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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＳＴＡ状態にあるＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金の特
性に匹敵するか又はこれより優れる、高強度なα+βチ
タン合金を生成するためのＳＴＡ処理によらないプロセ
ス及び生成物の提供。
【解決手段】重量％で、２．９０～５．００のＡｌ、２
．００～３．００のＶ、０．４０～２．００のＦｅ、及
び０．１０～０．３０のＯを含み、残りを不可壁的不純
物とチタンからなるα＋βチタン合金。α＋βチタン合
金は、周囲温度～５００°Ｆの範囲の温度で２０～６０
％の面積低下迄の冷間引抜き、好ましくは２つの引抜サ
イクルを含み、各サイクルが、少なくとも１０％の面積
低下迄α＋βチタン合金を冷間引抜きによる、冷間加工
され、次いで、７００～１２００°Ｆ、好ましくは８０
０～１１００°Ｆの範囲の温度で時効される。０．５イ
ンチ超えの直径又は厚さを有し、１６５ｋｓｉ超の引張
強度、１５５ｋｓｉ超の降伏強度、１２％超の伸びを有
するα+βチタン合金。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周囲温度～５００°Ｆの範囲の温度でα＋βチタン合金ワークピースを冷間引抜するこ
とと、
前記冷間加工後に７００°Ｆ～１２００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金ワーク
ピースを直接時効することと、
を含み、前記α＋βチタン合金が、重量百分率で２．９０～５．００のアルミニウム、２
．００～３．００のバナジウム、０．４０～２．００の鉄、０．１０～０．３０の酸素、
チタン、および不可避的不純物を含む、
プロセス。
【請求項２】
　２０％～６０％の面積低下まで前記α＋βチタン合金ワークピースを冷間引抜すること
を含む、請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　前記α＋βチタン合金の前記冷間引抜が、少なくとも２つの引抜サイクルを含み、各サ
イクルが、少なくとも１０％の面積低下まで前記α＋βチタン合金を冷間引抜することを
含む、請求項１に記載のプロセス。
【請求項４】
　周囲温度で前記α＋βチタン合金ワークピースを冷間引抜することを含む、請求項１に
記載のプロセス。
【請求項５】
　前記冷間加工後に８００°Ｆ～１１００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金ワー
クピースを直接引抜することを含む、請求項１に記載のプロセス。
【請求項６】
　０．５～１０時間の間、前記α＋βチタン合金ワークピースを直接引抜することを含む
、１５に記載のプロセス。
【請求項７】
　前記α＋βチタン合金のβトランザス温度より３００°Ｆ～２５°Ｆ低い範囲の温度で
前記α＋βチタン合金ワークピースを熱間加工することをさらに含み、前記熱間加工が、
前記冷間引抜の前に実施される、請求項１に記載のプロセス。
【請求項８】
　１５００°Ｆ～１７７５°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金ワークピースを熱間
加工することをさらに含み、前記熱間加工が、前記冷間引抜の前に実施される請求項１に
記載のプロセス。
【請求項９】
　１２００°Ｆ～１５００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金を焼鈍することをさ
らに含み、前記焼鈍が、前記熱間加工と前記冷間引抜との間に実施される、請求項７に記
載のプロセス。
【請求項１０】
　前記冷間引抜および直接時効が、周囲温度において、１５５ｋｓｉ～２００ｋｓｉの範
囲の極限引張強度および８％～２０％の範囲の伸びを有する、ビレット、棒、ロッド、チ
ューブ、スラブ、板、および締結具からなる群から選択されるα＋βチタン合金物体を形
成する、請求項１に記載のプロセス。
【請求項１１】
　α＋βチタン合金物体が、０．５インチ超の直径または厚さ、１６５ｋｓｉ超の極限引
張強度、１５５ｋｓｉ超の降伏強度、および１２％超の伸びを有する、請求項１０に記載
のプロセス。
【請求項１２】
　周囲温度～５００°Ｆの範囲の温度でα＋βチタン合金ワークピースを冷間加工するこ
とと、
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　７００°Ｆ～１２００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金ワークピースを直接時
効することと、
を含み、前記α＋βチタン合金が、重量百分率で２．９０～５．００のアルミニウム、２
．００～３．００のバナジウム、０．４０～２．００の鉄、０．１０～０．３０の酸素、
チタン、および不可避的不純物を含む、
プロセス。
【請求項１３】
　前記α＋βチタン合金を冷間加工することが、圧延、鍛造、押出、ピルガ、揺動、およ
び引抜からなる群から選択される少なくとも１つの操作による冷間加工を含む、請求項１
２に記載のプロセス。
【請求項１４】
　０．５～１０時間の間、前記α＋βチタン合金ワークピースを直接時効することを含む
、請求項１２に記載のプロセス。
【請求項１５】
　前記α＋βチタン合金のβトランザス温度より３００°Ｆ～２５°Ｆ低い範囲の温度で
前記α＋βチタン合金ワークピースを熱間加工することをさらに含み、前記熱間加工が、
前記冷間加工の前に実施される、請求項１２に記載のプロセス。
【請求項１６】
　１２００°Ｆ～１５００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金を焼鈍することをさ
らに含み、前記焼鈍が、前記熱間加工と前記冷間加工との間に実施される、請求項１５に
記載のプロセス。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、高強度なアルファ／ベータ（α＋β）チタン合金を生成するためのプロセス
および開示されているプロセスによって生成される生成物を対象とする。
【背景技術】
【０００２】
　チタンおよびチタン系合金は、これらの材料の比較的高い強度、低い密度、および良好
な耐食性に起因して、種々の用途に用いられる。例えば、チタンおよびチタン系合金は、
この材料の強度対重量比および耐食性が高いため、航空宇宙産業において広く用いられる
。種々の用途において広範に用いられることが知られているチタン合金の一群は、重量基
準で６％のアルミニウム、４％のバナジウム、０．２０％未満の酸素、およびチタンの組
成式を構成するアルファ／ベータ（α＋β）Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金である。
【０００３】
　Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金は、最も一般的なチタン系の製造された材料の１種であり、チ
タン系材料市場全体の５０％超を占めると推定される。Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金は、低温
ないし中程度の温度において高強度であり、軽量であり、耐食性であるという合金の組み
合わせの利益を享受する数多くの用途で用いられる。例えば、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金は
、航空機エンジンの構成要素、航空機の構造的な構成要素、締結具、高性能の自動車の構
成要素、医療デバイス用構成要素、スポーツ用品、海洋用途用構成要素、および化学処理
装置用構成要素を生成するのに用いられる。
【０００４】
　Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金の粉砕生成物は、粉砕焼鈍された状態または溶体化処理および
時効された（ＳＴＡ）状態のいずれかで一般に用いられる。比較的低い強度のＴｉ－６Ａ
ｌ－４Ｖ合金の粉砕生成物は、粉砕焼鈍された状態で提供されてもよい。本明細書に用い
られる場合、「粉砕焼鈍された状態」は、ワークピースが高温（例えば、１２００～１５
００°Ｆ／６４９－８１６℃）で約１～８時間焼鈍され、静止空気中で冷却される「粉砕
焼鈍」熱処理後のチタン合金の状態を称する。粉砕焼鈍熱処理は、ワークピースがα＋β
相領域において熱間加工された後に実施される。粉砕焼鈍された状態にあるＴｉ－６Ａｌ
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－４Ｖ合金は、室温において、特定された最小の極限引張強度が１３０ｋｓｉ（８９６Ｍ
Ｐａ）であり、特定された最小の降伏強度が１２０ｋｓｉ（８２７ＭＰａ）である。例え
ば、参照により本明細書に組み込まれるＡｅｒｏｓｐａｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ（ＡＭＳ）４９２８および６９３１Ａを参照されたい。
【０００５】
　Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金の強度を増加させるために、該材料は、一般に、ＳＴＡ熱処理
に付される。ＳＴＡ熱処理は、ワークピースがα＋β相領域において熱間加工された後に
一般に実施される。ＳＴＡは、βトランザス温度（例えば、１７２５～１７７５°Ｆ／９
４０～９６８℃）未満の高温において比較的短い温度における時間（例えば、約１時間）
にわたってワークピースを熱処理し、次いで水または同等の媒体でワークピースを迅速に
急冷することを称する。急冷されたワークピースは高温（例えば、９００～１２００°Ｆ
／４８２～６４９℃）で約４～８時間時効され、静止空気中で冷却される。ＳＴＡ状態に
あるＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金は、ＳＴＡ処理された物体の直径および厚さ寸法に応じて、
