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(54)【発明の名称】Ｔｉ−Ａｌ系合金の製造方法
(57)【要約】
【課題】

Ti−Al系合金における一方向凝固技術を確立

することによって、優れた常温延性および高温強度特性
を併せ持つTi−Al系合金を提供する。
【解決手段】

Al：45.0〜47.5at％を含み、さらにCr、

Mo、Ｗ、Ｖ、Nb、Ta、MnおよびReから選ばれる１種また
は２種以上を合計で0.5 〜 2.0at％、そしてＢ、Ｃ、Si
およびＮから選ばれる１種または２種以上を合計で0.2
〜 1.0at％、含有し、残部がTiおよび不可避不純物の成
分組成を有し、ラメラ界面を凝固方向に沿って配向した
ラメラ柱状晶粒の組織から成る。
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【特許請求の範囲】

についても適用することが検討されている。

【請求項１】

Al：45.0〜47.5at％を含み、さらにCr、

【０００５】すなわち、Ti−Al系合金を通常の溶解鋳造

Mo、Ｗ、Ｖ、Nb、Ta、MnおよびReから選ばれる１種また

凝固法により製造すると、得られる鋳片は、γ相および

は２種以上を合計で0.5 〜 2.0at％、そしてＢ、Ｃ、Si

α2 相からなるラメラ組織を有する結晶粒がランダムに

およびＮから選ばれる１種または２種以上を合計で0.2

配向した組織となる。このラメラ粒の機械的性質は、極

〜 1.0at％、含有し、残部がTiおよび不可避不純物の成

めて異方性が強いため、ラメラ粒がランダムに配向され

分組成を有し、ラメラ界面を凝固方向に沿って配向した

ると、とくに常温延性に乏しいものとなる。

ラメラ柱状晶粒の組織から成ることを特徴とするTi−Al

【０００６】一方、ラメラ組織の界面を引張り応力の加

系合金。
【請求項２】

わる方向に揃えれば、少なくとも常温延性および常温か
Al：45.0〜47.5at％を含み、さらにCr、
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ら900 ℃程度までの温度範囲における降伏強さを両立で

