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Ti

15Nb合金のα′マルチンサイト組織形成に伴う

材料特性への影響とプラズマ窒化による表面硬化処理
万谷義和＊・津村卓也＊＊・中田一博＊＊
E鱒ectofa

MartensiteStructureorTi

15NbAlloyonMaterialProperties

anditsSurfaceHardeningTreatmentbyPlasmaNitriding
YoshikazuMANTANI，TakuyaTSUMURAandKazuhiroNAKATA

［概

要］

Ⅲ−15Nb合金では焼入れα′マルテンサイト組織の形成により，制振性の大幅な向上と硬さの低下を示す。本研究で
は熱処理温度と組織状態，材料特性の関係，およびプラズマ窒化による表面硬化層の形成に注目し，実験的検討を行っ
た。焼入れα 組織の結晶学的特徴は，格子の膨張と軸比の微減にあり，この変化が材料特性に変化をもたらすことを
示唆した。773K以下で5時間のプラズマ窒化では高い割振性は維持したが 表面硬さの増加はわずかであり，873K
以上では表面硬さは増加したが制振性は低下した。まだ プラズマ窒化後の窒化表面層の形成状憩について検討した。
（2012年2月14日受理）
Keywords：TitaniumAlloy，α′Martensite，InternalFrict，ion，Young

1，緒

sModulus，PlasmaNitriding，Hardness

では，結晶構造は同じHCPでありながらも材料特性が大き

言

く異なることは非常に興味深い特徴であり，組織学的な知見
をさらに深める必要がある。
また，鉄鋼材料においてマルテンサイトは硬い組織の代名

チタンおよびチタン合金は従来型の構造材料的な視点から
の研究が広く行われてきたが，近年はチタン合金の機能性に
注目し，機能性向上を目的とした研究が精力的に行われてい

詞のようなものであるが，チタン合金のマ）レテンサイトは硬
い組織ではなく，むしろ柔らかい性質を示すものもある（15）。

る（1）〜（7）。チタン合金の機能性をさらに向上させるためには，

そのため，マルテンサイト組織を利用して高い制振性が得ら
れた場合でも，接触部の摩擦に対する耐摩耗性向上のために，

加工熱処理プロセスによって形成されるマルテンサイトを積

極的に利用することが有効であると考えられる。チタン合金
のマルチンサイトは，六方最密構造（HCP）のα′マルテン

りα相からl相への遷移的な格子定数を示す斜方品の針状

表面硬化が可能であることが望ましい。チタン合金の特徴を
活かしながら表面硬化層を得るためには，異なる金属材料を
付着させるのではなく，チタン合金素材そのものの窒化によ
り硬化を図る方法が効果的であると考えられる。この場合の
窒化処理ではマルテンサイト組織の相分解を避けるため，ガ
ス窒化より低温・短時間で硬化が期待できるプラズマ窒化が

組織の総称としてマルテンサイトと呼称される。また，その

適していると考えられる。

サイト（α′）と斜方晶構造のα′′マ）レテンサイト（α′′）に大

別されており，l安定型元素濃度が低い場合はα′相が さ
らに高い場合はα′′相が形成される（8）￣（13）。α′相はα相と同

じHCPのために組織形態や濃度差から，α′′相は組成によ

材料特性として，低ヤング率や高い制振性といった機能性を

純チタンおよびTi−6A1−4V合金に関しては，構造材料的な

示すことがこれまでにも報告されている（3）〜（7）（14）（15）。その中

観点から表面硬化を図るためにプラズマ窒化を適用した研究

でもα′相の材料特性に関する報告として，航空機用に開発

報告がなされている（16）〜（21）。しかしながらTi−Nb系合金に

されたTi−6A1−2Sn−4Zr−6Mo合金（4）（15）では溶体化焼入れによ

関するプラズマ窒化の報告例はなく，またチタン合金のマル
テンサイト組織に関するプラズマ窒化も行われていない。前

り形成されたα′＋α′′組織で高い制振性を示すこと，Ti−Ⅴ−

述の機能性と高い表面硬さを両立させるためには，チタン合
金のマルテンサイト組織に対するプラズマ窒化に関する研究
が必要である。

Sn系合金（5）（6）ではα′組織を利用することにより低ヤング

率一高強度を有するチタン合金の組織設計が可能なことなど
があげられる。特にチタン合金におけるα相とα′相との間

そこで本研究では，Ti−15Nb合金の焼入れα′組織につい

て組織学的な観察とプラズマ窒化に関する基礎的研究を行
い，実験結果よりα′組織の特徴と表面硬化層形成について
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Fig・1DSCheatingcurvesofTi−Nballoys