室温において、特定された最小の極限引張強度が１５０～１６５ｋｓｉ（１０３４～１１
３８ＭＰａ）であり、特定された最小の降伏強度が１４０～１５５ｋｓｉ（９６５～１０
６９ＭＰａ）である。例えば、参照により本明細書に組み込まれるＡＭＳ４９６５および
ＡＭＳ６９３０Ａを参照されたい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金において高強度を達成するためにＳＴＡ熱処理を用い
ることにおいては数多くの制限がある。例えば、材料の特有の物理的特性およびＳＴＡ処
理の間の迅速な急冷のための要件が、高強度を達成することができる物体のサイズおよび
寸法を制限し、かつ、比較的大きな熱応力、内部応力、反り、および寸法歪みを示す場合
がある。本開示は、ある一定のα＋βチタン合金を処理して、ＳＴＡ状態にあるＴｉ－６
Ａｌ－４Ｖ合金の特性に匹敵するまたはこれより優れるが、ＳＴＡ処理による制限に悩ま
されない機械的特性を提供するための方法を対象とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本明細書に開示されている実施形態は、α＋βチタン合金から物体を形成するためのプ
ロセスを対象とする。このプロセスは、周囲温度～５００°Ｆ（２６０℃）の範囲の温度
でα＋βチタン合金を冷間加工することと、冷間加工ステップ後に、７００°Ｆ～１２０
０°Ｆ（３７１～６４９℃）の範囲の温度でα＋βチタン合金を時効することとを含む。
α＋βチタン合金は、重量百分率で、２．９０％～５．００％のアルミニウム、２．００
％～３．００％のバナジウム、０．４０％～２．００％の鉄、０．１０％～０．３０％の
酸素、不可避的不純物、およびチタンを含む。
【０００８】
　本明細書に開示および記載されている発明は、この発明の概要に開示されている実施形
態に限定されないことが理解される。
【０００９】
　本明細書に開示および記載されている種々の非限定的な実施形態の特徴は、添付の図を
参照することによってより良好に理解される場合がある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、引抜されたままの状態にある冷間引抜されたα＋βチタン合金棒に関す
る、平均極限引張強度および平均降伏強度対、面積低下の百分率（％ＲＡ）として定量化
された冷間加工のグラフである。
【図２】図２は、引抜されたままの状態にある冷間引抜されたα＋βチタン合金棒に関す
る、引張伸び百分率として定量化された平均延性のグラフである。
【図３】図３は、本明細書に開示されているプロセスの実施形態によって冷間加工され直
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接時効された後のα＋βチタン合金棒に関する、極限引張強度および降伏強度対伸び百分
率のグラフである。
【図４】図４は、本明細書に開示されているプロセスの実施形態によって冷間加工され直
接時効された後のα＋βチタン合金棒に関する、平均極限引張強度および平均降伏強度対
平均伸びのグラフである。
【図５】図５は、２０％の面積低下まで冷間加工し、温度において１時間または８時間時
効したα＋βチタン合金棒に関する平均極限引張強度および平均降伏強度対時効温度のグ
ラフである。
【図６】図６は、３０％の面積低下まで冷間加工し、温度において１時間または８時間時
効したα＋βチタン合金棒に関する平均極限引張強度および平均降伏強度対時効温度のグ
ラフである。
【図７】図７は、４０％の面積低下まで冷間加工し、温度において１時間または８時間時
効したα＋βチタン合金棒に関する平均極限引張強度および平均降伏強度対時効温度のグ
ラフである。
【図８】図８は、２０％の面積低下まで冷間加工し、温度において１時間または８時間時
効したα＋βチタン合金棒に関する平均伸び対時効温度のグラフである。
【図９】図９は、３０％の面積低下まで冷間加工し、温度において１時間または８時間時
効したα＋βチタン合金棒に関する平均伸び対時効温度のグラフである。
【図１０】図１０は、４０％の面積低下まで冷間加工し、温度において１時間または８時
間時効したα＋βチタン合金棒に関する平均伸び対時効温度のグラフである。
【図１１】図１１は、２０％の面積低下まで冷間加工し、８５０°Ｆ（４５４℃）または
１１００°Ｆ（５９３℃）において時効したα＋βチタン合金棒に関する平均極限引張強
度および平均降伏強度対時効時間のグラフである。
【図１２】図１２は、２０％の面積低下まで冷間加工し、８５０°Ｆ（４５４℃）または
１１００°Ｆ（５９３℃）において時効したα＋βチタン合金棒に関する平均伸び対時効
時間のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　読者は、本開示による種々の非限定的な実施形態の以下の詳細な説明を考慮する際、上
記の詳細ならびにその他を理解するであろう。読者は、本明細書に記載されている実施形
態を実施および使用する際にさらなる詳細を理解する場合がある。
【００１２】
　開示されている実施形態の説明は、明確化の目的で他の特徴および特性を排除しながら
、開示されている実施形態の明確な理解に関連する特徴および特性のみを説明するために
単純化されていることが理解されるべきである。当業者は、開示されている実施形態のこ
の説明を考慮する際、他の特徴および特性が、開示されている実施形態の特定の実施また
は適用において望ましい場合があることを認識するであろう。しかし、かかる他の特徴お
よび特性は、開示されている実施形態のこの説明を考慮する際に当業者によって容易に確
認および実施されてもよいため、開示されている実施形態の完全な理解に必要ではないこ
とから、かかる特徴、特性などの記載は本明細書において提供されない。そのため、本明
細書に記載の説明は、開示されている実施形態の単なる例示および説明であること、なら
びに特許請求の範囲によって定義されている発明の範囲を限定することは意図されていな
いことが理解されるべきである。
【００１３】
　本開示において、別途指示されていない限り、全ての数値パラメータが、全ての場合に
おいて用語「約」によって前置されかつ変更されるとして理解されるべきであり、ここで
、数値パラメータは、パラメータの数値を決定するのに用いられる基本的な測定技術の特
有の可変的特性を有する。少なくとも、かつ特許請求の範囲の範囲に均等論を適用するこ
とを限定することを意図せずに、本説明に記載されている各数値パラメータは、報告され
ている有効桁数に照らして、および通常の端数処理技法を適用することによって、少なく
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とも解釈されるべきである。
【００１４】
　また、本明細書に記載されている任意の数値範囲が、記載されている範囲内に包含され
る全てのサブ範囲を含むことも意図される。例えば、「１～１０」の範囲は、記載されて
いる最小値の１と記載されている最大値の１０と（およびこれらを含む）の間の全てのサ
ブ範囲、すなわち、最小値の１以上と最大値の１０以下とを有する全てのサブ範囲を含む
ことが意図される。本明細書に記載されている任意の最大の数値限界は、その中に包含さ
れる全てのより低い数値限界を含むことが意図され、本明細書に記載されている任意の最
小の数値限界は、その中に包含される全てのより高い数値限界を含むことが意図される。
したがって、出願人は、特許請求の範囲を含めた本開示を補正して、本明細書に明示的に
記載されている範囲内に包含される任意のサブ範囲を明示的に記載する権利を保有する。
全てのかかる範囲は、任意のかかるサブ範囲を明示的に記載するための補正が米国特許法
第１１２条第１段落および米国特許法第１３２（ａ）条の要件を満たすように本明細書内
に本質的に開示されることが意図される。
【００１５】
　文法上の冠詞「１つの（ｏｎｅ）」、「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」、および
「その（ｔｈｅ）」は、本明細書に用いられる場合、別途指示されない限り「少なくとも
１つ」または「１つ以上」を含むことが意図される。したがって、これらの冠詞は、１ま
たは１を超える（すなわち、「少なくとも１つの」）、その冠詞の文法上の対象を称する
のに本明細書において用いられる。例として、「１つの構成要素（ａ　ｃｏｍｐｏｎｅｎ
ｔ）」は、１つ以上の構成要素を意味し、したがって、場合により、１を超える構成要素
が企図され、説明されている実施形態の実施において使用されまたは用いられてもよい。
【００１６】
　本明細書において参照により組み込まれると言及されている任意の特許、出版物、また
は他の開示材料は、別途指示されない限り、その全体が本明細書に組み込まれるが、組み
込まれている材料が、本説明において明示的に記載されている既存の定義、記述または他
の開示材料と矛盾しない程度までにおいてのみである。そのため、必要な程度までにおい
て、本明細書に記載されている明確な開示は、本明細書において参照により組み込まれる
あらゆる矛盾する材料に優先する。本明細書において参照により組み込まれると言及され
ているが、本明細書に記載されている既存の定義、記述または他の開示材料と矛盾してい
る任意の材料またはその一部は、組み込まれている材料と既存の開示材料との間で矛盾が
生じない程度までのみ組み込まれる。出願人は、本開示を補正して、本明細書において参
照により組み込まれる任意の対象またはその一部を明示的に記載する権利を保有する。
【００１７】
　本開示は、種々の実施形態の説明を含む。本明細書に記載されている種々の実施形態は
、例示的、説明的、かつ非限定的であることが理解されるべきである。そのため、本開示
は、種々の例示的、説明的、かつ非限定的な実施形態の説明により限定される。むしろ、
本発明は、本開示において明示的にもしくは本質的に記載されている、または本開示によ
って別途明示的にもしくは本質的に支持されている任意の特徴または特性を記載するため
