマイクロ合金化元素を選択することにより、固溶体中での高温相および強化
相の成長、ならびに粒子の細粒化のための物理的条件を提供すること。溶融鋳造および熱
処理（主に精製、脱気、純化、ＲＥ複合元素による脱気および純化、高効率化合および変
性、結晶制御ならびに特殊な熱処理などを含む）用の技術と設備とを最適化することによ
り、固溶体中の高温相および強化相を十分に成長させ細粒化の効果を十分発揮させること
。その結果、本出願は、新規な高強度および耐性（鋳造性および変形性）を有するＲＥ含
有多元素マイクロ合金化Ａｌ－Ｃｕ系アルミニウム合金材料を開発する。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の技術的解決手段は、合金成分が、重量比で、Ｃｕを１．０～１０．０％、Ｍｎ
を０．０５～１．５％、Ｃｄを０．０１～０．５％、Ｔｉを０．０１～０．５％、Ｂを０
．０１～０．２％またはＣを０．０００１～０．１５％、Ｚｒを０．０１～１．０％、Ｒ
を０．００１～３％または（Ｒ１＋Ｒ２）を０．００１～３％、ＲＥを０．０５～５％含
み、残りがＡｌであることである。
【００２２】
　特徴的金属元素であるＲ、Ｒ１およびＲ２は、８種類の元素、Ｂｅ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｌｉ
、Ｍｏ、Ｎｂ、ＮｉおよびＷを含む具体的範囲から選択される。
【００２３】
　ＲＥは１つの希土類元素または２つ以上の希土類元素の混合物を含み得る。
【００２４】
　ＲＥは、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｅｒ、ＹおよびＳｃを含む。
【００２５】
　新規の高強度耐熱性アルミニウム合金を調製する方法は、以下の工程を含む。　
　（１）１群の適した元素の割合を上記で特定した元素割合範囲内で選択し、調製すべき
合金の総重量に応じて、各金属元素物質の必要質量、中間合金の質量または混合金属添加
物（塩化合物を含む）の質量を計算し、合金製造のための材料リストを作製し、材料リス
トに従って必要な材料を得る。　
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットまたは溶融アルミニウム液を加え、加え
た材料を加熱により完全に溶融させ、温度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセス
は、溶融物に過剰量の空気が流入するのを防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行
うべきである。　
　（３）Ｍｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｒ、Ｒ１およびＲ２の純金属またはＡｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ
、Ａｌ－Ｚｒ、Ａｌ－Ｒ、Ａｌ－Ｒ１およびＡｌ－Ｒ2の中間合金または混合金属添加物
（塩化合物を含む）を組成に従って添加し、攪拌により均質状態にした後、ＣｕおよびＣ
ｄの純金属またはＡｌ－ＣｕおよびＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物（塩を含
む）を添加し、その後、Ｂ、ＣおよびＲＥ元素を添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指す。粉状冶金生成物は、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｒ、
Ｒ１、Ｒ２、Ｂ、ＣまたはＴｉの粉体と溶解剤との混合物である。溶解剤は、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体（例えばＮａＣｌ、ＫＣｌおよ
びＮａ３ＡｌＦ６をなど）の混合物である。　
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　（４）上記溶融した合金を炉内で精製し、精製物質（実際の環境によって、精製物質と
して塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガン、またはホウ素塩および炭化物など）
を添加し、攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および
燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行い、材料の過
燃焼を防ぐ。
【００２６】
　本発明は、従来技術に比べて以下の利点を有する。
【００２７】
　従来技術における現行のＡｌ－Ｃｕ系高剛性アルミニウム合金（例えば、ＺＬ２０１Ａ
、ＺＬ２０４ＡおよびＺＬ２０５Ａなど）、すなわちアルミニウム合金のほとんどは、ベ
ース材料として精製アルミニウムを用いており、合金中１％以上の貴元素混和物を含有す
る必要がある。その結果、コストが高くなり、Ａｌ－Ｃｕ系高剛性アルミニウム合金の適
用は、航空宇宙および航空、国防および軍事産業などの最先端の分野に限られる。これら
のアルミニウム合金はコストパフォーマンスが低いために民生分野での適用は限定される
。本発明は、この問題点を解決する。
【００２８】
　中国および全世界でアルミニウム材料の歩留まりが急速に上昇し、中国でアルミニウム
産業が急速に広がるにつれ、「鋼に代えてアルミニウムを用いる」傾向が産業界で次第に
増加している。民生分野ではコストパフォーマンスの高い高剛性アルミニウム合金が緊急
に必要とされている。本発明は、ベース材料として一般アルミニウムを用い、貴元素を排
除し（またはその含有率を下げ）、特徴的マイクロ合金化元素の組成を最適化し、集中的
かつ簡易で整然とした溶融鋳造および純化プロセスを採用することにより、新規な高強度
耐熱性アルミニウム合金材料を開発する。それにより現行材料のコスト面の限界も克服さ
れる。
【００２９】
　具体的に、本発明は以下の８つの利点を有する。
【００３０】
　１．高強度および高硬度。材料強度の面から見ると、可塑性要件を満たすことを前提に
、熱処理などの技術的手段により、強化相を鋳造された構造で均一にかつ合理的に沈殿か
つ分散することができる。これにより、材料強度は４８０～５４０ＭＰａとなり、硬度は
ＨＢ１４０以上となる。
【００３１】
　２．材料の二重特性。材料の目的から見ると、本発明による材料は二重特性を有するア
ルミニウム合金に属する。この合金は鋳造アルミニウム合金の特性と展伸アルミニウム合
金の特性とを有し、あらゆる種類の軽量かつ強靱な機能部材と構造部材とを直接鋳造する
ために用いることができ、あるいはまずロッド状に鋳造してその後熱押出しにより加工し
て様々な断面のプロファイルを有するようにすることができる。
【００３２】
　本発明による材料は性質的には、複数のマイクロ合金による鋳造アルミニウム合金に属
する。しかし、この材料は流動性および結晶間自己潤滑特性に優れているため、展伸アル
ミニウム合金の操作性を有する。
【００３３】
　３．進んだプロセス。製造プロセスの面から見ると、従来の精錬技術での荒っぽいプロ
セスは変更され、電気炉内で厳重に保護された精錬を用いることができるため、過剰な不
純物および気体が流入することは回避される。そのため、合金の純度を保証することがで
き、その後の複雑な溶融処理プロセスを簡素化かつ短縮することができる。さらに、精錬
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プロセスのエネルギー効率は従来の反射式精錬プロセスよりもはるかに高く、環境汚染を
減らす。この精錬プロセスは環境保護かつ省エネルギープロセスに属する。
【００３４】
　（１）保護的精錬はエネルギー消費および汚染を大幅に減らし、製造手順を簡素化し、
集中度を上げる。
【００３５】
　溶融アルミニウムおよびアルミニウム合金は空気を流入させる傾向が強い。従って、材
料が開いた炉または密閉性の低い炉内で溶融し精錬された場合、溶融合金液は、大量の気
体（例えばＯ２）と空気中の水分とを吸収する。そのため溶解不能なＡｌ２Ｏ３と高度に
活性なＨ２が生成され得、不純物を取り込み得る。これらの物質がすばやく取り除かれな
い場合、溶融物内に気体が形成され、鋳造品は、スラグを含む、孔がある、構造が緩いな
どの欠陥を有することになり、受容不能となり得る。この場合、溶融物中でＨ２が最も有
害である。なぜなら溶融アルミニウムおよびアルミニウム合金中でのＨ２の溶解度は、固
体アルミニウムおよびアルミニウム合金中での溶解度よりもはるかに高く、そのため大量
のＨ２が合金から逃げ、合金が固体化したときに多くの欠陥が発生する。これに対し、溶
解不能なスラグは除去し易い。そのため、溶融物および鋳造品の質を保証するには、溶融
物中への気体の取り込みを回避することが主要な課題である。
【００３６】
　通常の産業用大型アルミニウム合金精錬炉は反射式加熱炉または保持炉である。これら
はエネルギー源として液体燃料または気体燃料を用い、燃焼支持用に大量の空気供給を必
要とする。さらに、燃焼生成物は、水蒸気、ＣＯ２およびＮＯｘなどの物質を大量に含ん
でいる。これらの物質は高温でアルミニウムと反応し、様々な有害不純物を生成する。し
かも、これらの不純物はアルミニウム液と同様、Ｈ２を吸収するため、溶融物をひどく汚
染する。鋳造を行う前に、溶融物を１以上の特殊純化手順により処理しなければならない
。その後サンプリングして受容可能か否かをテストする。このためプロセス手順は間違い
なく長引き、エネルギー消費および汚染指数を減らすことは困難である。さらに、製造を
継続的に行うことが要求されるため、設備は大型でなければならず、そのため投資額は高
く、技術的許容の基準は上がる。しかも、設備のオーバーホールに必要なコストおよび初
期コストは、設備の大型化およびプロセス手順の長期化に伴って何倍にも上昇する。
【００３７】
　一般アルミニウム合金の鋳造製造作業場では、製造規模が小さく設備が単純であるため
、アルミニウム合金溶融物の回りを取り囲む保護手段が用いられることはめったにない。
その結果、溶融物および鋳造品の質は低くなる。
【００３８】
　本発明に開示する調製方法では、精錬作業用に密閉カバーを備えた電気誘導加熱設備を
用いる。そのため、燃焼プロセスで空気、水蒸気および様々な燃焼生成物によって溶融物
が汚染されることは回避される。さらに、精錬プロセスで遮蔽気体を用いることにより、
気体によって遮蔽された精錬を行うことができる。そのため、空気の侵入が最低限に抑え
られる。溶融物は高純度状態に保持されるため、その後の鋳造段階では単純なスルータイ
プの脱気およびスラグ除去装置を用いることができ、特殊な保持タイプの純化設備は不要
である。そのため、プロセス手順は大幅に簡素化される。
【００３９】
　（２）鋳造品の熱処理プロセスを最適化し、材料の機械特性の劣化および「過燃焼」に
よる廃棄物の発生を防ぐ。
【００４０】
　「高強度鋳造アルミニウム合金材料」という名称の特許出願、第２００８１０３０２６
７０．３号、第２００８１０３０２６６８．６号、第２００８１０３０２６６９．０号お
よび第２００８１０３０２６７１．８号では、材料の熱処理パラメータは「６２０℃より
低く、７２時間以内」と特定されている。材料適用テストでは、溶体化処理温度が５６０
℃よりも高いときに「過燃焼」が起こることが多いことが判明しており、その結果、材料
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のマイクロ構造が破壊される。これは典型的には、強度および延性の劣化、鋳造品の脆さ
、黒い又は暗い表面などとして現れる。材料がクラックして変形し、熱処理プロセス中に
廃棄しなければならないことさえある。溶体化処理温度が４７０℃より低いと、強化相の
成長が不十分であることと沈殿強化の影響のために、材料強度は予測される目標値をほと
んど満たすことができない。さらに試行錯誤の末、熱処理時間が３０時間より長いと、材
料の性能向上に有意な効果がないことが判明している。そのため、効果と効率を上げるた
めには、熱処理パラメータは、４７０～５６０℃で３０時間より短い期間、溶体化処理に
より最適化される。
【００４１】
　４．組成の科学性および経済効率。材料ソースの面から見ると、進んだ組成は２つの面
で利点を提供することができる。すなわち、ベース材料における利点と合金化元素におけ
る利点である。一方の面では、本発明による新規材料のベース合金は通常の産業用純粋ア
ルミニウム（例えば、再精錬用のアルミニウム液およびアルミニウムインゴットを含む、
ライトゲージアルミニウム）とすることができる。精製アルミニウムまたは高純度アルミ
ニウムをベース合金として用いる現行の高強度アルミニウム合金と比べると、本発明の材
料は、材料供給源の広さ、低コスト、調達の利便性などの利点を有する。同時に本発明に
よる材料は、精製アルミニウムまたは高純度アルミニウムをベース合金として用いること
もでき、このような組成の材料は、同種の一般アルミニウム系材料よりも高い延性を有す
る。他方の面では、貴元素は一般的な元素に比べて数十倍または数百倍も合金のコストを
上げているということを鑑み、本発明による新規材料中では、合金化元素の組み合わせは
貴元素を含まないか、ごく微量の（通常、１％未満）貴元素を含むにすぎない。これに対
し、現行の高強度アルミニウム合金は通常、１％より高い割合で貴元素を含む。上記２つ
の面での利点により、本発明による一連の新規材料が市場を独占する可能性は高い。
【００４２】
　本発明は主要合金元素として銅（Ｃｕ）とマンガン（Ｍｎ）とを最適化し、さらに、ベ
リリウム（Ｂｅ）、コバルト（Ｃｏ）、クロミウム（Ｃｒ）、リチウム（Ｌｉ）、モリブ
デン（Ｍｏ）、ニオブ（Ｎｂ）、ニッケル（Ｎｉ）およびタングステン（Ｗ）から選択さ
れる１つの特徴的元素、またはいずれか２つの特徴的元素の組み合わせにより形成される
マイクロ合金化元素の複合組成を有する。これにより固溶体中での高温相および強化相の
成長ならびに粒子精製のための物理的条件が提供される。
【００４３】
　合金中の主要元素ＣｕおよびＭｎからの強化θ相（Ａｌ２Ｃｕ）およびＴ相（Ａｌ１２