2．実験方法
実験にはアーク溶解と圧延により作製したTi＿15mass％

Nb合金板材を用いた。鋳塊サイズは75mmx95mmx
15mmで1173Kでの熱間圧延により厚さ3mmとし，そ

の後冷間圧延で厚さ1．5mmにして圧延方向が長手方向とな
るように試験片を切り出した。組織観察用の試験片サイズは
7mmxlOmmxl．5mm，ヤング率および内部摩擦測定用

Fig・2

0pticalmicrost，ruCtureSOfTi−15Nballoywithdi臓r−
ent，heattreatments

の試験片サイズは7mmx70mmxl．5mmとした。Ti＿

15Nb合金の熱処理温度は，1223K焼人材に対する5K／

minでの示差走査型熱量計（DSC）加熱曲線より相状態を

3，実験結果および考察

検討し，823K，1023Kおよび1223Kと決定した。各試験

片は石英管中に真空封入した後に各温度で1時間の加熱保
持後，炉冷したものを焼鈍材（AN材），氷水中で急冷した
ものを焼人材（AQ材）とした。炉冷処理の冷却速度は，お

3．1Ti

よそ0．06K／Sである。各試験片について光学顕微鏡および

加熱測定を行った。Fig．1にDSC加熱曲線を示す。比較の

透過型電子顕微鏡（TEM）による組織観察，Ⅹ線回折（XRD）
による相構成の同定を行った。TEM観察はJEM−2010を用

ため，純チタンおよびTi−（5，10，20）Nb合金の結果と，αト

いて加速電圧200kVの条件で行った。XRD測定はCu＿Kα

相域の下限温度）の文献値（22）を同図中に示している。ニオ
ブ濃度が増加するのに伴い，lトランザスを示す吸熱ピーク
の温度域は広がる傾向にあった。まだ Ti−20Nb合金では