に補正されてもよい、特許請求の範囲によって定義される。さらに、出願人は、特許請求
の範囲を補正して、先行技術において存在する場合がある特徴または特性を肯定的に放棄
する権利を保有する。したがって、任意のかかる補正は、米国特許法第１１２条第１段落
および米国特許法第１３２（ａ）条の要件を満たす。本明細書に開示および説明されてい
る種々の実施形態は、本明細書に様々に記載されている特徴および特性を含む、これらか
らなる、またはこれらから本質的になることができる。
【００１８】
　本明細書に開示されている種々の実施形態は、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金と異なる化学組
成を有するα＋βチタン合金から物体を形成するための熱機械的プロセスを対象とする。
種々の実施形態において、α＋βチタン合金は、重量百分率で、２．９０～５．００のア
ルミニウム、２．００～３．００のバナジウム、０．４０～２．００の鉄、０．２０～０
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．３０の酸素、不可避的不純物、およびチタンを含む。これらのα＋βチタン合金（本明
細書において「Ｋｏｓａｋａ合金」と称される）は、参照により本明細書に組み込まれる
、Ｋｏｓａｋａへの米国特許第５，９８０，６５５号に記載されている。Ｋｏｓａｋａ合
金の工業的な組成式は、重量百分率で、４．００のアルミニウム、２．５０のバナジウム
、１．５０の鉄、０．２５の酸素、不可避的不純物、およびチタンから構成され、Ｔｉ－
４Ａｌ－２．５Ｖ－１．５Ｆｅ－０．２５Ｏ合金と称されてもよい。
【００１９】
　米国特許第５，９８０，６５５号（「’６５５特許」）は、Ｋｏｓａｋａ合金インゴッ
トから板を形成するための、α＋β熱機械的処理の使用を記載する。Ｋｏｓａｋａ合金は
、弾道装甲板用途のためのＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金の低コストの代替として開発された。
’６５５特許に記載されているα＋β熱機械的処理は：
（ａ）Ｋｏｓａｋａ合金の組成を有するインゴットを形成することと；
（ｂ）合金のβトランザス温度を超える温度で（例えば、１９００°Ｆ（１０３８℃）を
超える温度で）インゴットをβ鍛造して中間スラブを形成することと；
（ｃ）合金のβトランザス温度未満の温度であるがα＋β相領域において、例えば、１５
００～１７７５°Ｆ（８１５～９６８℃）の温度で中間スラブをα＋β鍛造することと；
（ｄ）合金のβトランザス温度未満の温度であるがα＋β相領域において、例えば、１５
００～１７７５°Ｆ（８１５～９６８℃）の温度でスラブを最終板厚までα＋β圧延する
ことと；
（ｅ）１３００～１５００°Ｆ（７０４～８１５℃）の温度で粉砕焼鈍することと
を含む。
【００２０】
　’６５５特許に開示されているプロセスに従って形成された板は、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ
板に匹敵するまたはこれより優れた弾道特性を示した。しかし、’６５５特許に開示され
ているプロセスに従って形成された板は、ＳＴＡ処理後のＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金によっ
て達成される高い強度未満の室温引張強度を示した。
【００２１】
　ＳＴＡ状態にあるＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金は、室温において、約１６０～１７７ｋｓｉ
（１１０３～１２２０ＭＰａ）の極限引張強度および約１５０～１６４ｋｓｉ（１０３４
～１１３１ＭＰａ）の降伏強度を示す場合がある。しかし、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖのある一
定の物理的特性、例えば、比較的低い熱伝導率に起因して、ＳＴＡ処理を経てＴｉ－６Ａ
ｌ－４Ｖ合金によって達成することができる極限引張強度および降伏強度は、ＳＴＡ処理
を経たＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金物体のサイズに依存する。この点に関して、Ｔｉ－６Ａｌ
－４Ｖ合金の比較的低い熱伝導率は、ＳＴＡ処理を用いて完全に硬化／強化することがで
きる物体の直径／厚さを限定する、なぜなら、大きな直径または厚い断面の合金物体の内
側部分は急冷の間に十分な速度で冷却されず、アルファ－プライム相（α’相）を形成す
るからである。このようにして、大きな直径または厚い断面のＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金の
ＳＴＡ処理は、同レベルの析出硬化を伴わず比較的弱いコアの周囲に析出硬化した表面を
有する物体を生成し、これは、物体の全体強度を大幅に低下させる可能性がある。例えば
、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金物体の強度は、約０．５インチ（１．２７ｃｍ）を超える小寸
法（例えば、直径または厚さ）を有する物体では低下し始め、ＳＴＡ処理は、約３インチ
（７．６２ｃｍ）を超える小寸法を有するＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金物体にはいかなる利益
も提供しない。
【００２２】
　ＳＴＡ状態にあるＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金の引張強度のサイズ依存性は、ＡＭＳ６９３
０Ａなどの材料仕様書では、物体サイズの増加に相当する強度最小値の低下において明ら
かであり、ここで、ＳＴＡ状態にあるＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金に関する最大の強度最小値
は、０．５インチ（１．２７ｃｍ）未満の直径または厚さを有する物体に相当する。例え
ば、ＡＭＳ６９３０Ａでは、ＳＴＡ状態にある、０．５インチ（１．２７ｃｍ）未満の直
径または厚さを有するＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金物体に関して、最小の極限引張強度が１６
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５ｋｓｉ（１１３８ＭＰａ）であり、最小の降伏強度が１５５ｋｓｉ（１０６９ＭＰａ）
であると特定されている。
【００２３】
　さらに、ＳＴＡ処理は、比較的大きな熱応力および内部応力を誘発する場合があり、急
冷ステップの間にチタン合金物体の反りを引き起こす場合がある。これらの制限にもかか
わらず、ＳＴＡ処理は、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金において高強度を達成する標準的な方法
である、なぜなら、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金は、一般に冷間変形可能ではなく、そのため
、効果的に冷間加工して強度を増加させることができないからである。理論によって拘束
されることを意図しないが、冷間変形可能性／加工可能性の欠如は、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ
合金におけるすべり帯現象に起因すると一般に考えられている。
【００２４】
　Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金のアルファ相（α相）は、コヒーレントなＴｉ３Ａｌ（アルフ
ァ２）粒子を析出させる。これらのコヒーレントなアルファ２（α２）析出物は合金の強
度を増加させるが、コヒーレントな析出物は、塑性変形の間の可動転位によってせん断さ
れるため、析出物は、合金のマイクロ構造内で、顕著で平面的なすべり帯の形成を結果と
してもたらす。さらに、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金結晶は、アルミニウムおよび酸素原子の
短距離秩序の局所領域、すなわち、結晶構造内のアルミニウムおよび酸素原子の均一な分
布からの局所偏向を形成することが示されている。エントロピーが低下したこれらの局所
領域は、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金のマイクロ構造内で、顕著で平面的なすべり帯の形成を
促進することが示されている。Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金内のこれらのマイクロ構造および
熱力学特徴の存在は、すべり転位の絡み合いを引き起す場合がある、または他の場合には
、転位が変形の間にすべることを防止する場合がある。これが起こると、すべりは、すべ
り帯と称される、合金における顕著な平面領域に局在する。すべり帯は、延性の損失、亀
裂核形成、および亀裂伝播を引き起こし、これにより、冷間加工の間にＴｉ－６Ａｌ－４
Ｖ合金の破壊に至る。
【００２５】
　結果として、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金は、一般にα２ソルバス温度を超える高温で一般
に加工される（例えば、鍛造され、圧延され、引抜され、などする）。Ｔｉ－６Ａｌ－４
Ｖ合金は、効率的に冷間加工されて強度を増加させることはできない、なぜなら、冷間変
形の間に亀裂（すなわち、ワークピース欠陥）が多発するからである。しかし、参照によ
り本明細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００４／０２２１９２９号に記載されて
いるように、Ｋｏｓａｋａ合金が、相当な程度の冷間変形可能性／加工可能性を有するこ
とが予想外にも発見された。
【００２６】
　Ｋｏｓａｋａ合金は、冷間加工の間にすべり帯を示さず、したがって、Ｔｉ－６Ａｌ－