Ｍｎ２Ｃｕ）の組成に基づき、適切に高い反応性を有する元素（Ｂｅ）を選択して、分散
型高温強化α相およびβ相を合金中に形成することができる。この目的は、合金化元素を
酸化、燃焼損失および気体の流入から保護し、合金の冶金品質と表面酸化膜のきめ細かさ
を向上させ、鉄不純物（Ｆｅ）を針形状からペレット形状に変態させ、砂型鋳造と金型鋳
造との間のバックフラッシングを防止することである。高温元素（Ｃｏ）を選択して、８
種類の分散型高温強化相（ＡｌＣｏ、Ａｌ９Ｃｏ２などを含む）を合金中に形成すること
ができる。さらに、Ｃｏは、複合合金による高強度鋳造アルミニウム合金中に含まれる微
量の補助元素であり、ＣｏがＭｎと共存しているとき、これら２つの元素は高度な樹状間
強化相を形成する。このことは転位を妨げ、結晶粒のすべりを防止するため、室温および
高温（４００℃まで）での合金強度を効果的に向上させることができる。高温元素Ｃｒを
選択して、５種類の分散型高温強化相（β－ＣｒＡｌ７、η－Ｃｒ２Ａｌなどを含む）を
合金中に形成することができる。溶解性の高い元素Ｌｉを選択して、５種類の分散型高温
強化相（Ａｌ２Ｌｉ３、ＡｌＬｉ５などを含む）を合金中に形成することができる。これ
により合金の硬度および腐食耐性が向上する。高温元素Ｍｏを選択して、１３種類の分散
型高温化合物強化相（ＡｌＭｏ３～Ａｌ１２Ｍｏなど）を合金中に形成することができる
。高温元素Ｎｂを選択して、３種類の分散型高温化合物強化相（ＡｌＮｂ３、ＡｌＮｂお
よびＡｌ３Ｎｂ）を合金中に形成することができる。高温元素Ｎｉを選択して、５種類の
分散型高温強化相（ＡｌＮｉ３、Ａｌ３Ｎｉなどを含む）を合金中に形成することができ
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る。これにより高温での合金の体積および形状・寸法の強度および安定性が向上し、鉄化
合物が塊形状に変化する。その結果、鉄不純物の悪影響が低下する。高温元素Ｗを選択し
て、３種類の分散型高温強化相（Ａｌ１２Ｗ、Ａｌ６ＷおよびＡｌ４Ｗ）を合金中に形成
することができる。これにより、高温での合金強度が向上する。
【００４４】
　希土類（ＲＥ）元素は、アルミニウム合金中に様々な金属化合物を形成することができ
る（例えば、ＡｌとＬａの場合にはα－Ａｌ１１Ｌａ３、β－Ａｌ１１Ｌａ３およびＡｌ
Ｌａ３など、ＡｌとＣｅの場合にはα－Ｃｅ３Ａｌ１１、ＣｅＡｌ３およびＣｅＡｌ２な
ど、ＡｌとＰｒの場合にはα－Ａｌ１１Ｐｒ３およびρ－ＡｌＰｒ３など、ＡｌとＮｄの
場合にはα－Ａｌ１１Ｎｄ３およびＡｌＮｄ３など、ＡｌとＰｍの場合にはＡｌ１１Ｐｍ