線を用いて40kV−20mAの条件で測定した。ピッカース硬さ

測定は負荷荷重9．8N，負荷時間15秒間として各10点の測
定を行った。また，インパルスハンマーで約2．5Nの衝撃荷

15Nb合金焼入れα′マルチンサイト組織の特徴

本実験で用いたTi−15Nb合金の各熱処理温度での相状態
を調べるため，Ti−15Nb合金の1223K−AQ材に対してDSC

ランザス（α単相域の上限温度）およびlトランザス（l単

重を加え，マイクロフォンで振動減衰挙動を測定した。その

吸熱ピークより低温域でTi−8Mo合金と同様な斜方晶α′′相
の相分解に伴う発熱ピーク（23）が観察されるが Ti−15Nb合

減衰波形をフーリエ変換して周波数一強度曲線とし，共振周
波数からヤング率，その半値幅から内部摩擦を算出した。

α′′相は形成されていないと考えられる。Ti−15Nb合金の加

金では吸熱ピークのみであるため，Ti−15Nb合金において

プラズマ窒化用試験片サイズは7mmx70mmxl．5mm

熱曲線の形状から，Ti−15Nb合金の熱処理温度を図中に示

として電解研磨により鏡面にしたのち，DCプラズマ窒化装

した823K，1023K，1223Kと決定した。823Kはα＋l二

置を用いて，723K，773K，873Kおよび1023Kの4条件

で各5時間の処理を行った。873KまではN2−20％H2混合ガ

相域，1023Kはlトランザスを超えた付近の温度域，
1223Kは完全なl単相域に相当していることがわかる。

ス中，1023KはN2ガスのみで処理を行った。プラズマ窒化

各熱処理後の光学顕微鏡組織をFig．2に示す。823Kおよ

後の試験片について，XRD測定，ヤング率および内部摩擦

び1023K熱処理材（a，b，d，e）の結晶粒径は200FLm以下であっ

測定，マイクロピッカース硬さ測定を行った。マイクロピッ

たが，lトランザスを大きく超えた温度での1223K熱処理

カース硬さは最表面部の硬さとより内部を含んだ硬さの比較

材（C，め

を行うために試験片表面側から0．098N（0．01kgD

または

823K−AN材（a）および1023K−AN材（b）の組織は，旧l

0．98N（0．1k寓）の荷重を15秒間負荷して各5点の測定を行っ

粒界に相当する結晶粒径については（a）のように観察され
るが，粒内は（b）のように非常に微細なためにα相やl相

た。それぞれの負荷荷重での硬さ値をHVO．01，HV0．1と略

記号で表記する。また，プラズマ窒化後の試験片断面につい
て，レーザー顕微鏡による断面組織観察を行った。

では旧l粒界が400um以上に粗大化していた。

の状態を判別しにくくなっていた。一方，1223K−AN材（C）

では微細組織は判別できる程度に大きくなり，微細な針状組
織と粒状組織（丸印部）が確認された。したがってAN材で
は，徐冷時もしくは二相域での保持時にl相中に析出した
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材ではAN材よりもl相の強度割合がさらに高くなってい
る。一万，1023Kおよび1223K−AQ材では，lトランザス

以上の温度からの焼入れではあるが，l相は残脅していな
かった。また，HCPの回折角であるものの，AN材の回折

角より低角度側へのピークシフトを伴っており，組織観察の

結果とあわせてα相とは格子定数の異なるHCPのα 組織
が形成されていることが明らかである。XRDプロファイル
における20が300−80。間の回折ピークを用いて，HCPの

α相またはα′相のa軸およびc軸を最小二乗法により算出
34

36

38

40

42

した。Fig．5に，HCPのa軸，C軸および軸比C／aを示す。

D肝ractionangIe，∠㊨（deg．）

Fig．4

熱処理前およびAN材では，どの熱処理温度でもHCP構造
のa軸，C軸および軸比C／aともに大きな変化は示さなかっ

ⅩRDpronlesofTi−15Nballoywit，hdif掩rentheat

た。一方，α′組織が形成された場合，a軸は1023K−AQ材
で0．80％，1223K−AQ材で0．93％の膨張となった。これに

針状α組織と残留した粒状l組織が混在していると考えら
れる。823K−AQ材（d）でも，微細を針状組織と図中で白
く見える粒状組織が観察され，前者がα相，後者がl相に

対してc軸は膨張の割合が少なく，1023K−AQ材で0．23％，
1223K−AQ材で0．19％であった。また軸比C／aの割合は，

相当すると考えられる。一万，1023K−AQ材（e）では比較

ン合金におけるマルテンサイト組織の格子定数と軸比の対応

α′組織の形成によりわずかに減少していた。Tablelにチタ

的低倍率でも確認できる大きな針状組織が形成されているこ

を示す。本実験結果で得られたα相，α 相およびl相に加

とがわかった。1223K−AQ材（0

においても，粗大化した

えて，α相に近いα′′相としてTi−8Mo合金（23），l相に近い

旧l粒界中に（e）と同様な針状組織が形成されていること
がわかる。この大きな針状組織について確認するため，
TEM観察を行った。1223K−AQ材のTEM微細組織が
Fig．3である。この写真より，大きな針状組織は内部双晶（図

α′′相としてTi−40Nb合金（24）の値も示している。比較のため

中矢印）が形成された典型的なマルテンサイト組織であるこ
とがわかる。そのため1223K−AQ材に加えて，同様な針状

過程でもa軸が大きくなることは考えうる結果である。ま

組織が観察される1023K−AQ材においても，マルテンサイ

て減少する。この傾向に従って，α相からα′相への遷移過

の単位格子は斜方品構造とし，その軸比b／aとC／aも示し
ている。a軸の変化については，α→α′→α′′→lへと相が

変化するにつれて増加傾向にあり，α相からα′相への遷移
た軸比b／aとc／aは，α→α′′→lと相が変化するにつれ

ト組織が形成されていることがわかる。

程においては結晶構造上b／aは一致するものの，C／aはわ

各熱処理後の相構成を示したXRDプロフアイ）レがFig．4
である。823K−AN材の結果より，α相よりもl相強度が低

ずかながらも減少すると考えられる。ここでC軸の変化に注
目すると，α→lへと相が変化するにつれて格子定数は減少

いため，Ti−15Nb合金はαl）ッチα＋l型の組成であること

がわかる。焼鈍温度が1023K，1223Kと高くなるにつれて

する。しかし実験結果ではα→α′間は増加し，α′′（Ti−8Mo）
→α ′（Ti−40Nb）問も増加を示している。後者の場合は合

（110）lの回折強度割合が高くなっており，焼鈍温度の上昇

金系の違いから生じた結果と思われるが 前者のα相から

に伴いl相の割合が高くなっているとみられる。823K−AQ

α′相へ変わることによってa軸の増加割合よりは少ないな

平成24年10月
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Tablel Latticeconstantandc／aratioofeachphaseoftitani−

umalloy
a（nm）

0．2954

α′（hcp）
α′
α

（Ti8Mo）

0．3197

0．3284

b／a

0．4701

、厄α

0．3012

′（Ti40Nb）

l（bcc）

、倍α

0．2977

C（nm）

1．73

0．4712

1．73

c／a

1．59
1．58

0．4983

0．4658

1．65

1．55

0．4799

0．4662
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遷移相としての焼入れα′相の格子対応になると考えられる。
Before