４Ｖ合金と比べて、冷間加工の間に示される亀裂が大幅に少ないことが判明した。理論に
よって拘束されることを意図しないが、Ｋｏｓａｋａ合金におけるすべり帯の欠失は、ア
ルミニウムおよび酸素の短距離秩序の最小化に起因し得ると考えられる。加えて、α２相
の安定度は、α２相のソルバス温度（米国ウィスコンシン州マディソンのＣｏｍｐｕＴｈ
ｅｒｍ　ＬＬＣのＰａｎｄａｔソフトウェアを用いて求めると、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ（最
大０．１５重量％の酸素）では１３０５°Ｆ／７０７℃、Ｔｉ－４Ａｌ－２．５Ｖ－１．
５Ｆｅ－０．２５Ｏでは１０６２°Ｆ／５７２℃）の平衡モデルによって実証されている
ように、Ｋｏｓａｋａ合金では、例えばＴｉ－６Ａｌ－４Ｖと比較して低い。結果として
、Ｋｏｓａｋａ合金は、冷間加工されて、高強度を達成し、加工可能なレベルの延性を保
持する場合がある。加えて、Ｋｏｓａｋａ合金は、冷間加工および時効されて、冷間加工
のみに対して向上された強度および向上された延性を達成することができることが見出さ
れた。このように、Ｋｏｓａｋａ合金は、ＳＴＡ処理を必要とせず、該処理の制限も無い
が、ＳＴＡ状態にあるＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金に匹敵するまたはこれより優れた強度およ
び延性を達成することができる。
【００２７】
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　一般に、「冷間加工」は、材料の流動応力が大幅に減少する温度未満の温度で合金を加
工することを称する。開示されているプロセスと関連して本明細書において用いられると
き、「冷間加工」、「冷間加工された」、「冷間形成」などの用語、または特定の加工ま
たは形成技術と関連して用いられる「冷間」は、表面が約５００°Ｆ（２６０℃）以下の
温度である場合があるときに加工することまたは加工された特性を称する。したがって、
例えば、周囲温度～５００°Ｆ（２６０℃）の範囲の温度でＫｏｓａｋａ合金のワークピ
ースにおいて実施される引抜操作は、冷間加工すると本明細書においてみなされる。また
、用語「加工する」、「形成する」、および「変形する」は、一般に、用語「加工可能性
」、「形成可能性」、「変形可能性」などの用語であるのと交換可能に本明細書において
用いられる。本出願に関連して「冷間加工」、「冷間加工された」、「冷間形成」などの
用語に適用される意味は、他の文脈においてまたは他の発明と関連してこれらの用語の意
味を限定することを意図していないことおよび限定しないことが理解されよう。
【００２８】
　種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、周囲温度から最大で
５００°Ｆ（２６０℃）の範囲の温度でα＋βチタン合金を冷間加工することを含んでも
よい。冷間加工操作の後に、α＋βチタン合金は、７００°Ｆ～１２００°Ｆ（３７１～
６４９℃）の範囲の温度で時効されてもよい。
【００２９】
　機械的操作、例えば、冷間引抜パスなどが、特定された温度においてまたは特定された
温度範囲内で行われ、実施されるなどとして本明細書に記載されているとき、機械的操作
は、機械的操作の開始時に特定された温度におけるまたは特定された温度範囲内にあるワ
ークピースにおいて実施される。機械的操作の過程の間に、ワークピースの温度は、機械
的操作の開始時にワークピースの初期温度から変動する場合がある。例えば、ワークピー
スの温度は、断熱加熱に起因して上昇してもよく、あるいは、加工操作の間の伝導、対流
、および／または放射冷却に起因にして低下してもよい。機械的操作の開始時の初期温度
からの温度変動の規模および方向は、種々のパラメータ、例えば、ワークピース上に実施
される加工のレベル、加工が実施されるステイン速度、機械的操作の開始時のワークピー
スの初期温度、および周辺環境の温度などに依存する場合がある。
【００３０】
　時効熱処理などの熱操作が、特定された温度で特定された期間にわたってまたは特定さ
れた温度範囲および時間範囲内で行われるとして本明細書に記載されているとき、この操
作は、温度においてワークピースを維持しながら特定された時間の間実施される。時効熱
処理などの熱操作に関して本明細書に記載されている期間は、例えば、ワークピースのサ
イズおよび形状に依存する場合がある、加熱および冷却時間を含まない。
【００３１】
　種々の実施形態において、α＋βチタン合金は、周囲温度～最高で５００°Ｆ（２６０
℃）の範囲、または、例えば、周囲温度～４５０°Ｆ（２３２℃）、周囲温度～４００°
Ｆ（２０４℃）、周囲温度～３５０°Ｆ（１７７℃）、周囲温度～３００°Ｆ（１４９℃
）、周囲温度～２５０°Ｆ（１２１℃）、周囲温度～２００°Ｆ（９３℃）、もしくは周
囲温度～１５０°Ｆ（６５℃）などのその中の任意のサブ範囲の温度で冷間加工されても
よい。種々の実施形態において、α＋βチタン合金は、周囲温度で冷間加工される。
【００３２】
　種々の実施形態において、α＋βチタン合金の冷間加工は、引抜、深絞り、圧延、ロー
ルフォーミング、鍛造、押出、ピルガ、揺動、流動回転、せん断スピン、液圧成形、バル
ジ成形、加締、衝撃押出、爆発成形、ゴム成形、後方押出、穿孔、スピン、張り出し成形
、プレス曲げ、電磁成形、圧造、圧搾、およびこれらの任意の組み合わせを含むが、必ず
しも限定されない形成技術を用いて実施されてもよい。本明細書に開示されているプロセ
スの観点において、これらの形成技術は、５００°Ｆ（２６０℃）以下の温度で実施され
るとき、α＋βチタン合金に冷間加工を付与する。
【００３３】
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　種々の実施形態において、α＋βチタン合金は、２０％～６０％の面積低下まで冷間加
工されてもよい。例えば、α＋βチタン合金ワークピース、例えば、インゴット、ビレッ
ト、棒、ロッド、チューブ、スラブ、または板などは、例えば、冷間引抜、冷間圧延、冷
間押出、または冷間鍛造操作において塑性的に変形されてもよく、その結果、ワークピー
スの断面積は、２０％～６０％の範囲の百分率で低下する。円筒形のワークピース、例え
ば、丸形インゴット、ビレット、棒、ロッド、およびチューブなどでは、面積低下は、引
抜ダイ、押出ダイなどを経てワークピースの移動方向に一般に垂直である、ワークピース
の円形または環状の断面について測定される。同様に、圧延されたワークピースの面積低
下は、圧延装置などの圧延を経てワークピースの移動方向に一般に垂直であるワークピー
スの断面について測定される。
【００３４】
　種々の実施形態において、α＋βチタン合金は、２０％～６０％の面積低下まで、また
は例えば、３０％～６０％、４０％～６０％、５０％～６０％、２０％～５０％、２０％
～４０％、２０％～３０％、３０％～５０％、３０％～４０％、もしくは４０％～５０％
などのその中の任意のサブ範囲まで冷間加工されてもよい。α＋βチタン合金は、観察可
能なエッジ亀裂または他の表面亀裂を伴わずに２０％～６０％の面積低下まで冷間加工さ
れる場合がある。冷間加工は、いかなる中間の応力緩和焼鈍も無しで実施されてもよい。
このようにして、本明細書に開示されているプロセスの種々の実施形態は、逐次的な冷間
加工操作、例えば、冷間引抜装置を通る２つ以上のパスなどの間にいかなる中間の応力緩
和焼鈍も伴わずに最大で６０％の面積低下を達成することができる。
【００３５】
　種々の実施形態において、冷間加工操作は、少なくとも２つの変形サイクルを含んでも
よく、ここで、各変形サイクルは、少なくとも１０％の面積低下までα＋βチタン合金を
冷間加工することを含む。種々の実施形態において、冷間加工操作は、少なくとも２つの
変形サイクルを含んでもよく、ここで、各変形サイクルは、少なくとも２０％の面積低下
までα＋βチタン合金を冷間加工することを含む。少なくとも２つの変形サイクルは、い
かなる中間の応力緩和焼鈍も伴わずに最大で６０％の面積低下を達成することができる。
【００３６】
　例えば、冷間引抜操作において、棒は、２０％超の面積低下まで周囲温度で第１引抜パ
スにおいて冷間引抜されてもよい。２０％超の冷間引抜棒は、次いで、２０％超の第２の
面積低下に至るまで周囲温度で第２引抜パスにおいて冷間引抜されてもよい。２つの冷間
引抜パスは、２つのパスの間のいかなる中間の応力緩和焼鈍も伴わずに実施されてもよい
。このようにして、α＋βチタン合金は、少なくとも２つの変形サイクルを用いて冷間加
工されて、全体としてより大きな面積低下を達成することができる。冷間加工操作の所与
の実施において、α＋βチタン合金の冷間変形に必要とされる力は、例えば、ワークピー
スのサイズおよび形状、合金材料の降伏強度、変形の程度（例えば、面積低下）、ならび
に特定の冷間加工技術を含めたパラメータに依存する。
【００３７】
　種々の実施形態において、冷間加工操作後、冷間加工されたα＋βチタン合金は、７０
０°Ｆ～１２００°Ｆ（３７１～６４９℃）の範囲、または、例えば、８００°Ｆ～１１
５０°Ｆ、８５０°Ｆ～１１５０°Ｆ、８００°Ｆ～１１００°Ｆ、もしくは８５０°Ｆ
～１１００°Ｆ（すなわち、４２７～６２１℃、４５４～６２１℃、４２７～５９３℃、
もしくは４５４～５９３℃）などのその中の任意のサブ範囲の温度で時効されてもよい。
時効熱処理は、例えば、特定された極限引張強度、特定された降伏強度、および／または
特定された伸びなどの機械的特性の特定された組み合わせを提供するのに十分な温度およ
び時間で実施されてもよい。種々の実施形態において、時効熱処理は、例えば、温度にお
いて最大で５０時間まで実施されてもよい。種々の実施形態において、時効熱処理は、温
度において０．５～１０時間、または温度において例えば１～８時間などのその中の任意
のサブ範囲で実施されてもよい。時効熱処理は、温度制御された炉、例えば、オープンエ
ア型のガス炉などにおいて実施されてもよい。