Mo、Ｗ、Ｖ、Nb、Ta、MnおよびReから選ばれる１種また

きることが、予想される。従って、Ti−Al系合金を一方

は２種以上を合計で0.5 〜 2.0at％、そしてＢ、Ｃ、Si

向凝固技術にて製造し、例えば図２に示すインゴットの

およびＮから選ばれる１種または２種以上を合計で0.2

ように、ラメラ組織の界面を凝固方向に揃えることがで

〜 1.0at％、含有する、Ti溶湯を、10〜80℃／cmの固液

きれば、優れた常温延性に優れた高温強度特性を併せ持

界面の温度勾配の下に、50〜250 mm／ｈの凝固速度で一

つTi−Al系合金の提供が実現するのである。

方向凝固させることを特徴とするTi−Al系合金の製造方

【０００７】

法。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、Ti−Al

【発明の詳細な説明】

系合金に一方向凝固技術を単に適用すると、図３に示す

【０００１】

インゴットのように、ラメラ粒が極端に粗大化するとと

【発明の属する技術分野】この発明は、主にTiAlおよび

20

もに、個々のラメラ粒のラメラ界面が凝固方向と垂直に

TiAl3 の金属間化合物からなるTi−Al系合金およびその

配向する傾向が強くなり、図２に示した組織を得ること

製造方法に関する。このTi−Al系合金は、ジェットエン

はできない。なお、図３に示した組織は、インゴットの

ジンおよび陸上タービンのコンプレッサー並びにタービ

凝固方向に応力が作用した場合に、極めて脆弱である。

ンのブレードおよびベーンの他、自動車エンジンの排気

【０００８】ここで、Ti−Al系合金の場合、その凝固過

バルブおよびピストンや、ロケット、超音速航空機およ

程において、最終的な（γ＋α2 ）の２相のラメラ組織

び宇宙航空機のエンジン並びに耐熱構造材、さらにはボ

が形成されるまでには、合金成分および凝固条件によっ

イラーの耐熱管並びに耐熱構造材など、新しい軽量耐熱

て、１または２の包晶反応と、β→β＋α→αおよびα

材料としての用途が期待される。

→α＋γなる固相反応と、が関与する。なお、β相はTi

【０００２】

を主成分とする固溶体相、α相はα2 相の不規則相であ

【従来の技術】例えば、高圧タービンのブレードおよび

30

る。

ベーンに供される超合金として、よく知られているNi基

【０００９】従って、一方向凝固過程において、上記の

超合金には、一方向凝固技術による鋳造材料が用いられ

２反応を状態図に基づいて制御して、図２に示した一方

るのが、通例である。すなわち、一方向凝固技術は、図

向凝固組織を得る必要があり、この制御は極めて難し

１に示すように、高周波コイル１にて加熱されたるつぼ

く、Ni基超合金における一方向凝固技術を単に模倣する

２に、溶融金属３を装入し、該るつぼ２の下端を冷却水

ことでは、その実現は困難であった。すなわち、Ti−Al

４にて強制的に冷却することによって、溶融金属３を一

系合金を対象とした一方向凝固については、確立された

方向に凝固させる、手法である。なお、５は、溶融金属

技術がないのである。

３の凝固に応じて高周波コイル１を移動するための駆動

【００１０】そこで、この発明は、Ti−Al系合金におけ

用ねじである。
【０００３】ここで、重要なことは、個々の柱状結晶粒

る一方向凝固技術を確立することによって、優れた常温
40

延性および高温強度特性を併せ持つTi−Al系合金を提供

を構成するNi合金相および金属間化合物であるNi3Al 相

しようとするするものである。

が共晶凝固して溶湯中から直接晶出すること、かつ両相

【００１１】

が共に立方晶の構造であるから、＜００１＞方向が凝固

【課題を解決するための手段】発明者らは、ラメラ粒の

方向に配向して成長すること、である。この＜００１＞

極端な粗大化を抑制し、個々のラメラ粒のラメラ組織の

方向は、耐クリープ性の高い方位であるため、Ni基超合

界面を凝固方向に揃えた配向を実現するための方途を鋭

金の一方向凝固材は、必然的に優れたクリープ強度を有

意検討したところ、成分組成並びに一方向凝固条件を規

することになる。

制することによって、所期した組織が得られることを見

【０００４】このように、一方向凝固技術によって得ら

出し、ここに始めてTi−Al系合金の一方向凝固材の提供

れるNi基超合金は、とりわけ優れたクリープ強度を有す

が可能となった。

ることから、近年、この一方向凝固技術をTi−Al系合金

50

【００１２】すなわち、この発明は、Al：45.0〜47.5at
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％を含み、さらにCr、Mo、Ｗ、Ｖ、Nb、Ta、MnおよびRe