823K lO23K

1223K

各熱処理後のピッカース硬さを示した図がFig．6である。

Heattreatmenttemperature
Fig・6

DampingbehaviorofTi−15Nballoywithdi餓∋rent

熱処理前の状態から焼鈍を行った場合，熱処理前の板材成形
時に導入された残宵加工ひずみが解消され，硬さは減少した。

VickershardnessofTi−15Nballoywithdifrerent

heattreatments

残脅加工ひずみの解消されたα＋l組織の硬さが

300HV

程度である。823K−AQ材では280HVまで減少したが，

がらもC軸が増加する点においての考察を次に進める。本実

1023Kおよび1223K−AQ材のα

験結果のような同一組成合金によるAQ材とAN材の比較は

HVまで減少した。同一組成・結晶構造の金属を加熱すると

行われていないが，α′からα′ 組成域に相当するAQ材の格

格子は結合が弱くなって膨張し，硬さは低下する。熱膨張と
は性質は異なるものの，α相からα′相へは格子の膨張が起

子定数変化に関する系統的な報告例はいくつかある。例えば
門−Nb合金では，α

因となって，前者より後者の方が低い硬さを示したと考えら
れる。

相はa軸とC軸ともにあまり変化して

いないものの，α′／α′′臨界点を超えたあたりでa軸の増加
とC／aの微減を示している（10）。Ti−Mo合金では，α

組織ではさらに低く，220

各熱処理材の振動減衰曲線がFig．7である。AN材につい

相がl

安定化元素濃度増加に伴い，c／aの微減を示している（11）。

ては，823K，1023Kおよび1223Kともに同等の低い振動

またTi−Ta合金においては，α′／α′′臨界点付近でC軸が膨

減衰能を示した。823K−AQ材では振動減衰能は少し向上し

張し，臨界点を超えてからa軸が膨張することが報告され

たが，内部摩擦値でQ￣1＝0．58×10￣3程度であった。これは，

ている（12）。α′／α′′臨界点の決走法，α針状組織と焼入れα′

焼入れにより導入された格子欠陥やひずみを有する組織状態
が影響していると考えられる。一万1023Kおよび1223K

組織の区別の関係，また結晶構造が同じHCPであるために
格子定数の比較を行っていないなどが起因してか，焼鈍α
相と焼入れα′相に対する検討はあまり適切に行われていな
いとみられる。本実験結果においては同一組成合金のα相

AQ材においてα′組織が形成された場合には，Q￣1＝6．0×

10￣3以上の高い振動減衰能を示した。振動減衰の大きい金

属材料の機構については，組織の特徴によって，複合型，転
位型，強磁性型，および双品型に分類されている（25）（26）。本
合金ではTEM組織形態から，マルテンサイト境界およびマ
ルテンサイ下品内の内部双品の移動に伴う応力緩和がその役

とα′相の関係を検討したものであるため，組成の異なる
AQ材のみの文献における結果と比較検討することは必ずし
も適切ではないかもしれない。しかしながら上記文献からの
共通点も考慮に入れて同一組成合金のα相とα 相の結晶学
的特徴を比較した場合，c／aの微減という共通点と，Ⅲ−Ta
合金におけるC軸の増加という点が本実験結果を裏付ける結

割を担う，双品型の減衰機構を有していると考えられる。
3．2 α′マルチンサイト組織に対するプラズマ窒化
Ti−15Nb合金の1023K−AQ材に対して，振動減衰能を維