３およびＡｌＰｍ２など、ＡｌとＳｍの場合にはＡｌ１１Ｓｍ３およびＡｌＳｍ２など、
ＡｌとＥｕの場合にはＡｌ４ＥｕおよびＡｌＥｕなど、ＡｌとＧｄの場合にはＡｌ４Ｇｄ
およびＡｌ１７Ｇｄ２など、ＡｌとＴｂの場合にはＡｌ３ＴｂおよびＡｌＴｂ２など、Ａ
ｌとＤｙの場合にはα－Ａｌ３ＤｙおよびＡｌＤｙ２など、ＡｌとＨｏの場合にはＡｌ３

ＨｏおよびＡｌＨｏ２など、ＡｌとＥｒの場合にはＡｌ－Ｅｒ、Ａｌ３ＥｒおよびＡｌＥ
ｒ２など、ＡｌとＴｍの場合にはＡｌ３ＴｍおよびＡｌＴｍなど、ＡｌとＹｂの場合には
、Ａｌ３ＹｂおよびＡｌ２Ｙｂなど、ＡｌとＬｕの場合にはＡｌ３ＬｕおよびＡｌＬｕ２

など、ＡｌとＹの場合にはＡｌ３ＹおよびＡｌＹ２など、ＡｌとＳｃの場合にはＡｌ３Ｓ
ｃおよびＡｌＳｃ２など。まとめると、ほぼ１００の不溶性活性金属化合物がある）。金
属化合物のすべては、室温および高温での合金強度、ならびに溶融物の流動性を大幅に向
上させることができる。
【００４５】
　本発明における主要合金化元素の活性メカニズムは、以下の通りである。
【００４６】
　（１）本発明による材料は、Ｃｕを１～１０％の範囲で含有する。これはＡｌ－Ｃｕ系
鋳造アルミニウム合金のＣｕ含有範囲（すなわち３～１１％）とは僅かに異なるが、理論
的に大きな革新的な意味を有する。
【００４７】
　一方では、５．６５～５．７％のＣｕ含有率はＡｌ－Ｃｕ合金中のＣｕの共晶溶解度に
まさに等しい。熱処理プロセスでは、「完全固溶体－均質沈殿－粒界強化相－侵入型充填
材（結合、埋込および滑り防止）」の変態モデルおよび活性メカニズムによって、Ｃｕリ
ッチ強化相（Ａｌ２Ｃｕ、すなわちθ相を含む）の半分以上が形成される。これにより室
温および高温でのアルミニウム合金の機械特性が大幅に向上し、アルミニウム合金の操作
性が向上する。しかし、Ａｌ中のＣｕの溶解度は温度の低下に伴って急激に低下するため
、結晶の固体化中に、α－Ａｌ固溶体中のＣｕの過飽和度が急速に上昇する。そのためα
－Ａｌ樹状結晶は、成長するにつれ、Ｃｕリッチ強化相を粒界方向に追い出す傾向が強く
なる。これにより、結晶内部と粒界との間に大きな構造応力が発生する。さらに、合金全
体が固体化収縮段階にあるため、構造応力に収縮応力が重畳する。総応力が合金の瞬間物
理強度を一旦超えると、熱間割れが起こる。そのため、≦５．６５％のＣｕ含有率という
特定範囲内では、アルミニウム合金の鋳造特性は最悪であり、熱間割れの傾向は最も強い
。しかし全体的な傾向としては、Ｃｕ含有率が低下するにつれて合金の熱間割れ傾向は弱
まり、Ｃｕ含有率が＜１％になると、強化相の量が十分でなくなるため強化相の変態モデ
ルおよび活性メカニズムは十分に機能しなくなり、粒界での沈殿と結晶内溶解のために、
粒界に大量の欠陥が発生し、その結果、室温および高温での合金強度が低下する。従って
、Ｃｕ含有率が低すぎると単純なＡｌ－Ｃｕ合金にとって元素Ｃｕはあまり意味がない。
しかし、合金に十分なＲＥ元素が添加されている場合は、低Ｃｕ含有率を補償するという
特殊な効果を得ることができる。
【００４８】
　他方、Ｃｕ含有率が≧５．７％であるとき、熱処理プロセスにおいてＣｕリッチ相はマ
トリクスによって完全に吸収されるわけではない。Ｃｕリッチ相はむしろ、Ｃｕリッチ金
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属化合物として粒界近傍に分散し、α－Ａｌ固溶体の内部と外部との間の濃度差を減らし
、固体化プロセスにおいてＣｕリッチ相をα－Ａｌ固溶体中の樹状結晶から粒界方向に追
い出す強さを抑える、すなわち、構造応力と熱間割れ傾向を弱める。明らかに、Ｃｕ含有
率が≧５．７％であるとき、結晶化プロセスにおいて、Ｃｕリッチ相が多いほど合金中の
構造応力および熱間割れ傾向は弱い。さらに、高融点を有する微結晶分散型Ｃｕリッチ相
は、溶融物結晶化中に活性異種結晶核を形成する。このことは、溶融物結晶化プロセスを
加速させるが、結晶核の成長を阻止し、粒子を精製し、合金中の熱間割れ傾向を弱める。
しかも、マトリクス中の粒界間の充填効果は高まり、さらにＣｕリッチ相は、Ａｌおよび
Ｍｎなどの様々な元素と反応することにより高融点を有する浸出（infusion）金属化合物
を形成することができる。これらの活性はすべて、溶融物の表面張力を大幅に弱め、溶融
物の粘度を下げ、それにより溶融物の流動性と合金の鋳造特性とを大幅に向上させる。
【００４９】
　Ｃｕ含有率が５．７％近傍であるとき、熱処理後のマトリクス中の粒界に、大量のＣｕ
リッチ相（溶解－沈殿した相）と、Ｃｕ系金属化合物の微粒子分散相のうち少量の分散相
（約０．５％）とが形成される。そのため、室温での合金強度は高い。しかし、合金が高
温環境にあるとき、大量のＣｕリッチ相は再びマトリクス中に溶解するため、結晶間空隙
および欠陥が発生し、高温での合金強度をひどく劣化させる。Ｃｕ含有率がさらに上昇す
ると、合金強度に対する温度の影響は低下する。分散相の量と沈殿相の量とが互いに実質
的に同等であるとき、材料強度に対する温度の影響は最も低い。この時点で、合金中のＣ
ｕ含有率は１１～１２％である。
【００５０】
　しかし、合金中のＣｕ含有率が＞１０％であるとき、結晶化プロセスでの超過Ｃｕは優
先して結晶化される傾向にあり、そのため、巨大ネットワーク構造が形成される。その結
果、合金の粘度が大幅に上昇し、アルミニウム－マトリクスに代わって超過相が結晶化プ
ロセスの結晶化制御において主要な要因となる。その結果、アルミニウム－マトリクス相
に対して分散相が元々有していた有利な効果は完全に抑えられ、そのため合金の特性は再
びひどく劣化する。
【００５１】
　上記の理論および実際の立証に基づき、主要合金化元素Ｃｕの適正な範囲は１から１０
％（重量比）と決定される。
【００５２】
　（２）本発明による材料は、腐食耐性を向上させＦｅ不純物を抑制してＦｅの悪影響を
減らすために、元素Ｍｎを用いる。
【００５３】
　元素Ｍｎはマトリクスと反応してＭｎＡｌ６を生成する。これは純粋アルミニウムと同
等の電位を有する。この元素は、合金の腐食耐性と溶接性とを効果的に高めることができ
る。さらに、Ｍｎは高温強化相として作用し、再結晶化温度を高め、再結晶粒子の粗化を
阻止することができる。そのためＭｎは、合金の溶液強化および補足強化を行い、耐熱性
能を上げることができる。粒子精製物質の活性下では、この元素は元素Ｆｅと反応してＡ