(11) JP 2017-128807 A 2017.7.27

10

20

30

40

50

【００３８】
　種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、冷間加工操作の前に
実施される熱間加工操作をさらに含んでもよい。熱間加工操作は、α＋β相領域において
実施されてもよい。例えば、熱間加工操作は、α＋βチタン合金のβトランザス温度より
３００°Ｆ～２５°Ｆ（１６７～１５℃）低い範囲の温度で実施されてもよい。一般に、
Ｋｏｓａｋａ合金は、約１７６５°Ｆ～１８００°Ｆ（９６３～９８２℃）のβトランザ
ス温度を有する。種々の実施形態において、α＋βチタン合金は、１５００°Ｆ～１７７
５°Ｆ（８１５～９６８℃）の範囲、または、例えば、１６００°Ｆ～１７７５°Ｆ、１
６００°Ｆ～１７５０°Ｆ、もしくは１６００°Ｆ～１７００°Ｆ（すなわち、８７１～
９６８℃、８７１～９５４℃、もしくは８７１～９２７℃）などのその中の任意のサブ範
囲の温度で熱間加工されてもよい。
【００３９】
　冷間加工操作の前に熱間加工操作を含む実施形態において、本明細書に開示されている
プロセスは、熱間加工操作と冷間加工操作との間に任意選択の焼鈍または応力除去熱処理
をさらに含んでもよい。熱間加工されたα＋βチタン合金は、１２００°Ｆ～１５００°
Ｆ（６４９～８１５℃）の範囲、または例えば、１２００°Ｆ～１４００°Ｆもしくは１
２５０°Ｆ～１３００°Ｆ（すなわち、６４９～７６０℃もしくは６７７～７０４℃）な
どのその中の任意のサブ範囲の温度で焼鈍されてもよい。
【００４０】
　種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、α＋β相領域におい
て実施される熱間加工操作の前にβ相領域において実施される任意選択の熱間加工操作を
含んでもよい。例えば、チタン合金インゴットは、β相領域において熱間加工されて、中
間物体を形成してもよい。中間物体は、α＋β相領域において熱間加工されて、α＋β相
マイクロ構造を発生してもよい。熱間加工後、中間物体は、応力除去焼鈍され、次いで周
囲温度～５００°Ｆ（２６０℃）の範囲の温度で冷間加工されてもよい。冷間加工された
物体は、７００°Ｆ～１２００°Ｆ（３７１～６４９℃）の範囲の温度で時効されてもよ
い。β相領域における任意選択の熱間加工は、合金のβトランザス温度を超える温度で、
例えば、１８００°Ｆ～２３００°Ｆ（９８２～１２６０℃）の範囲、または例えば、１
９００°Ｆ～２３００°Ｆもしくは１９００°Ｆ～２１００°Ｆ（すなわち、１０３８～
１２６０℃もしくは１０３８～１１４９℃）などのその中の任意のサブ範囲の温度で実施
される。
【００４１】
　種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、周囲温度において、
１５５ｋｓｉ～２００ｋｓｉ（１０６９～１３７９ＭＰａ）の範囲の極限引張強度および
８％～２０％の範囲の伸びを有するα＋βチタン合金物体の形成によって特徴付けられて
もよい。また、種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、周囲温
度において、１６０ｋｓｉ～１８０ｋｓｉ（１１０３～１２４１ＭＰａ）の範囲の極限引
張強度および８％～２０％の範囲の伸びを有するα＋βチタン合金物体の形成により特徴
付けられていてもよい。さらに、種々の実施形態において、本明細書に開示されているプ
ロセスは、周囲温度において、１６５ｋｓｉ～１８０ｋｓｉ（１１３８～１２４１ＭＰａ
）の範囲の極限引張強度および８％～１７％の伸びを有するα＋βチタン合金物体の形成
により特徴付けられていてもよい。
【００４２】
　種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、周囲温度において、
１４０ｋｓｉ～１６５ｋｓｉ（９６５～１１３８ＭＰａ）の範囲の降伏強度および８％～
２０％の伸びを有するα＋βチタン合金物体の形成により特徴付けられていてもよい。加
えて、種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、周囲温度におい
て、１５５ｋｓｉ～１６５ｋｓｉ（１０６９～１１３８ＭＰａ）の範囲の降伏強度および
８％～１５％の伸びを有するα＋βチタン合金物体の形成により特徴付けられていてもよ
い。
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【００４３】
　種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、周囲温度において、
１５５ｋｓｉ～２００ｋｓｉ（１０６９～１３７９ＭＰａ）の範囲内に包含される任意の
サブ範囲の極限引張強度、１４０ｋｓｉ～１６５ｋｓｉ（９６５～１１３８ＭＰａ）の範
囲内に包含される任意のサブ範囲の降伏強度、および８％～２０％の範囲内に包含される
任意のサブ範囲の伸びを有するα＋βチタン合金物体の形成により特徴付けられていても
よい。
【００４４】
　種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、周囲温度において、
１５５ｋｓｉ超の極限引張強度、１４０ｋｓｉ超の降伏強度、および８％超の伸びを有す
るα＋βチタン合金物体の形成により特徴付けられていてもよい。種々の実施形態に従っ
て形成するα＋βチタン合金物体は、周囲温度において、１６６ｋｓｉ超、１７５ｋｓｉ
超、１８５ｋｓｉ超、または１９５ｋｓｉ超の極限引張強度を有してもよい。種々の実施
形態に従って形成するα＋βチタン合金物体は、周囲温度において、１４５ｋｓｉ超、１
５５ｋｓｉ超、または１６０ｋｓｉ超の降伏強度を有してもよい。種々の実施形態に従っ
て形成するα＋βチタン合金物体は、周囲温度において、８％超、１０％超、１２％超、
１４％超、１６％超、または１８％超の伸びを有してもよい。
【００４５】
　種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは周囲温度における極限
引張強度、降伏強度、および伸びを有するα＋βチタン合金物体の形成により特徴付けら
れていてもよく、この極限引張強度、降伏強度、および伸びは、溶体化処理および時効さ
れた（ＳＴＡ）状態にあるＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金からなる、ということ以外は同一の物
体の周囲温度における極限引張強度、降伏強度、および伸びと少なくとも同じ大きさであ
る。
【００４６】
　種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、重量百分率で、２．
９０％～５．００％のアルミニウム、２．００％～３．００％のバナジウム、０．４０％
～２．００％の鉄、０．１０％～０．３０％の酸素、および不可避的元素、およびチタン
を含む、これらからなる、またはこれらから本質的になるα＋βチタン合金を熱機械的に
処理するのに用いられてもよい。
【００４７】
　本明細書に開示されているプロセスに従って熱機械的に処理されたα＋βチタン合金中
のアルミニウム濃度は、２．９０～５．００重量％の範囲内、または例えば、３．００％
～５．００％、３．５０％～４．５０％、３．７０％～４．３０％、３．７５％～４．２
５％、もしくは３．９０％～４．５０％などのその中の任意のサブ範囲内にあってもよい
。本明細書に開示されているプロセスに従って熱機械的に処理されたα＋βチタン合金中
のバナジウム濃度は、２．００～３．００重量％の範囲内、または例えば、２．２０％～
３．００％、２．２０％～２．８０％、もしくは２．３０％～２．７０％などのその中の
任意のサブ範囲内にあってもよい。本明細書に開示されているプロセスに従って熱機械的
に処理されたα＋βチタン合金中の鉄濃度は、０．４０～２．００重量％の範囲内、また
は例えば、０．５０％～２．００％、１．００％～２．００％、１．２０％～１．８０％
、もしくは１．３０％～１．７０％などのその中の任意のサブ範囲内にあってもよい。本
明細書に開示されているプロセスに従って熱機械的に処理されたα＋βチタン合金中の酸
素濃度は、０．１０～０．３０重量％の範囲内、または例えば、０．１５％～０．３０％
、０．１０％～０．２０％、０．１０％～０．１５％、０．１８％～０．２８％、０．２
０％～０．３０％、０．２２％～０．２８％、０．２４％～０．３０％、もしくは０．２
３％～０．２７％などのその中の任意のサブ範囲内にあってもよい。
【００４８】
　種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、４．００重量％のア
ルミニウム、２．５０重量％のバナジウム、１．５０重量％の鉄、および０．２５重量％
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の酸素、チタン、および不可避的不純物の組成式（Ｔｉ－４Ａｌ－２．５Ｖ－１．５Ｆｅ
－０．２５Ｏ）を含む、これらからなる、またはこれらから本質的になるα＋βチタン合
金を熱機械的に処理するのに用いられてもよい。組成式Ｔｉ－４Ａｌ－２．５Ｖ－１．５
Ｆｅ－０．２５Ｏを有するα＋βチタン合金は、Ａｌｌｅｇｈｅｎｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｉｅｓ　ＩｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄからＡＴＩ　４２５（登録商標）合金として市販さ
れている。
【００４９】
　種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、チタン、アルミニウ
ム、バナジウム、鉄、酸素、不可避的不純物、および０．５０重量％未満のいずれかの他
の意図的な合金用の元素を含む、これらからなる、またはこれらから本質的になるα＋β
チタン合金を熱機械的に処理するのに用いられてもよい。種々の実施形態において、本明
細書に開示されているプロセスは、チタン、アルミニウム、バナジウム、鉄、酸素、なら
びに０．５０重量％未満の、意図的な合金用の元素を含めた任意の他の元素、および不可
避的不純物を含む、これらからなる、またはこれらから本質的になるα＋βチタン合金を
熱機械的に処理するのに用いられてもよい。種々の実施形態において、チタン、アルミニ
ウム、バナジウム、鉄、および酸素以外の全ての元素（不可避的不純物および／または意
図的な合金用添加物）の最大レベルは、０．４０重量％、０．３０重量％、０．２５重量
％、０．２０重量％、または０．１０重量％であってもよい。
【００５０】
　種々の実施形態において、本明細書に記載されているように処理されたα＋βチタン合
金は、参照により本明細書に組み込まれ、表１において提供されている組成（重量百分率
）を特定するＡＭＳ６９４６Ａ、セクション３．１に従った組成を含んでも、これから本
質的になっても、これからなってもよい。
【表１】