持しながら表面硬さを向上させることを目的として，プラズ
マ窒化を行った。各温度で5時間のプラズマ窒化を施した

果になっている。α相からα′相の遷移過程においてa軸の

膨張に対してC軸が減少した場合，C／aは微減ではなくα′′

相のC／aに相当する値まで大きく減少することにもなる。
これらの考察より，焼入れα 相では焼鈍α相と比較してa

試験片のマイクロピッカース硬さをFig．8に示す。AN材お

軸およびC軸両方の格子の膨張と軸比C／aの微減が生じて
いることは，整合性のある結果であると考えられる。α相か

形成されたのは873K以上のプラズマ窒化で

らa軸が膨張してHCPを維持しながらマルチンサイト化す

1167HVO．01，また押付け荷重が大きい場合でも573HV0．1

るには，C軸の膨張割合はわずかでc／aが微減することが，

と十分な硬さを示し，窒化物層が形成されたことによる硬化
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よびAQ材の値も同図中に示してある。顕著な表面硬化層が
部硬さが622HVO．01となった。さ
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873Kで表層

らに1023Kでは
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0
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確認され，またl相の回折も強く表れた。これはチタン窒
化物層が形成されることによって表層部の母相のチタン量割
合が低下し，ニオブ量がリッチなl相として存在している
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ためであると考えられる。1023Kでは873Kと同様な回折

ピークが検出されているが，TiN03。が強くみられる回折ピー

smodulusandinternal紐ictionoflO23K−AQ

Ti−15Nballoyaftersomeplasmanitriding

クのシフト具合から，より窒化が進んでいると考えられる。

プラズマ窒化後のレーザー顕微鏡による代表的な組織写真
であることが明らかである。723Kおよび773Kでのプラズ

をFig．11に示す。723Kプラズマ窒化材（a）では，表面側

マ窒化材では，上部の拡大図でもわかるように最表面部が

から18lImのところに境界があり，それより内部では焼入

300HVO．01を超えた。大幅な硬化ではないが

れ時に形成された典型的なα′組織が維持されていることが
わかる。XRD測定で検出された回折ピークは表層部分を検

これはAQ

材表面としては硬くなっており，AN材相当の硬さまで硬化
していることがわかる。押付け荷重0．098Nでの表面硬さは
ほとんど違わないが，より大きな押付け荷重0．98Nでは

出していると考えられ，α相の回折角と一致していたことか

ら，この部分ではプラズマ窒化に伴う熱影響でα′組織では

773Kの方が高い値を示しており，窒素固溶深さの増加に伴

なくなって，窒素をいくらか固落したα相になっていると

う硬さの上昇であると考えられる。
プラズマ窒化後のヤング率（a）および内部摩擦（b）の

考えられる。一方，1023Kプラズマ窒化材（b）の3D像では，

変化をFig．9に示す。AN材およびAQ材の値も同図中に示

までのⅢ2N層を含むと考えられる密な針状組織層，さらに
62IImまでの窒素固溶相が中心であると考えられる疎な針

表面側から2FLm程度のTiN層と考えられる部分と，20FLm

してある。723Kでのプラズマ窒化では，α′組織（1023K−AQ

状組織層の境界が観察された。特に873Kと1023Kでの
XRDプロファイルの違いは，プラズマ窒化温度により第二

材）のヤング率および内部摩擦をほとんどそのまま維持でき
ていた。773Kでは，ヤング率は維持できているものの，内

層までの深さが異なることから生じていると考えられる。ま
た，押付け荷重0．098Nにおける硬さ300HV，622HVおよ

部摩擦は少し減少した。一万873Kおよび1023Kでは，ヤ

ング率は増加し，また内部摩擦は大幅に減少してAN材相当
の値になった。そのため，773Kまでの温度域での5時間で

び1167HVでのピッカース庄子の押込み深さは，それぞれ

のプラズマ窒化では，焼入れα′組織が維持されると考えら

1．6FLm，1．1FLm，0．9FLmに相当する。1023Kプラズマ窒化

れる。

材では厚さ約2umのmN層が形成され，押付け荷重0．098N
ではその部分のみの硬さを測定しているため，非常に高い硬

プラズマ窒化表面層側のXRDプロファイルがFig．10で

さを示しだと考えられる。また，押付け荷重0．98Nにおけ

ある。AN材とAQ材のXRDプロファイルも下部に示して
いる。Cu−Kα線による回折のため，Ⅹ線で検出している表

る硬さ300HVの場合では，5．Oumの押込み深さとなる。

面からの深さは10Hm程度と考えられる（27）。723Kでは

723Kプラズマ窒化材では，α′組織ではなく，それより表層

HCPの回折パターンになっているが，焼入れα′組織形成に

側の窒素固溶層の硬さを測定していると考えられる。
これらの結果より，門−15Nb合金のα′組織に対して

伴うピークシフトは回復し，α相からの回折パターンになっ
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の境界が観察された。
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