ｌ３（Ｆｅ、Ｍｎ）ペレットを生成して、合金に対するＦｅの悪影響を効果的に排除する
ことができる。そのため本発明では、Ｆｅ含有率は広範囲（Ｆｅ≦０．５％）であっても
よい。このアプローチの利点は、精製アルミニウムに代えて一般アルミニウムが使用可能
であることを含み、コストを下げ、原料ソースを広げ、本発明による材料の適用分野を広
げる。
【００５４】
　（３）ＲＥ元素は、５％までの広い含有率範囲で、主にマイクロ合金化ベース元素とし
て用いられる。これにより、合金中のＲＥ元素による、脱気、スラグ除去、純化、粒子精
製および変性という効果が十分に利用され、合金の機械特性および腐食耐性が向上する。
【００５５】
　ＲＥ元素の脱気、スラグ除去および純化メカニズムは、以下の通りである。ＲＥ元素は
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高度に活性であり、Ｏ、Ｈ、ＳおよびＮなどに対する親和力が高く、現行の最も強い脱酸
物質（すなわちアルミニウム）よりも脱酸力が高く、酸素の含有量を５０×１０－６から
１０×１０－６以下まで下げることができる。さらにＲＥ元素は、強い脱硫能力を有して
おり、Ｓ含有量を２０×１０－６から１～５×１０－６まで下げることができる。そのた
めＲＥ含有アルミニウム合金は、精錬中にアルミニウム液中の上記物質と容易に反応する
ことができ、反応物質はアルミニウム中で不溶でありスラグに侵入する。その結果、合金
中の気体含有量は低下し、合金製品中に孔ができたり構造が緩くなったりする傾向は大幅
に弱まる。
【００５６】
　ＲＥ元素は合金の機械特性を大幅に向上させる。ＲＥ元素は、アルミニウム合金中で、
安定した高融点金属間化合物、すなわちＡｌ４ＲＥ、Ａｌ８ＣｕＲＥ、Ａｌ８Ｍｎ４ＲＥ
およびＡｌ２４ＲＥ３Ｍｎなどを形成することができる。これらの高融点金属間化合物は
、ネットワークまたはスケルトンという形態で、結晶間および樹状間結晶中に分散し、マ
トリクスに強固に結合し、粒界を強化および安定化させるという機能を発揮する。しかも
合金中にいくつかのＡｌＳｉＲＥ相が形成される。ＡｌＳｉＲＥ相は、融点および硬度が
高いため、合金の耐熱性および磨耗耐性の向上に貢献する。さらにＲＥ元素は、金属液中
で低融点のＳｎ、ＰｂおよびＳｂなどの不純物元素を中和させることができ、これらと反
応して高融点化合物を生成するか、またはこれらを樹状間空間から結晶構造全体に均一に
分散させることにより樹状構造を排除する。
【００５７】
　ＲＥ元素は粒子精製および変性効果を有する。ＲＥ元素は表面活性元素であり、粒界で
広く分散する。そのため溶融物の粘度を下げ、流動性を高め、相間の張力を下げ、粒子を
精製することができる。なぜならＲＥ元素は、臨界形状・寸法で結晶核を形成するために
必要な作業を減らし、それにより結晶核の量を増やすからである。アルミニウム合金に対
するＲＥ元素の変性活性は長い残余活性であり、再精錬安定性を有する。単独ＲＥ元素ま
たは混合ＲＥ元素のほとんどは、合金に添加された後、α－Ａｌ相に対して強い精製およ
び変性効果を有する。
【００５８】
　さらにＲＥ元素は、合金の導電率を高めることができる。ＲＥ元素は、アルミニウム結
晶粒子を精製し、合金中の不純物（例えば、Ｆｅ、Ｓｉなど）と反応して安定した化合物
（例えばＣｅＦｅ５、ＣｅＳｉおよびＣｅＳｉ２など）を生成し、結晶から沈殿させるこ
とができる。さらにＲＥ元素は、合金に対して純化効果を有しており、そのためアルミニ
ウムの電気抵抗は低下し、導電率は上昇する（約２％）。
【００５９】
　少量のＲＥ元素が合金特性に対して明らかに変性効果を有するため、アルミニウム合金
に添加されるＲＥ元素の量は通常、１％未満である。特許出願第２００８１０３０２６７
０．３号、第２００８１０３０２６６８．６号、第２００８１０３０２６６９．０号およ
び第２００８１０３０２６７１．８号では、ＲＥの含有量は０．０５～０．３％に決定さ
れている。Ａｌ－ＲＥ合金の相図を分析すると、ほとんどのＲＥ元素はアルミニウム中で
の溶解度が非常に低いため（例えばＣｅの溶解度は約０．０１％である）、通常、粒界ま
たはベース結晶内部に分散する高融点金属間化合物として存在する。ＲＥ元素は、活性が
高いため、溶融物の純化プロセスで純化物質として機能するときに部分的に消費される。
そのため、合金に添加されるＲＥ元素の量が十分でないとき、α－Ａｌ相に対するＲＥ元
素の変性効果は十分に発揮されない。ＲＥ元素の変性効果の長い残余活性および再精錬安
定性を維持しＲＥ元素の高温強化効果を十分発揮させるために、本発明では、ＲＥ含有率
をＣｕ含有率に沿って考慮し、０．０５～５％と決定する。
【００６０】
　（４）複合合金化用の特徴的添加元素として、元素Ｂｅは、分散型高温強化α相および
β相を合金中に形成し、合金化元素の酸化および燃焼損失ならびに合金化元素への気体の
流入を阻止し、合金の表面酸化膜の冶金品質およびきめ細かさを向上させ、Ｆｅ不純物を
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針形状からペレット形状に変態させ、鋳造プロセスにおける砂型鋳造と金型鋳造とのバッ
クフラッシングを防止することができる。
【００６１】
　複合合金化用の特徴的添加元素として、元素Ｃｒは、５種類の分散型高温強化相（β－
ＣｒＡｌ７、η－Ｃｒ２Ａｌなど）を形成することができる。これらは粒界に分散して、
室温および高温での合金強度を上げることができる。
【００６２】
　複合合金化用の微量添加元素として、元素Ｃｏは、８種類の分散型高温強化相（ＡｌＣ
ｏ、Ａｌ９Ｃｏ２など）を合金中に形成することができる。元素Ｃｏは、高強度鋳造アル
ミニウム合金の複合合金化用の微量添加元素である。元素ＣｏがＭｎと共存しているとき
、これら２つの元素は、Ａｌ４（ＣｏＦｅＭｎ）などの高度な樹状間強化相を形成するこ
とができる。このことは転位を妨げ、結晶粒子のすべりを防止し、室温および高温（４０
０℃まで）での合金強度を効果的に向上させる。
【００６３】
　複合合金化用の微量添加元素として、元素Ｎｉは、５種類の分散型高温強化相（ＡｌＮ
ｉ３、Ａｌ３Ｎｉなど）を合金中に形成することができ、これにより高温での合金強度な
らびに体積および形状・寸法の安定性を向上させることができ、Ｆｅ化合物を塊形状に変
化させる、すなわちＦｅ不純物の悪影響を減らす傾向を有する。
【００６４】
　複合合金化用の微量添加元素として、元素Ｌｉは、５種類の分散型高温強化相（Ａｌ２