間化合物相で、一般に室温付近では脆く、高温では容易

から選ばれる１種または２種以上を合計で0.5 〜 2.0at

に強度を失って簡単に変形する。従って、その出現によ

％、そしてＢ、Ｃ、SiおよびＮから選ばれる１種または

って室温延性の低下と共に、高温強度の低下が生じる。

２種以上を合計で0.2 〜 1.0at％、含有し、残部がTiお

これら不利を回避するには、このＢ２相の体積率を1.0

よび不可避不純物の成分組成を有し、ラメラ界面を凝固

〜1.5

方向に沿って配向したラメラ柱状晶粒の組織から成るこ

は、添加成分を 2.0at％以下に制限する必要がある。

とを特徴とするTi−Al系合金である。

【００１９】以上で述べたところから、Tiに、Al：45.0

【００１３】また、上記のTi−Al系合金は、Al：45.0〜

〜47.5at％およびCr、Mo、Ｗ、Ｖ、Nb、Ta、MnおよびRe

47.5at％を含み、さらにCr、Mo、Ｗ、Ｖ、Nb、Ta、Mnお
よびReから選ばれる１種または２種以上を合計で0.5 〜

vol％に抑制するのが有効であり、そのために

から選ばれる１種または２種以上を合計で0.5 〜 2.0at
10

2.0at％、そしてＢ、Ｃ、SiおよびＮから選ばれる１種

％添加したものを、基本成分とした。
【００２０】また、Huntのモデルによれば、一般に一方

または２種以上を合計で0.2〜 1.0at％、含有する、Ti

向凝固時の凝固速度と固液界面の温度勾配との間には、

溶湯を、10〜80℃／cmのの固液界面の温度勾配の下に、

図５に示す関係があり、凝固速度および固液界面の温度

50〜250 mm／ｈの凝固速度で一方向凝固させることを特

勾配の値によって、等軸晶、柱状晶または両者の混合状

徴とする方法によって、有利に製造することができる。

態での凝固が生じる。ここに、Ti−Al系状態図によれ

【００１４】

ば、α相に対応する図５に示した曲線は、β相に対応す

【発明の実施の形態】さて、Ti−Al系合金の一方向凝固

る同曲線より、図５において左上に位置するのが普通で

において、まずα相を初晶として凝固が始まると、稠密

あるが、α相に対して優先的に核生成サイトとなる物質

六方構造であるα相の（０００１）面が凝固方向に垂直

が存在すれば、図６に示すように、α相に対応する同曲

に配向するため、α相とγ相との結晶方位関係に従っ

20

線をβ相に対応する同曲線より右側にシフトさせること

て、γ相の｛１１１｝面が凝固方向に配向する結果、図

が可能である。この核生成サイトとなる物質としては、

３に示したような配向の組織となる。この問題を解消す

Tiの硼化物、炭化物、窒化物並びに珪化物がある。

るには、β相が初晶として優勢となる成分組成を選択す

【００２１】そして、図６に斜線で示す領域に適合する

ることが肝要であり、その成分組成について、次に詳し

条件にて一方向凝固すれば、図７に示すような、凝固過

く述べる。

程が実現する。すなわち、β相は体心立方晶であるから

【００１５】ここで、図４に、Ti−（44〜56at％）Al−

＜００１＞方向が凝固方向に配向し、このβ相デンドラ

２at％Mo合金について、Ti−Al−Mo３元状態図とScheil

イト間でα相が微細なTiの硼化物、炭化物、窒化物また

のモデルにより計算した、100 ％凝固時の各構成相の体

は珪化物を核として、次々と晶出する。晶出するα相

積率を示す。同図から、Moを２at％で添加する場合、つ

は、相互に作用するとともに、β相デンドライトにも成

まり第３成分を添加する場合、β相の割合を少なくとも

30

長を阻害されるため、粗大化することなく（０００１）

50 vol％確保するためには、Al濃度を47.5at％以下にす

面を凝固方向と平行に保ちつつ成長する。一方、β相

る必要のあることがわかる。同様に、Moを添加しない場

は、いずれβ→α→（α＋γ）の反応を経て、ラメラ組

合を調査したところ、β相の割合を50 vol％以上にする

織を形成するが、このβ→α反応が周囲に存在するα相

ためには、Al濃度は44at％以下にする必要のあることが

の方位による影響を受け、やはり（０００１）面が凝固

判明した。一方、Al濃度が45.0at％未満になると、良好

方向と平行に配向する。さらに、β相デンドライトも、

な機械的性質を得られないことも確認した。

Tiの硼化物、炭化物、窒化物並びに珪化物により、粗大

【００１６】従って、機械的性質を犠牲にすることなし

化が抑制されるため、結果として、図２に示したよう

に、つまりAl濃度：45.0at％以上の下に、β相を少なく

な、所期する一方向凝固組織が得られる。ただし、図７

とも50 vol％確保するためには、第３成分を添加した上
でAl濃度を47.5at％以下に規制する必要がある。

に示した凝固過程が実現する理由の詳細については、未
40

だ不明である。

【００１７】さらに、第３成分には、β相を安定化する

【００２２】従って、この発明では、Tiの硼化物、炭化

こと、さらに当該第３元素を含む３元系のTi−Al２元系

物、窒化物または珪化物の存在が必須であるところか

近傍の液相面の傾向を検討した結果、同様の作用効果を

ら、上記した基本成分に、Ｂ、Ｃ、SiおよびＮから選ば

有する、Cr、Mo、Ｗ、Ｖ、Nb、Ta、MnおよびReから選ば

れる１種または２種以上を添加する必要がある。その添

れる１種または２種以上を、使用する。

加量は、いずれか１種または２種以上を合計で0.2 〜

【００１８】なお、その含有量は、いずれか１種または

1.0at％とする。なぜなら、添加量が0.2 at％未満で

２種以上を合計で0.5 〜 2.0at％とする。なぜなら、0.