【００５１】
　種々の実施形態において、本明細書に記載されているように処理されたα＋βチタン合
金は、チタン、アルミニウム、バナジウム、鉄、および酸素以外の種々の元素を含んでも
よい。例えば、かかる他の元素、およびこれらの重量百分率は、以下、すなわち（ａ）ク
ロム、最大０．１０％、一般に０．０００１％～０．０５％、もしくは最大で約０．０３
％、（ｂ）ニッケル、最大０．１０％、一般に０．００１％～０．０５％、もしくは最大
で約０．０２％、（ｃ）モリブデン、最大０．１０％、（ｄ）ジルコニウム、最大０．１
０％、（ｅ）スズ、最大０．１０％、（ｆ）炭素、最大０．１０％、一般に０．００５％
～０．０３％、もしくは最大で約０．０１％、および／または（ｇ）窒素、最大０．１０
％、一般に０．００１％～０．０２％、もしくは最大で約０．０１％のうちの１つ以上を
含んでもよいが、これらに必ずしも限定されない。
【００５２】
　本明細書に開示されているプロセスは、例えば、ビレット、棒、ロッド、ワイヤ、チュ
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ーブ、パイプ、スラブ、板、構造部材、締結具、リベットなどの物体を形成するのに用い
られてもよい。種々の実施形態において、本明細書に開示されているプロセスは、周囲温
度において、１５５ｋｓｉ～２００ｋｓｉ（１０６９～１３７９ＭＰａ）の範囲の極限引
張強度、１４０ｋｓｉ～１６５ｋｓｉ（９６５～１１３８ＭＰａ）の範囲の降伏強度およ
び８％～２０％の範囲の伸びを有し、０．５インチ超、１．０インチ超、２．０インチ超
、３．０インチ超、４．０インチ超、５．０インチ超、または１０．０インチ超（すなわ
ち、１．２７ｃｍ、２．５４ｃｍ、５．０８ｃｍ、７．６２ｃｍ、１０．１６ｃｍ、１２
．７０ｃｍ、または２４．５０ｃｍ超）の最小寸法（例えば、直径または厚さ）を有する
物体を生成する。
【００５３】
　さらに、本明細書に開示されているプロセスの実施形態の種々の利点の１つは、高強度
のα＋βチタン合金物体を、ＳＴＡ処理の特有の制限であるサイズ制限を伴わずに形成す
ることができることである。結果として、本明細書に開示されているプロセスは、物体の
小寸法（例えば、直径または厚さ）の最大値における特有の制限を伴わずに、周囲温度に
おいて、１６５ｋｓｉ（１１３８ＭＰａ）超の極限引張強度、１５５ｋｓｉ（１０６９Ｍ
Ｐａ）超の降伏強度、および８％超の伸びを有する物体を生成することができる。したが
って、最大サイズの制限は、本明細書に開示されている実施形態に従って冷間加工を実施
するのに用いられる冷間加工装置のサイズ制限によってのみ押し進められる。対照的に、
ＳＴＡ処理は、室温で少なくとも１６５ｋｓｉ（１１３８ＭＰａ）の極限引張強度および
少なくとも１５５ｋｓｉ（１０６９ＭＰａ）の降伏強度を示すＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ物体に
対して高強度を達成することができる物体の小寸法の最大値について特有の限界、例えば
最大０．５インチ（１．２７ｃｍ）を置く。ＡＭＳ６９３０Ａを参照されたい。
【００５４】
　加えて、本明細書に開示されているプロセスは、低いまたはゼロの熱応力と、ＳＴＡ処
理を用いて生成される高強度の物体よりも良好な寸法公差とを有して、高強度を有するα
＋βチタン合金物体を生成することができる。本明細書に開示されているプロセスによる
冷間引抜および直接時効は、α＋βチタン合金物体のＳＴＡ処理によって生じることが知
られている、問題となる内部熱応力をもたらさず、物体の反りを引き起こさず、物体の寸
法歪みを引き起こさない。
【００５５】
　本明細書に開示されているプロセスはまた、冷間加工のレベルおよび時効処理の時間／
温度に応じて広範囲内にある機械的特性を有するα＋βチタン合金物体を形成するのにも
用いられてもよい。種々の実施形態において、極限引張強度は、約１５５ｋｓｉ～１８０
ｋｓｉ超（約１０６９ＭＰａ～１２４１ＭＰａ超）の範囲であってもよく、降伏強度は、
約１４０ｋｓｉ～約１６３ｋｓｉ（９６５～１１２４ＭＰａ）の範囲であってもよく、伸
びは、約８％～１９％超の範囲であってもよい。異なる機械的特性は、冷間加工および時
効処理の異なる組み合わせによって達成することができる。種々の実施形態において、よ
り高いレベルの冷間加工（例えば、低下）は、より高い強度およびより低い延性に相関す
る場合がある一方で、より高い時効温度は、より低い強度およびより高い延性に相関する
場合がある。このようにして、冷間加工および時効サイクルは、α＋βチタン合金物体に
おいて制御された再現可能なレベルの強度および延性を達成するように、本明細書に開示
されている実施形態に従って特定されてもよい。これにより、調整可能な機械的特性を有
するα＋βチタン合金物体の生成を可能にする。
【００５６】
　以下に続く説明的かつ非限定的な例は、実施形態の範囲を制限することなく、種々の非
限定的な実施形態をさらに記載することが意図される。当業者は、実施例の変形が、特許
請求の範囲によって定義される本発明の範囲内にある可能性があることを認識するだろう
。
実施例
実施例１
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【００５７】
　表２に提示した平均化学組成を有する（不可避的不純物を除く）、２種の異なる加熱に
よる合金の直径５．０インチの円筒形ビレットを１６００°Ｆ（８７１℃）の温度でα＋
β相領域において熱間圧延して、直径１．０インチの丸棒を形成した。
【表２】

【００５８】
　１．０インチの丸棒を１２７５°Ｆの温度で１時間焼鈍し、周囲温度まで空冷した。焼
鈍された棒を、引抜操作を用いて周囲温度で冷間加工し、棒の直径を低減させた。冷間引
抜操作の間に棒において実施した冷間加工の量を、冷間引抜の間の丸棒の円形断面積の百
分率低下として定量化した。達成された冷間加工の百分率は、２０％、３０％、または４
０％の面積低下（ＲＡ）であった。引抜操作を、中間焼鈍を伴わずに、２０％の面積低下
では単一の引抜パスを用いて、３０％および４０％の面積低下では２つの引抜パスを用い
て実施した。
【００５９】
　極限引張強度（ＵＴＳ）、降伏強度（ＹＳ）、および伸び（％）を、各冷間引抜棒（２
０％、３０％、および４０％のＲＡ）について、ならびに冷間引抜されていない（０％Ｒ
Ａ）直径１インチの棒について周囲温度で測定した。平均結果を表３ならびに図１および
図２に提示する。