Ｌｉ３、ＡｌＬｉ５など）を合金中に形成することができ、これにより合金の硬度および
腐食耐性を向上させることができる。
【００６５】
　複合合金化用の微量添加元素として、元素Ｎｂは、３種類の分散型高温化合物（すなわ
ち、ＡｌＮｂ３、ＡｌＮｂおよびＡｌ３Ｎｂ）を合金中に形成することができる。
【００６６】
　複合合金化用の微量添加元素として、元素Ｍｏは、１３種類の分散型金属化合物高温強
化相（すなわち、ＡｌＭｏ３～Ａｌ１２Ｍｏなど）を合金中に形成することができる。
【００６７】
　複合合金化用の微量添加元素として、元素Ｗは、３種類の分散型高温強化相（すなわち
、Ａｌ１２Ｗ、Ａｌ６ＷおよびＡｌ４Ｗ）を合金中に形成することができ、これにより高
温での合金強度を向上させる。
【００６８】
　上記８種類の元素は別々に添加してもよいし、いずれか２つの元素を組み合わせて添加
してもよい。その結果得られる飽和溶融物および過飽和固溶体は、溶液強化、強化相によ
る強化、分散強化および粒子精製という機能を合金にもたらすことができる。
【００６９】
　５．優れた鋳造特性。本発明による新規材料の優れた性能は、先端技術構造、航空、航
空宇宙および民生のヘビーデューティ産業分野での鋳造テストにより立証されている。鋳
造性能は、現行の高強度アルミニウム合金、すなわちＡ２０１．０、ＺＬ２０６、ＺＬ２
０７、ＺＬ２０８および２０６．０などに比べて優れており、アルミニウム合金の鋳造プ
ロセスにおける深刻な問題点、すなわち、強い熱間割れ傾向および鋳造の低歩留まりなど
は完全に解決される。再精錬後の中古材料は任意の割合で新しい材料と混合することがで
き、中古の材料と新しい材料とを混合した溶融物の鋳造特性は新しい材料の鋳造特性と同
じである。材料強度を安定させ、延性を向上させる有利な効果を達成することができる。
現行の高強度アルミニウム合金は、廃棄材料の再利用性が低い、プロセスサイクルが長い
などの欠点を有するが、これに比べて、本発明による新規材料は高い経済効率および優れ
た特徴を有する。
【００７０】
　本発明による新規材料が熱間割れ傾向を排除するメカニズムは以下の通りである。合金
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中のＣｕ含有率が上昇すると、Ｃｕリッチ相が形成される。これらのＣｕリッチ相は、粒
界で金属化合物の形態で分散する高融点細結晶分散相である。溶融物の結晶化プロセスで
過飽和度が急速に上昇することにより、結晶中のＣｕリッチ溶質が粒界に拡散するという
強い傾向があるが、上記Ｃｕリッチ相はこれを効果的に調整し、それにより結晶化プロセ
スでの構造応力を緩和する。さらに、粒界におけるＣｕリッチ分散相、特徴的マイクロ合
金化元素Ｒ（Ｂｅ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｍｏ、Ｎｂ、ＮｉおよびＷ）、ＲＥマイクロ合金
化元素、およびＭｎ、Ｚｒ、ＴｉおよびＢなどの分散相は、粒子精製、粒界充填および、
アルミニウムの電位に近い電位を有する金属化合物の生成などの効果を有する。これらの
効果はすべて、溶融物の表面張力を大幅に減らし、溶融物の粘度を下げ、それにより溶融
物の流動性および合金の鋳造特性を大幅に向上させて、鋳造品の高い受容率を保証する。
【００７１】
　中古材料の優れた再利用性のメカニズムは、以下の通りである。本発明では、多元素マ
イクロ合金化活性は長い残余活性であり、高い再精錬安定性を有する。再精錬プロセスで
は、溶融物の構造が、合金の最初の溶融中に形成された原子基および微結晶構造を維持し
ている。溶融物中の微結晶を塊状にして同化させる機能を有する活性結晶核が大量にあり
、溶融物の構造は元の流動性を維持している。そのため、中古材料との混合は材料強度の
安定化および延性の向上に有利な効果を有する。
【００７２】
　中古材料は、このような有利な特性を有するため、製造場所ですぐに再利用できる。す
なわち失敗した鋳造から出たスラグ、廃棄片からの中古材料は、新しい材料と共に精錬さ
れるか、または溶融物に直接添加される。
【００７３】
　本発明に開示する新規材料はこのような特徴を有するため、広く用いられているシリー
ズ１ＸＸＸおよびシリーズ２ＸＸＸ高強度アルミニウム合金材料に比べて、鋳造品の最終
製品率を大幅に向上させ、廃棄率を大幅に下げる。従って廃棄物のために製造場所に広い
貯蔵場を維持する必要がない（実際の製造では、アルミニウム合金鋳造作業場に廃棄物用
の広い貯蔵場を用意しなければならないことが多い）。さらに、鋳造アルミニウム合金の
多くは、再精錬安定性に欠け、その場で直接再利用することができない。そのためバッチ
でまとめて処理する必要があり、製造コストに占める処理コストの割合が高く、その結果
、一連の処理手順および労力が無駄になる。これに対し、本発明に開示する新規材料では
、これら無駄になる追加の手順、コストおよび労力のすべてを排除することができる。
【００７４】
　６．優れた処理および表面腐食耐性処理性能。本発明による新規材料を、シャフト、ボ
ール、チューブ、角部およびボルトなど様々な形状の最終品にする加工テストにおいて、
本発明による新規材料は優れた操作性を有することが立証されている。本発明による材料
の表面仕上げは鏡面仕上げと同等に高くすることができ、その光反射率は純粋アルミニウ
ムのそれよりも高い。表面酸化およびコーティングテストによると、陽極酸化により形成
された表面膜の厚みが適用標準の仕様を満たすことができること、表面の色変化がないこ
と、酸化表面に対するコーティングの結合は、コーティングが破壊テストに耐えるに十分
であることが示されている。
【００７５】
　７．優れた高温特性。本発明による材料は、高温アルミニウム合金と同等の高温特性を
有し、４００℃までの高温で２００ＭＰａ以上の強度を有する。これは、従来の高温（耐
熱性）アルミニウム合金材料の強度よりも高い。上記の特徴により、本発明による新規材
料は、高温気体燃焼に直接曝される部分（航空エンジン容器など）に用いられる材料を除
いて、耐熱部材用のほとんどの材料に代えて用いることができる。（本発明による材料の
耐熱メカニズムについては、特徴４の「組成の科学性および経済効率」におけるＣｕリッ
チ相、ＲＥ高温高活性耐熱性合金化元素Ｂｅ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｎｉおよ
びＷに関する記載を参照されたい。）
【００７６】
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　８．代表的独自性。本発明による一連の新規材料は、本出願人が合金化理論で革新的な
進歩を成し遂げた後に開発された。優れた材料特性を立証することは、新しい合金化理論
を証明するプロセスである。このような理論的進歩を記載した文献はない。従って一連の
新規材料は、世界でも主要な独自かつ根本的技術革新に属する。
【００７７】
　本発明の革新的な点は以下の通りである。
【００７８】
　表１は、性能および適用のいずれか一方の点で本発明に開示する新規材料に類似の、３
１種類のアルミニウム合金の元素組成をリストアップしている。本発明は、現行の高いＣ
ｕ含有率を有する展伸アルミニウム合金、耐熱性展伸アルミニウム合金、および耐熱性鋳
造アルミニウム合金に比べて、以下の革新的な点を有することがわかる。
【００７９】
　第１に、本発明による新規材料は、Ｃｕ含有率範囲が広く（１～１０％）、元素Ｍｎと
協働して様々な高温強化相を形成することができる。
【００８０】
　第２に、本発明による新規材料は、基本的マイクロ合金化元素として主にＲＥ元素を用
いており、ＲＥ元素の含有率範囲は５％までと非常に広い。そのため、合金中のＲＥ元素
による、脱気、スラグ除去、純化、粒子精製および変性という効果を十分に利用すること
ができ、合金の機械特性および腐食耐性が向上する。ＲＥ元素はＯ、Ｓ、ＮおよびＨに対
する親和力が高く、そのため脱酸、脱硫、脱水素および脱窒素の高い効果を有する。さら
にＲＥ元素は、主に粒界に分散する傾向を有する表面活性元素であり、相間張力を下げる
ことができる。なぜならＲＥ元素は、臨界形状・寸法で結晶核を形成するために必要な作
業を減らし、結晶核の量を増やし、それにより粒子を精製するからである。
【００８１】
　第３に、本発明による新規材料では、元素Ｆｅに対する制限が少なく、０．５％までの
広範囲のＦｅ含有率が許容される。そのため合金材料の溶融鋳造用のベース材料として一
般アルミニウムを用いる大きな余裕がある。
【００８２】
　第４に、新規材料は、強化相の形成に低融点元素（例えば、ＭｇおよびＺｎなど）を用
いないため、高温での強化相の分解および変態を避けることができ、それにより高温での
材料強度を大幅に向上させる。
【００８３】
　第５に、複合マイクロ合金化用の高活性な特徴的添加元素として、８種類の典型的な元
素、Ｂｅ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｍｏ、Ｎｂ、ＮｉおよびＷのうちいずれか１つまたは任意
の２つの組み合わせが用いられる。これらの元素は、溶融物中に様々な高温強化相を形成
することができ、室温および高温で合金強度を向上させる変性物質として作用することが
できる。これらの元素は、一般的な粒子精製物質としての元素チタン（Ｔｉ）、ホウ素（
Ｂ）、炭素（Ｃ）およびジルコニウム（Ｚｒ）ならびに強化相形成用の触媒および潤滑材
としての元素Ｃｄと共に、合金材料があらゆる優れた特性、例えば高強度、高靱性、高耐
熱性および溶融物の高流動性などを得るための物理的基礎を設定する。
【００８４】
　上記の特徴は、本発明の材料組成の５つの主要な特徴である。
【００８５】
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【表１】