は、上記作用を期待することができず、一方 1.0at％を

5 at％未満では、所期した効果が得られず、一方 2.0at

こえると、これら添加元素とTiとからなる粗い析出物が

％をこえると、Ｂ２相が出現し易くなる。このＢ２相

形成され、常温延性を阻害するためである。

は、体心立方構造をベースとする規則構造を持った金属

50

【００２３】ここで、上記の図６に斜線で示した領域に

( 4 )

特開２０００−１７３６０

5

6

適合する条件を具体的に示すと、固液界面の温度勾配は

果を、表２に示す。

10〜80℃／cm、および凝固速度は50〜250 mm／ｈの範囲

【００２５】なお、図８において、符号６は水冷チル

となる。ちなみに、この温度勾配は、カルシアおよびイ

板、７はグラファイトヒーター、８はCaO るつぼおよび

ットリア等から成る、るつぼを高周波熱源または抵抗加

９はMo製の注湯口である。

熱熱源により加熱すると共に、るつぼ底部をチル板にて

【００２６】ここで、組織は、インゴットの縦断面およ

冷却する、通常の一方向凝固炉において実現することが

び数箇所の横断面をそれぞれ研磨し、光学顕微鏡並びに

できる。従って、この発明に従う一方向凝固材では、特

走査型電子顕微鏡によって、調査した。

殊な一方向凝固炉を必要としない利点がある。

【００２７】また、機械的性質は、インゴットから採取

【００２４】
【実施例】表１に示す成分組成のTi溶湯を、図８に示す

した５×２×１（mm）の試験片を用いて、常温降伏応力
10

および引張延性を評価し、さらに2.5 ×2.5 ×５（mm）

一方向凝固炉にて、固液界面の温度勾配：10〜80℃／cm

の圧縮試験片を用いて、25〜1000℃の温度範囲にて圧縮

の下に、表１に示す種々の凝固速度で凝固させて、直径

試験を行い、高温強度を評価した。

20mmおよび長さ120 mmのインゴットを製造したところ、

【００２８】

表１に併記する組織が得られた。さらに、かくして得ら

【表１】

れたインゴットの数例の機械的性質について調査した結

【００２９】
【表２】
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( 5 )

特開２０００−１７３６０

7

8
延性および高温強度特性を併せ持つことが予想されてい
た、Ti−Al系合金の一方向凝固材を現実のものとして提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】Ni基超合金の一方向凝固炉を示す図である。
【図２】この発明で対象とするTi−Al系合金一方向凝固
材の組織を示す図である。
【図３】在来の一方向凝固技術で得られるTi−Al系合金
の組織を示す図である。
10

【図４】Al含有量とα、βおよびγ各相の体積率との関
係を示す図である。
【図５】凝固速度と固液界面近傍の温度勾配との関係を
示す図である。
【図６】この発明における凝固速度と固液界面近傍の温
度勾配との関係を示す図である。
【図７】この発明における凝固過程を示す図である。

【００３０】ここで、表１におけるNo. 15の組成、つま

【図８】この発明で用いる一方向凝固炉を示す図であ

りAl：46.5at％、Mo：1.5 at％およびＢ：0.7 at％を含

る。

むTi溶湯を100 mm／ｈの凝固速度で一方向凝固させて得

【図９】一方向凝固材の組織を示す顕微鏡による写真で

られた、ラメラ組織を、図９に示す。同図に示されたラ

20

ある。

メラ粒のラメラ界面は、観察面とほぼ平行であるため

【符号の説明】

に、ラメラ間隔が広く凝固方向に垂直に見えるが、実際

６ 水冷チル板

は凝固方向に沿って配向している。

７ グラファイトヒーター

【００３１】

８

【発明の効果】この発明によって、Ti−Al系合金におけ

９ 注湯口

CaO るつぼ

る一方向凝固技術が始めて確立されるから、優れた常温
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

( 6 )