【表３】

【００６０】
　極限引張強度は、概して、冷間加工レベルの増加に伴って増加したが、伸びは、概して
、最大で約２０～３０％の冷間加工までの冷間加工レベルの増加に伴って減少した。３０
％および４０％まで冷間加工された合金は、極限引張強度が１８０ｋｓｉを超えて１９０
ｋｓｉに近づきつつ、約８％の伸びを保持した。３０％および４０％まで冷間加工された
合金はまた、１５０ｋｓｉ～１７０ｋｓｉの範囲の降伏強度も示した。
実施例２
【００６１】
　表１に提示した加熱Ｘ（βトランザス温度：１７９０°Ｆ）の平均化学組成を有する直
径５インチの円筒形ビレットを、実施例１に記載のように熱機械的に処理し、百分率が２
０％、３０％、または４０％の面積低下の冷間加工百分率を有する丸棒を形成した。冷間
引抜後、棒を、表４に提示した時効サイクルの１つを用いて直接時効し、続いて周囲温度
まで空冷した。
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【表４】

【００６２】
　極限引張強度、降伏強度、および伸びを、冷間引抜され時効された各棒について周囲温
度で測定した。生のデータを図３に提示し、平均化したデータを図４および表５に提示す
る。
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【表５】

【００６３】
　冷間引抜され時効された合金は、冷間加工レベルおよび時効処理の時間／温度サイクル
に応じて様々な範囲の機械的特性を示した。極限引張強度は、約１５５ｋｓｉ～１８０ｋ
ｓｉ超の範囲であった。降伏強度は、約１４０ｋｓｉ～約１６３ｋｓｉの範囲であった。
伸びは、約１１％～１９％超の範囲であった。したがって、異なる機械的特性は、冷間加
工レベルおよび時効処理の異なる組み合わせによって達成することができる。
【００６４】
　より高いレベルの冷間加工は、概して、より高い強度およびより低い延性に相関した。
より高い時効温度は、概して、より低い強度に相関した。これを、面積低下がそれぞれ２
０％、３０％、および４０％の冷間加工百分率の、強度（平均ＵＴＳおよび平均ＹＳ）対
温度のグラフである図５、図６、および図７に示す。より高い時効温度は、概して、より
高い延性と相関した。これを、面積低下がそれぞれ２０％、３０％、および４０％の冷間
加工百分率の、平均伸び対温度のグラフである図８、図９、および図１０に示す。時効処
理の継続時間は、面積低下が２０％の冷間加工百分率のそれぞれ強度対時間および伸び対
時間のグラフである図１１および図１２に図示されているように、機械的特性に有意な影
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響を及ぼしているようには見えない。
実施例３
【００６５】
　表１に提示した加熱Ｘの化学組成を有し、直径０．７５インチであり、実施例１および
例２に記載のように処理され、引抜操作の間の面積低下が４０％までである冷間引抜され
た丸棒を、ＮＡＳＭ１３１２－１３（参照により本明細書に組み込まれるＡｅｒｏｓｐａ
ｃｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ、２００３年２月１日）に従って
二面せん断試験に付した。二面せん断試験は、高強度の締結具ストックの製造のための、
合金化学と熱機械的処理との組み合わせの適用の評価を提供する。丸棒の第１セットを引
抜したままの状態で試験し、丸棒の第２セットを、８５０°Ｆで１時間時効処理し、周囲
温度（８５０／１／ＡＣ）まで空冷した後に試験した。二面せん断強度の結果を極限引張
強度、降伏強度、および伸びの平均値と共に表５に提示する。比較目的で、Ｔｉ－６Ａｌ
－４Ｖ締結具ストックのこれらの機械的特性に関して特定された最小値も表６に提示する
。