【００８６】
　機械特性の比較
【００８７】
　本出願人は、表２に示すように、本発明に開示する合金といくつかの高剛性アルミニウ
ム合金の機械特性を比較した。
【００８８】
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【００８９】
　表に挙げたデータは高純度合金２０６．０、すなわちＷ（Ｓｉ）≦０．０５％、Ｗ（Ｆ
ｅ）≦０．１０％のものである。Ｓ：砂型鋳造、Ｊ：金型鋳造、Ｒ：インベストメント鋳
造
【００９０】
　表２からわかるように、本発明は４８０～５４０ＭＰａの引張強さとＨＢ１４０より高
い硬度とを有し、これらは現行の高剛性アルミニウム合金の機械特性より明らかに優れて
いる。
【００９１】
　３．高温特性
　本出願人は、本発明に開示する合金の高温におけるクリープ破壊強度を種々の温度条件
でテストし、表３に示すように、そのデータを、現行の一般的耐熱性アルミニウム合金の
データと共に得た。
【００９２】
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【表３】

【００９３】
　表３からわかるように、本発明で開示する合金の強度は、室温で４５０ＭＰａより高く
、２５０℃の温度で３００ＭＰａより高く、合金のクリープ破壊強度は３００℃で２００
ＭＰａより高く、現行の高強度耐熱性合金のデータより明らかに優れている。
【００９４】
　まとめると、本発明に開示する新規の高強度耐熱性アルミニウム合金材料は高い技術レ
ベルを有し、広い分野で適用可能であり、市場に対する予想は高い。本発明による合金は
優れたコストパフォーマンスにより、ほとんどの現行の高強度アルミニウム合金および高
温アルミニウム合金の代わりに用いることができ、中国さらには全世界で軽量高強度構造
材料が用いられる傾向が増加していることを表し得る。
【発明を実施するための形態】
【００９５】
　実施例１：Ｃｕ－１．０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｒ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【００９６】
【表４】

【００９７】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｒおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
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り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｌａを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｒ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３５ＭＰａ、伸び率：８％。
【００９８】
　実施例２：Ｃｕ－４．２％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｒ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－ＬａおよびＣｅのＲＥ混合物
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【００９９】

【表５】

【０１００】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｒおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢならびにＬａおよびＣｅのＲＥ混合物を添加し、攪拌により均質状
態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｒ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。精製物質（実際の環境によって、精製物質と
して塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、または変性物質としてホウ素塩
）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収お
よび燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
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　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５１５ＭＰａ、伸び率：６．２％。
【０１０１】
　実施例３：Ｃｕ－６．０１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｒ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１０２】
【表６】

【０１０３】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｒおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢならびにＬａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物を添加し、攪拌により
均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｒ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、または変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３５ＭＰａ、伸び率：５％。
【０１０４】
　実施例４：Ｃｕ－８％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｒ、基本的マイクロ
合金化ＲＥ元素－Ｎｄ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１０５】

【表７】

【０１０６】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
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度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｒおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｎｄを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｒ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、または変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５２３ＭＰａ、伸び率：４％。
【０１０７】
　実施例５：Ｃｕ－７％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｒ、基本的マイクロ
合金化ＲＥ元素－Ｅｒ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１０８】
【表８】

【０１０９】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｒおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｅｒを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｒ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
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　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３５ＭＰａ、伸び率：４．７％。
【０１１０】
　実施例６：Ｃｕ－１０．０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｒ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｙ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１１１】
【表９】

【０１１２】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｒおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｙを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｒ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８５ＭＰａ、伸び率：３％。
【０１１３】
　実施例７：Ｃｕ－１．０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｏおよびＮｉ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ
　（１）必要な合金化元素を以下の混合計算表に従って計量する。
【０１１４】

【表１０】

【０１１５】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
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り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｌａを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８５ＭＰａ、伸び率：７．５％。
【０１１６】
　実施例８：Ｃｕ－４．２％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｏおよびＮｉ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－ＬａおよびＣｅのＲＥ混合物
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１１７】

【表１１】

【０１１８】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢならびにＬａおよびＣｅのＲＥ混合物を添加し、攪拌により均質状
態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３８ＭＰａ、伸び率：７．４％。
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【０１１９】
　実施例９：Ｃｕ－５．１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｏおよびＮｉ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｅｕ
　（１）必要な合金化元素を以下の混合計算表に従って計量する。
【０１２０】
【表１２】

【０１２１】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｅｕを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０３ＭＰａ、伸び率：６．１％。
【０１２２】
　実施例１０：Ｃｕ－６．０１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｏおよびＮｉ、基本的
マイクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物
　（１）必要な合金化元素を以下の混合計算表に従って計量する。
【０１２３】

【表１３】

【０１２４】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
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　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢならびにＬａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物を添加し、攪拌により
均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３３ＭＰａ、伸び率：７．１％。
【０１２５】
　実施例１１：Ｃｕ－６．５％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｏおよびＮｉ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｅｒ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１２６】
【表１４】

【０１２７】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｅｒを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
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　（８）テストサンプルの値：５２７ＭＰａ、伸び率：６．９％。
【０１２８】
　実施例１２：Ｃｕ－７％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｏおよびＮｉ、基本的マイク
ロ合金化ＲＥ元素－Ｎｄ
　（１）必要な合金化元素を以下の混合計算表に従って計量する。
【０１２９】
【表１５】

【０１３０】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｎｄを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５１７ＭＰａ、伸び率：５．２％。
【０１３１】
　実施例１３：Ｃｕ－８％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｏおよびＮｉ、基本的マイク
ロ合金化ＲＥ元素－Ｃｅ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１３２】

【表１６】

【０１３３】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
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とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｃｅを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０１ＭＰａ、伸び率：４．８％。
【０１３４】
　実施例１４：Ｃｕ－１０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｏおよびＮｉ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｙ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１３５】
【表１７】

【０１３６】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｙを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８７ＭＰａ、伸び率：４．３％。
【０１３７】
　実施例１５：Ｃｕ－１．０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＮｂ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ
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　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１３８】
【表１８】

【０１３９】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｌａを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｎｂ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８５ＭＰａ、伸び率：７．５％。
【０１４０】
　実施例１６：Ｃｕ－４．２％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＮｂ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－ＬａおよびＣｅのＲＥ混合物
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１４１】
【表１９】

【０１４２】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢならびにＬａおよびＣｅのＲＥ混合物を添加し、攪拌により均質状
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態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｎｂ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
（８）テストサンプルの値：５３８ＭＰａ、伸び率：７．４％。
【０１４３】
　実施例１７：Ｃｕ－５．１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＮｂ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｅｕ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１４４】
【表２０】

【０１４５】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｅｕを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｎｂ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０３ＭＰａ、伸び率：６．１％。
【０１４６】
　実施例１８：Ｃｕ－６．０１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＮｂ、基本的
マイクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物
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　（１）必要な合金化元素を以下の混合計算表に従って計量する。
【０１４７】
【表２１】

【０１４８】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢならびにＬａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物を添加し、攪拌により
均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｎｂ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３３ＭＰａ、伸び率：７．１％。
【０１４９】
　実施例１９：Ｃｕ－６．５％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＮｂ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｅｒ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１５０】

【表２２】

【０１５１】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
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とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｅｒを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｎｂ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５２７ＭＰａ、伸び率：６．９％。
【０１５２】
　実施例２０：Ｃｕ－７％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＮｂ、基本的マイク
ロ合金化ＲＥ元素－Ｎｄ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１５３】
【表２３】