【図５】

【図６】

【図７】

【図９】

特開２０００−１７３６０

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成１１年７月９日（１９９９．７．９）

方向に配向して成長すること、である。この＜００１＞

【手続補正１】

方向は、耐クリープ性の高い方位であるため、Ni基超合

【補正対象書類名】明細書

金の一方向凝固材は、必然的に優れたクリープ強度を有

【補正対象項目名】発明の名称

することになる。

【補正方法】変更

【手続補正５】

【補正内容】

【補正対象書類名】明細書

【発明の名称】

Ti−Al系合金の製造方法

【補正対象項目名】０００５

【手続補正２】

【補正方法】変更

【補正対象書類名】明細書

【補正内容】

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【０００５】すなわち、Ti−Al系合金を通常の溶解鋳造

【補正方法】変更

凝固法により製造すると、得られる鋳片は、γ相および

【補正内容】

α2 相からなるラメラ組織を有する結晶粒がランダムに

【特許請求の範囲】

配向した組織となる。このラメラ粒の機械的性質は、極

【請求項１】

めて異方性が強いため、ラメラ粒がランダムに配向され

Al：45.0〜47.5at％を含み、さらにCr、

Mo、Ｗ、Ｖ、Nb、Ta、MnおよびReから選ばれる１種また

ると、とくに常温延性に乏しいものとなる。

は２種以上を合計で0.5 〜 2.0at％、そしてＢ、Ｃ、Si

【手続補正６】

およびＮから選ばれる１種または２種以上を合計で0.2

【補正対象書類名】明細書

〜 1.0at％、含有する、Ti溶湯を、10〜80℃／cmの固液

【補正対象項目名】０００８

界面の温度勾配の下に、50〜250 mm／ｈの凝固速度で一

【補正方法】変更

方向凝固させることを特徴とするTi−Al系合金の製造方

【補正内容】

法。

【０００８】ここで、Ti−Al系合金の場合、その凝固過

【手続補正３】

程において、最終的な（γ＋α2 ）の２相のラメラ組織

【補正対象書類名】明細書

が形成されるまでには、合金成分および凝固条件によっ

【補正対象項目名】０００１

て、１または２の包晶反応と、β→β＋α→αおよびα

【補正方法】変更

→α＋γなる固相反応と、が関与する。なお、β相はTi

【補正内容】

を主成分とする固溶体相、α相はα2 相の不規則相であ

【０００１】

る。

【発明の属する技術分野】この発明は、主にTiAlおよび

【手続補正７】

TiAl3 の金属間化合物からなるTi−Al系合金の製造方法

【補正対象書類名】明細書

に関する。このTi−Al系合金は、ジェットエンジンおよ

【補正対象項目名】００１２

び陸上タービンのコンプレッサー並びにタービンのブレ

【補正方法】削除

ードおよびベーンの他、自動車エンジンの排気バルブお

【手続補正８】

よびピストンや、ロケット、超音速航空機および宇宙航

【補正対象書類名】明細書

空機のエンジン並びに耐熱構造材、さらにはボイラーの

【補正対象項目名】００１３

耐熱管並びに耐熱構造材など、新しい軽量耐熱材料とし

【補正方法】変更

ての用途が期待される。

【補正内容】

【手続補正４】

【００１３】すなわち、この発明は、Al：45.0〜47.5at

【補正対象書類名】明細書

％を含み、さらにCr、Mo、Ｗ、Ｖ、Nb、Ta、MnおよびRe

【補正対象項目名】０００３

から選ばれる１種または２種以上を合計で0.5 〜 2.0at

【補正方法】変更

％、そしてＢ、Ｃ、SiおよびＮから選ばれる１種または

【補正内容】

２種以上を合計で0.2 〜 1.0at％、含有する、Ti溶湯

【０００３】ここで、重要なことは、個々の柱状結晶粒

を、10〜80℃／cmの固液界面の温度勾配の下に、50〜25

を構成するNi合金相および金属間化合物であるNi3 Al 相

0 mm／ｈの凝固速度で一方向凝固させることを特徴とす

が共晶凝固して溶湯中から直接晶出すること、かつ両相

るTi−Al系合金の製造方法である。

が共に立方晶の構造であるから、＜００１＞方向が凝固
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