【表６】

【００６６】
　冷間引抜され時効された合金は、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ締結具ストック用途に関して特定
された最小値よりも優れた機械的特性を示した。そのため、本明細書に開示されているプ
ロセスは、ＳＴＡ処理を用いてＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ物体の生成に対して、より効果的な代
替を提案することができる。
【００６７】
　本明細書に開示されている種々の実施形態に従って、重量百分率で、２．９０～５．０
０のアルミニウム、２．００～３．００のバナジウム、０．４０～２．００の鉄、０．１
０～０．３０の酸素、およびチタンを含むα＋βチタン合金の冷間加工および時効は、例
えば、一般の航空宇宙用途および締結具用途を含めた種々の用途に関して、Ｔｉ－６Ａｌ
－４Ｖ合金の特定された最小の機械的特性を超える機械的特性を有する合金物体を生成す
る。先に記述したように、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金は、例えば、航空宇宙用途などの重要
な用途のために要求される必要な強度を達成するには、ＳＴＡ処理を必要とする。そのた
め、高強度のＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金は、材料の特有の物理的特性およびＳＴＡ処理の間
の迅速な急冷のための要件に起因して、物体のサイズが制限される。対照的に、高強度の
、冷間加工され時効されたα＋βチタン合金は、本明細書に記載されているように、物体
のサイズおよび寸法の点において限定されない。さらに、高強度の、冷間加工され時効さ
れたα＋βチタン合金は、本明細書に記載されているように、ＳＴＡ処理の間の、より厚
い断面のＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金物体の特性である場合がある大きな熱応力および内部応
力または反りを経験しない。
【００６８】
　本開示を、種々の例示的、説明的、かつ非限定的な実施形態を参照して記述した。しか
し、開示されている実施形態（またはその一部）のいずれかの種々の置換、変更または組
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み合わせが本発明の範囲から逸脱することなくなされてもよいことが当業者によって認識
されるだろう。したがって、本開示が、本明細書に明示的に記載されていないさらなる実
施形態を包含することが企図および理解される。かかる実施形態は、例えば、本明細書に
記載されている実施形態の開示されているステップ、構成要素、要素、特徴、態様、特性
、限定などのいずれかを組み合わせ、変更し、または再構成することによって得られても
よい。この点に関して、出願人は、手続き処理の間に特許請求の範囲を補正して本明細書
に様々に記載されている特徴を添加する権利を保有する。
［発明の態様］
［１］
　α＋βチタン合金から物体を形成するためのプロセスであって、
周囲温度～５００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金を冷間加工することと、
前記冷間加工後に７００°Ｆ～１２００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金を時効
することと、
を含み、前記α＋βチタン合金が、重量百分率で２．９０～５．００のアルミニウム、２
．００～３．００のバナジウム、０．４０～２．００の鉄、０．１０～０．３０の酸素、
チタン、および不可避的不純物を含む、プロセス。
［２］
　前記冷間加工および時効が、周囲温度において、１５５ｋｓｉ～２００ｋｓｉの範囲の
極限引張強度および８％～２０％の範囲の伸びを有するα＋βチタン合金物体を形成する
、１に記載のプロセス。
［３］
　前記冷間加工および時効が、周囲温度において、１６５ｋｓｉ～１８０ｋｓｉの範囲の
極限引張強度および８％～１７％の範囲の伸びを有するα＋βチタン合金物体を形成する
、１に記載のプロセス。
［４］
　前記冷間加工および時効が、周囲温度において、１４０ｋｓｉ～１６５ｋｓｉの範囲の
降伏強度および８２％～２０％の範囲の伸びを有するα＋βチタン合金物体を形成する、
１に記載のプロセス。
［５］
　前記冷間加工および時効が、周囲温度において、１５５ｋｓｉ～１６５ｋｓｉの範囲の
降伏強度および８％～１５％の伸びを有するα＋βチタン合金物体を形成する、１に記載
のプロセス。
［６］
　前記冷間加工および時効が、溶液処理および時効された状態にあるＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ
合金からなる、それ以外は同一の物体の周囲温度における極限引張強度、降伏強度、およ
び伸びと少なくとも同じ大きさである、周囲温度における極限引張強度、降伏強度、およ
び伸びを有するα＋βチタン合金物体を形成する、１に記載のプロセス。
［７］
　２０％～６０％の面積低下まで前記α＋βチタン合金を冷間加工することを含む、１に
記載のプロセス。
［８］
　２０％～４０％の面積低下まで前記α＋βチタン合金を冷間加工することを含む、１に
記載のプロセス。
［９］
　前記α＋βチタン合金の前記冷間加工が、少なくとも２つの変形サイクルを含み、各サ
イクルが、少なくとも１０％の面積低下まで前記α＋βチタン合金を冷間加工することを
含む、１に記載のプロセス。
［１０］
　前記α＋βチタン合金の前記冷間加工が、少なくとも２つの変形サイクルを含み、各サ
イクルが、少なくとも２０％の面積低下まで前記α＋βチタン合金を冷間加工することを
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含む、１に記載のプロセス。
［１１］
　周囲温度～４００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金を冷間加工することを含む
、１に記載のプロセス。
［１２］
　周囲温度で前記α＋βチタン合金を冷間加工することを含む、１に記載のプロセス。
［１３］
　前記冷間加工後に８００°Ｆ～１１５０°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金を時
効することを含む、１に記載のプロセス。
［１４］
　前記冷間加工後に８５０°Ｆ～１１００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金を時
効することを含む、１に記載のプロセス。
［１５］
　最大で５０時間の間、前記α＋βチタン合金を時効することを含む、１に記載のプロセ
ス。
［１６］
　０．５～１０時間の間、前記α＋βチタン合金を時効することを含む、１５に記載のプ
ロセス。
［１７］
　前記α＋βチタン合金のβトランザス温度より３００°Ｆ～２５°Ｆ低い範囲の温度で
前記α＋βチタン合金を熱間加工することをさらに含み、前記熱間加工が、前記冷間加工
の前に実施される、１に記載のプロセス。
［１８］
　１２００°Ｆ～１５００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金を焼鈍することをさ
らに含み、前記焼鈍が、前記熱間加工と前記冷間加工との間に実施される、１７に記載の
プロセス。
［１９］
　１５００°Ｆ～１７７５°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金を熱間加工すること
を含む、１７に記載のプロセス。
［２０］
　前記α＋βチタン合金が、重量百分率で、２．９０～５．００のアルミニウム、２．０
０～３．００のバナジウム、０．４０～２．００の鉄、０．１０～０．３０の酸素、不可
避的不純物、およびチタンからなる、１に記載のプロセス。
［２１］
　前記α＋βチタン合金が、重量百分率で、３．５０～４．５０のアルミニウム、２．０
０～３．００のバナジウム、１．００～２．００の鉄、０．１０～０．０３の酸素、およ
びチタンから本質的になる、１に記載のプロセス。
［２２］
　前記α＋βチタン合金が、重量百分率で、３．７０～４．３０のアルミニウム、２．２
０～２．８０のバナジウム、１．２０～１．８０の鉄、０．２２～０．２８の酸素、およ
びチタンから本質的になる、１に記載のプロセス。
［２３］
　前記α＋βチタン合金を冷間加工することが、圧延、鍛造、押出、ピルガ、揺動、およ
び引抜からなる群から選択される少なくとも１つの操作による冷間加工を含む、１に記載
のプロセス。
［２４］
　前記α＋βチタン合金を冷間加工することが、前記α＋βチタン合金を冷間引抜するこ
とを含む、１に記載のプロセス。
［２５］
　１に記載のプロセスによって形成されるα＋βチタン合金物体。
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［２６］
　ビレット、棒、ロッド、チューブ、スラブ、板、および締結具からなる群から選択され
る、２５に記載の物体。
［２７］
　０．５インチ超の直径または厚さ、１６５ｋｓｉ超の極限引張強度、１５５ｋｓｉ超の
降伏強度、および１２％超の伸びを有する、２５に記載の物体。
［２８］
　３．０インチ超の直径または厚さ、１６５ｋｓｉ超の極限引張強度、１５５ｋｓｉ超の
降伏強度、および１２％超の伸びを有する、２５に記載の物体。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月22日(2017.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周囲温度～５００°Ｆの範囲の温度でα＋βチタン合金ワークピースを冷間引抜するこ
とと、および
　前記冷間加工後に７００°Ｆ～１２００°Ｆの範囲の温度で前記冷間引抜したα＋βチ
タン合金ワークピースを直接時効することと、
を含み、前記α＋βチタン合金が、重量百分率で２．９０～５．００のアルミニウム、２
．００～３．００のバナジウム、０．４０～２．００の鉄、０．１０～０．３０の酸素、
チタン、および不可避的不純物を含む、
プロセス。
【請求項２】
　２０％～６０％の面積低下まで前記α＋βチタン合金ワークピースを冷間引抜すること
を含む、請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　前記α＋βチタン合金の前記冷間引抜が、少なくとも２つの引抜サイクルを含み、各引
抜サイクルが、少なくとも１０％の面積低下まで前記α＋βチタン合金ワークピースを冷
間引抜することを含む、請求項１に記載のプロセス。
【請求項４】
　周囲温度で前記α＋βチタン合金ワークピースを冷間引抜することを含む、請求項１に
記載のプロセス。
【請求項５】
　８００°Ｆ～１１００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金ワークピースを直接時
効することを含む、請求項１に記載のプロセス。
【請求項６】
　０．５～１０時間の間、前記α＋βチタン合金ワークピースを直接時効することを含む
、請求項１に記載のプロセス。
【請求項７】
　前記α＋βチタン合金のβトランザス温度より３００°Ｆ～２５°Ｆ低い範囲の温度で
前記α＋βチタン合金ワークピースを熱間加工することをさらに含み、前記熱間加工が、
前記冷間引抜の前に実施される、請求項１に記載のプロセス。
【請求項８】
　１５００°Ｆ～１７７５°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金ワークピースを熱間
加工することをさらに含み、前記熱間加工が、前記冷間引抜の前に実施される請求項１に
記載のプロセス。
【請求項９】
　１２００°Ｆ～１５００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金を焼鈍することをさ
らに含み、前記焼鈍が、前記熱間加工と前記冷間引抜との間に実施される、請求項７に記
載のプロセス。
【請求項１０】
　前記冷間引抜および直接時効が、周囲温度において、１５５ｋｓｉ～２００ｋｓｉの範
囲の極限引張強度および８％～２０％の範囲の伸びを有する、ビレット、棒、ロッド、チ
ューブ、スラブ、板、および締結具からなる群から選択されるα＋βチタン合金物体を形
成する、請求項１に記載のプロセス。
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【請求項１１】
　α＋βチタン合金物体が、０．５インチ超の直径または厚さ、１６５ｋｓｉ超の極限引
張強度、１５５ｋｓｉ超の降伏強度、および１２％超の伸びを有する、請求項１０に記載
のプロセス。
【請求項１２】
　周囲温度～５００°Ｆの範囲の温度でα＋βチタン合金ワークピースを冷間加工するこ
とと、および
　７００°Ｆ～１２００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金ワークピースを直接時
効することと、
を含み、前記α＋βチタン合金が、重量百分率で２．９０～５．００のアルミニウム、２
．００～３．００のバナジウム、０．４０～２．００の鉄、０．１０～０．３０の酸素、
チタン、および不可避的不純物を含む、
プロセス。
【請求項１３】
　前記α＋βチタン合金を冷間加工することが、圧延、鍛造、押出、ピルガー圧延、揺動
、および引抜からなる群から選択される少なくとも１つの操作による冷間加工を含む、請
求項１２に記載のプロセス。
【請求項１４】
　０．５～１０時間の間、前記α＋βチタン合金ワークピースを直接時効することを含む
、請求項１２に記載のプロセス。
【請求項１５】
　前記α＋βチタン合金のβトランザス温度より３００°Ｆ～２５°Ｆ低い範囲の温度で
前記α＋βチタン合金ワークピースを熱間加工することをさらに含み、前記熱間加工が、
前記冷間加工の前に実施される、請求項１２に記載のプロセス。
【請求項１６】
　１２００°Ｆ～１５００°Ｆの範囲の温度で前記α＋βチタン合金を焼鈍することをさ
らに含み、前記焼鈍が、前記熱間加工と前記冷間加工との間に実施される、請求項１５に
記載のプロセス。
【請求項１７】
　前記冷間加工及び前記直接の時効が、周囲温度において、１５５ｋｓｉ～２００ｋｓｉ
の範囲の極限引張強度および８％～２０％の範囲の伸びを有するα＋βチタン合金物体を
形成し、そして前記α＋βチタン合金物体がビレット、棒、ロッド、チューブ、スラブ、
板、および締結具からなる群から選択される、請求項１２に記載のプロセス。
【請求項１８】
　前記α＋βチタン合金物体が、０．５インチ超の直径または厚さ、１６５ｋｓｉ超の極
限引張強度、１５５ｋｓｉ超の降伏強度、および１２％超の伸びを有する、請求項１７に
記載のプロセス。
【請求項１９】
　１５００°Ｆ～１７７５°Ｆの範囲の温度で、α＋βチタン合金ワークピースを熱間加
工することと、
　前記α＋βチタン合金ワークピースを１２００°Ｆ～１５００°Ｆの温度で焼鈍するこ
とと、
　２０％～６０％の面積低下まで前記α＋βチタン合金を周囲温度で冷間加工することと
、および
　前記冷間加工されたα＋βチタン合金ワークピースを８００°Ｆ～１１００°Ｆの範囲
の温度で直接時効することと、
を含み、前記α＋βチタン合金が、重量百分率で２．９０～５．００のアルミニウム、２
．００～３．００のバナジウム、０．４０～２．００の鉄、０．１０～０．３０の酸素、
チタン、および不可避的不純物を含む、プロセス。
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