【０１５４】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｎｄを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｎｂ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５１７ＭＰａ、伸び率：５．２％。
【０１５５】
　実施例２１：Ｃｕ－８％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＮｂ、基本的マイク
ロ合金化ＲＥ元素－Ｃｅ
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　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１５６】
【表２４】

【０１５７】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｃｅを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｎｂ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０１ＭＰａ、伸び率：４．８％。
【０１５８】
　実施例２２：Ｃｕ－１０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＮｂ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｙ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１５９】
【表２５】

【０１６０】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｙを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｎｂ、ＢまたはＴ
ｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金
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属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、Ｋ
ＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８７ＭＰａ、伸び率：４．３％。
【０１６１】
　実施例２３：Ｃｕ－１．０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＷ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１６２】
【表２６】

【０１６３】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｌａを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｗ、ＢまたはＴｉ
の金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属
ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣ
ｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８５ＭＰａ、伸び率：７．５％。
【０１６４】
　実施例２４：Ｃｕ－４．２％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＷ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－ＬａおよびＣｅのＲＥ混合物
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１６５】
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【表２７】

【０１６６】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢならびにＬａおよびＣｅのＲＥ混合物を添加し、攪拌により均質状態
にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｗ、ＢまたはＴｉ
の金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属
ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣ
ｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３８ＭＰａ、伸び率：７．４％。
【０１６７】
　実施例２５：Ｃｕ－５．１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＷ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｅｕ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１６８】
【表２８】

【０１６９】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｅｕを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｗ、ＢまたはＴｉ
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の金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属
ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣ
ｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０３ＭＰａ、伸び率：６．１％。
【０１７０】
　実施例２６：Ｃｕ－６．０１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＷ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物
　（１）必要な合金化元素を以下の混合計算表に従って計量する。
【０１７１】
【表２９】

【０１７２】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢならびにＬａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物を添加し、攪拌により均
質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｗ、ＢまたはＴｉ
の金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属
ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣ
ｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３３ＭＰａ、伸び率：７．１％。
【０１７３】
　実施例２７：Ｃｕ－６．５％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＷ、基本的マイ
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クロ合金化ＲＥ元素－Ｅｒ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１７４】
【表３０】

【０１７５】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｅｒを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｗ、ＢまたはＴｉ
の金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属
ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣ
ｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５２７ＭＰａ、伸び率：６．９％。
【０１７６】
　実施例２８：Ｃｕ－７％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＷ、基本的マイクロ
合金化ＲＥ元素－Ｎｄ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１７７】
【表３１】

【０１７８】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｎｄを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｗ、ＢまたはＴｉ
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ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣ
ｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５１７ＭＰａ、伸び率：５．２％。
【０１７９】
　実施例２９：Ｃｕ－８％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＷ、基本的マイクロ
合金化ＲＥ元素－Ｃｅ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１８０】
【表３２】

【０１８１】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｃｅを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｗ、ＢまたはＴｉ
の金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属
ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣ
ｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０１ＭＰａ、伸び率：４．８％。
【０１８２】
　実施例３０：Ｃｕ－１０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＷ、基本的マイク
ロ合金化ＲＥ元素－Ｙ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１８３】
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【表３３】

【０１８４】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢおよびＲＥ元素Ｙを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｗ、ＢまたはＴｉ
の金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属
ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣ
ｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど、および変性物質と
してホウ素塩）を添加する。攪拌により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による
水分の吸収および燃焼損失を防止するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８７ＭＰａ、伸び率：４．３％。
【０１８５】
　実施例３１：Ｃｕ－１．０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｏ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１８６】

【表３４】

【０１８７】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｏおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＣおよびＲＥ元素Ｌａを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、ＣｏまたはＴｉの
金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属ハ
ロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣｌ
およびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間合金は
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２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８５ＭＰａ、伸び率：７．５％。
【０１８８】
　実施例３２：Ｃｕ－４．２％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｏ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－ＬａおよびＣｅのＲＥ混合物、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１８９】
【表３５】

【０１９０】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｏおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＣおよびＬａおよびＣｅのＲＥ混合物を添加し、攪拌により均質状態
にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、ＣｏまたはＴｉの
金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属ハ
ロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣｌ
およびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間合金は
２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３８ＭＰａ、伸び率：６．７％。
【０１９１】
　実施例３３：Ｃｕ－５．１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｏ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｅｕ、高効率変性元素－Ｃ
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　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１９２】
【表３６】

【０１９３】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｏおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｅｕを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｏ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０３ＭＰａ、伸び率：５．１％。
【０１９４】
　実施例３４：Ｃｕ－６．０１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｏ、基本的
マイクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１９５】
【表３７】

【０１９６】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｏおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｅｕを添加し、攪拌により均質状態にする。　
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　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｏ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３３ＭＰａ、伸び率：４．１％。
【０１９７】
　実施例３５：Ｃｕ－６．５％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｏ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｅｒ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０１９８】
【表３８】

【０１９９】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｏおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｅｕを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｏ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５２７ＭＰａ、伸び率：６．９％。
【０２００】
　実施例３６：Ｃｕ－７％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｏ、基本的マイク
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ロ合金化ＲＥ元素－Ｎｄ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２０１】
【表３９】

【０２０２】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｏおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｅｕを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｏ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５１７ＭＰａ、伸び率：５．３％。
【０２０３】
　実施例３７：Ｃｕ－８％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｏ、基本的マイク
ロ合金化ＲＥ元素－Ｃｅ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２０４】

【表４０】

【０２０５】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｏおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｅｕを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
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たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｏ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０１ＭＰａ、伸び率：４．８％。
【０２０６】
　実施例３８：Ｃｕ－１０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＢｅおよびＣｏ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｙ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２０７】
【表４１】

【０２０８】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｂｅ、Ａｌ－ＣｏおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｅｕを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｂｅ、Ｃｏ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。
【０２０９】
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８７ＭＰａ、伸び率：３．９％。
【０２１０】
　実施例３９：Ｃｕ－１．０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＮｉ、基本的マ
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イクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２１１】
【表４２】

【０２１２】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＣおよびＲＥ元素Ｌａを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、ＮｉまたはＴｉの
金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属ハ
ロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣｌ
およびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間合金は
２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８５ＭＰａ、伸び率：７．５％。
【０２１３】
　実施例４０：Ｃｕ－４．２％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＮｉ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－ＬａおよびＣｅのＲＥ混合物、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２１４】

【表４３】

【０２１５】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
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り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＣおよびＬａおよびＣｅのＲＥ混合物を添加し、攪拌により均質状態
にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、ＮｉまたはＴｉの
金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属ハ
ロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣｌ
およびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間合金は
２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３８ＭＰａ、伸び率：６．７％。
【０２１６】
　実施例４１：Ｃｕ－５．１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＮｉ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｅｕ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２１７】
【表４４】

【０２１８】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｃｅを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
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　（８）テストサンプルの値：５０３ＭＰａ、伸び率：５．１％。
【０２１９】
　実施例４２：Ｃｕ－６．０１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＮｉ、基本的
マイクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２２０】
【表４５】

【０２２１】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｃｅを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３３ＭＰａ、伸び率：４．１％。
【０２２２】
　実施例４３：Ｃｕ－６．５％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＮｉ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｅｒ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２２３】

【表４６】

【０２２４】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
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　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｃｅを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５２７ＭＰａ、伸び率：６．９％。
【０２２５】
　実施例４４：Ｃｕ－７％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＮｉ、基本的マイク
ロ合金化ＲＥ元素－Ｎｄ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２２６】
【表４７】

【０２２７】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｃｅを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
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　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５１７ＭＰａ、伸び率：５．３％。
【０２２８】
　実施例４５：Ｃｕ－８％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＮｉ、基本的マイク
ロ合金化ＲＥ元素－Ｃｅ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２２９】
【表４８】

【０２３０】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｃｅを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０１ＭＰａ、伸び率：４．８％。
【０２３１】
　実施例４６：Ｃｕ－１０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＭｏおよびＮｉ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｙ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２３２】

【表４９】

【０２３３】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｍｏ、Ａｌ－ＮｉおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
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または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｃｅを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８７ＭＰａ、伸び率：３．９％。
【０２３４】
　実施例４７：Ｃｕ－１．０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｒおよびＮｂ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２３５】
【表５０】

【０２３６】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｒ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＣおよびＲＥ元素Ｌａを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｒ、ＮｂまたはＴｉの
金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属ハ
ロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣｌ
およびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間合金は
２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
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　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８５ＭＰａ、伸び率：７．５％。
【０２３７】
　実施例４８：Ｃｕ－４．２％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｒおよびＮｂ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－ＬａおよびＣｅのＲＥ混合物、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２３８】
【表５１】

【０２３９】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｒ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＣおよびＬａおよびＣｅのＲＥ混合物を添加し、攪拌により均質状態
にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｒ、ＮｂまたはＴｉの
金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属ハ
ロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣｌ
およびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間合金は
２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３８ＭＰａ、伸び率：６．７％。
【０２４０】
　実施例４９：Ｃｕ－５．１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｒおよびＮｂ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｅｕ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２４１】
【表５２】
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【０２４２】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｒ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｙを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０３ＭＰａ、伸び率：５．１％。
【０２４３】
　実施例５０：Ｃｕ－６．０１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｒおよびＮｂ、基本的
マイクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２４４】

【表５３】

【０２４５】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｒ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｙを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
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により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３３ＭＰａ、伸び率：４．１％。
【０２４６】
　実施例５１：Ｃｕ－６．５％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｒおよびＮｂ、基本的マ
イクロ合金化ＲＥ元素－Ｅｒ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２４７】
【表５４】

【０２４８】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｒ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｙを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５２７ＭＰａ、伸び率：６．９％。
【０２４９】
　実施例５２：Ｃｕ－７％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｒおよびＮｂ、基本的マイク
ロ合金化ＲＥ元素－Ｎｄ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２５０】
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【表５５】

【０２５１】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｒ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｙを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５１７ＭＰａ、伸び率：５．３％。
【０２５２】
　実施例５３：Ｃｕ－８％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｒおよびＮｂ、基本的マイク
ロ合金化ＲＥ元素－Ｃｅ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２５３】

【表５６】

【０２５４】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｒ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｙを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ



(54) JP 5383916 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０１ＭＰａ、伸び率：４．８％。
【０２５５】
　実施例５４：Ｃｕ－１０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＣｒおよびＮｂ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｙ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２５６】
【表５７】

【０２５７】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｃｒ、Ａｌ－ＮｂおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金
または混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌によ
り均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物
とを添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｙを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｂ、Ｃまた
はＴｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカ
リ金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ
、ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中
間合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８７ＭＰａ、伸び率：３．９％。
【０２５８】
　実施例５５：Ｃｕ－１．０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＷ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の混合計算表に従って計量する。
【０２５９】
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【表５８】

【０２６０】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＣおよびＲＥ元素Ｌａを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、ＷまたはＴｉの金
属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属ハロ
ゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣｌお
よびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間合金は２
次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８５ＭＰａ、伸び率：７．５％。
【０２６１】
　実施例５６：Ｃｕ－４．２％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＷ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－ＬａおよびＣｅのＲＥ混合物、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２６２】

【表５９】

【０２６３】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＣおよびＬａおよびＣｅのＲＥ混合物を添加し、攪拌により均質状態に
する。　
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　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、ＷまたはＴｉの金
属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属ハロ
ゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣｌお
よびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間合金は２
次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３８ＭＰａ、伸び率：７．４％。
【０２６４】
　実施例５７：Ｃｕ－５．１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＷ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｅｕ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２６５】
【表６０】

【０２６６】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＣおよびＲＥ元素Ｅｕを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、ＷまたはＴｉの金
属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属ハロ
ゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣｌお
よびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間合金は２
次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０３ＭＰａ、伸び率：６．１％。
【０２６７】
　実施例５８：Ｃｕ－６．０１％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＷ、基本的マ
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イクロ合金化ＲＥ元素－Ｌａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２６８】
【表６１】

【０２６９】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＣおよびＬａ、ＣｅおよびＰｒのＲＥ混合物を添加し、攪拌により均質
状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、ＷまたはＴｉの金
属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ金属ハロ
ゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、ＫＣｌお
よびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間合金は２
次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５３３ＭＰａ、伸び率：７．１％。
【０２７０】
　実施例５９：Ｃｕ－６．５％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＷ、基本的マイ
クロ合金化ＲＥ元素－Ｅｒ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２７１】
【表６２】

【０２７２】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
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たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｅｒを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｗ、Ｂ、Ｃまたは
Ｔｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ
金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、
ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間
合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５２７ＭＰａ、伸び率：６．９％。
【０２７３】
　実施例６０：Ｃｕ－７％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＷ、基本的マイクロ
合金化ＲＥ元素－Ｎｄ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２７４】
【表６３】

【０２７５】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｅｒを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｗ、Ｂ、Ｃまたは
Ｔｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ
金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、
ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間
合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
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　（８）テストサンプルの値：５１７ＭＰａ、伸び率：５．２％。
【０２７６】
　実施例６１：Ｃｕ－８％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＷ、基本的マイクロ
合金化ＲＥ元素－Ｃｅ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２７７】
【表６４】

【０２７８】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｅｒを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｗ、Ｂ、Ｃまたは
Ｔｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ
金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、
ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間
合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：５０１ＭＰａ、伸び率：４．８％。
【０２７９】
　実施例６２：Ｃｕ－１０％、特徴的マイクロ合金化元素－ＬｉおよびＷ、基本的マイク
ロ合金化ＲＥ元素－Ｙ、高効率変性元素－Ｃ
　（１）必要な合金化元素を以下の化学式計算表に従って計量する。
【０２８０】

【表６５】

【０２８１】
　（２）精錬炉に適量のアルミニウムインゴットを加え、加熱により完全に溶融させ、温
度を７００～８００℃に維持する。溶融プロセスは、溶融物に過剰量の空気が流入するの
を防止するため、できるだけ短時間に閉環境で行うべきである。　
　（３）Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｔｉ、Ａｌ－Ｌｉ、Ａｌ－ＷおよびＡｌ－Ｚｒの中間合金ま
たは混合金属添加物（塩化合物を含む）を化学式に対して示す割合で添加し、攪拌により
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均質状態にする。その後、Ｃｕの純金属とＡｌ－Ｃｄの中間合金または混合金属添加物と
を添加し、次いでＢ、ＣおよびＲＥ元素Ｅｒを添加し、攪拌により均質状態にする。　
　ここで混合金属添加物とは、合金の構成元素を添加または調整するためのケーキ形状ま
たは塊形状の非焼結粉状冶金生成物を指し、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｌｉ、Ｗ、Ｂ、Ｃまたは
Ｔｉの金属粉をフラックスと混合することにより調製される。フラックスとは、アルカリ
金属ハロゲン誘導体またはアルカリ土類金属ハロゲン誘導体の混合物であり、ＮａＣｌ、
ＫＣｌおよびＮａ３ＡｌＦ６を含む。ＣはＡｌ－Ｃの化合物または中間合金を指し、中間
合金は２次中間合金、３次中間合金および多元素中間合金を含む。　
　（４）炉内で上記合金溶融物を精製する。合金溶融物に精製物質（実際の環境によって
、精製物質として塩素、ヘキサクロロエタンまたは塩化マンガンなど）を添加する。攪拌
により均質状態にする。溶融物の精製は、溶融物による水分の吸収および燃焼損失を防止
するため、できるだけ遠い閉環境で行うべきである。　
　（５）精製後、スラグを粉砕し、保持し、温度を６３０～８５０℃に調整し、その後、
合金液を炉から注ぎ出し、脱気し、スラグをライン上で除去する。　
　（６）鋳造する（金型内での結晶固体化）。　
　（７）４７０～５６０℃の温度で３０時間以下の期間、鋳造品に溶体化処理を行う。　
　（８）テストサンプルの値：４８７ＭＰａ、伸び率：４．３％。
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