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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で
　　　　Cr：17.0～21.0％
　　　　Co：11.0～13.0％
　　　　Mo：8.0～12.0％
　　　　Al：1.0～2.0％
　　　　Ti：2.5～4.0％
　　　　Fe：≦6.0％
　　　　Ｂ：0.001～0.020％
　　　　Ｃ：≦0.15％
　残部Ni及び不可避的不純物の組成を有するNi基耐熱合金から成る被処理材に対して、前
加工としての粗鍛造加工と、被処理材を断面形状が直径２００ｍｍ超の太径の円柱状の鍛
造品に加工し成形する仕上げ鍛造加工とを行い
　該粗鍛造加工では、予め１１８０～１２８０℃でのソーキングを行った上で、該ソーキ
ング後の前記被処理材に対して、圧下率２０％以上の据込と、圧下率２０％以上の鍛伸と
を２回以上繰り返し行うとともに、該粗鍛造加工における最終の据込及び鍛伸を含む終盤
工程を結晶粒の粒度調整工程として、該粒度調整工程以前の据込及び鍛伸を１０３０～１
１５０℃の温度で、また前記終盤の粒度調整工程では据込及び鍛伸を１０３０～１０８０
℃の低温度で行って、粗鍛造加工後の被処理材の中心部に到るまでの組織を前記鍛造品に
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求められる設定結晶粒度以上の細粒組織となし
　前記仕上げ鍛造加工では１０８０℃以下且つ１０３０℃以上の温度で、前記設定結晶粒
度を確保しながら前記被処理材を目標形状の前記鍛造品に成形加工することを特徴とする
Ni基耐熱合金の鍛造加工方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記粗鍛造加工における前記粒度調整工程以前の据込及び鍛伸を１
１００～１１５０℃の温度で行うことを特徴とするNi基耐熱合金の鍛造加工方法。
【請求項３】
　請求項１，２の何れかにおいて、前記仕上げ鍛造加工として、前記粗鍛造加工後の断面
４角形状の被処理材に対しコーナー圧下を行って該被処理材の断面形状を４角よりも角数
の多い多角形状に鍛伸により整形する整形加工を準備加工として行った上で、軸直角方向
の４方向から被処理材に同時に打撃を加える４面鍛造加工を行うことを特徴とするNi基耐
熱合金の鍛造加工方法。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかにおいて、前記設定結晶粒度がＡＳＴＭ結晶粒度No.４以上であ
ることを特徴とするNi基耐熱合金の鍛造加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明はNi基耐熱合金の鍛造加工方法に関し、詳しくは直径２００ｍｍ超の太径の円
柱状の鍛造品を得るための鍛造加工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ni基耐熱合金から成る被処理材を円柱状に加工する方法として、従来４面鍛造による加
工方法が知られている。
　この４面鍛造加工では、図７に示すように被処理材１００の外周周りに９０°ごと４面
に配置した工具１０２を、被処理材１００に対して軸直角方向の４方向から同時に押し込
んで打撃を加え、その動きを、被処理材１００を少しずつ回転させながら、更には軸方向
に少しずつ送りながら繰返し行って被処理材１００に圧下を加え、断面円形に加工する。
【０００３】
　この４面鍛造加工では、被処理材を高速で加工することができ、従って難加工材であっ
ても加工が可能である利点を有する。
　加工の速度が遅ければ加工の途中で被処理材が冷えてしまい、その場合被処理材が難加
工材であると加工不能に陥ってしまうが、４面鍛造加工では加工を高速で行うことができ
るため、即ち被処理材が冷えて硬く、変形抵抗が大きくなる前に加工を終了することが可
能であるため、難加工材であっても加工が可能である。
【０００４】
　反面、この４面鍛造加工では、加工の圧下率を大きく取ることができず、加工により歪
み付与できるのは表面から近い位置までの範囲に限られてしまう。
　一般にこの４面鍛造加工では、直径が２００ｍｍ近くなると被処理材の横断面の中心部
に対し歪みを十分に付与することが難しくなり、加工可能な形状が直径２００ｍｍ未満の
小径のものに限定されてしまう問題がある。
　横断面の中心部に十分な歪みが加わらないために、中心部の結晶粒を再結晶によって十
分に微細化することが難しいからである。
【０００５】
　Ni基耐熱合金から成る部材の高温引張強度や衝撃特性，疲労特性等の機械的特性は、Ni
基耐熱合金の結晶粒の粒度に左右される。
　Ni基耐熱合金はオーステナイト単相材料であるため、相変態を利用した結晶粒微細化が
できず、再結晶温度以上の温度での熱間加工（熱間鍛造）により結晶を再結晶させること
で結晶粒を微細化するが、４面鍛造加工では直径が２００ｍｍを超す太径の円柱状の部材
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になると、横断面中心部に対し、再結晶による結晶微細化の効果を十分に及ぼすことが難
しいことから、直径が２００ｍｍ未満の小径のものにその適用が限定されてしまうのであ
る。
【０００６】
　直径が２００ｍｍを超えるようなNi基耐熱合金から成る太径の円柱状の部材の加工方法
として、他に圧延による加工方法があるが、圧延による加工の場合もまた、太径の円柱状
の部材に対して、その中心部に到るまで十分な歪みを付与することは難しい。
　従って圧延加工の場合においても、中心部に十分な歪みを与えて結晶粒を再結晶により
微細化するといったことは難しい。
【０００７】
　尚本発明に対する先行技術として、下記特許文献１にはNi基耐熱合金の加工方法として
、先ず被処理材に対する鍛伸加工を実施し、その後に鍛伸加工後の被処理材に対しコーナ
ー圧下を行ってこれを多角形状化する整形加工を実施し、しかる後４面鍛造加工を施す点
が開示されている。
　しかしながらこの特許文献１に開示のものにおいて、粗鍛造加工に相当する鍛伸加工は
、据込と鍛伸とを繰り返すものではなく、単に鍛伸加工を行うにすぎないものである点で
本発明と異なる。
【０００８】
　本発明に対する他の先行技術として、下記特許文献２には「Ni基耐熱合金の製造方法」
についての発明が示され、そこにおいて９４０℃以上１０００℃以下の鍛造温度で、１打
撃当りの圧下率が７％以上となる加工を同一個所に少なくとも２回以上行うことで、結晶
粒径を均一且つ微細にする点が開示されている。
　しかしながらこの特許文献２においても、鍛伸を行う点が開示されているものの、据込
と鍛伸とを組合せて粗鍛造を行う点の開示はなく、また直径２００ｍｍ超の太径の柱状材
を鍛造加工にて得る点の開示もなく、本発明とは異なる。
【０００９】
　更に他の先行技術として、下記特許文献３には「Ni基超合金の鍛造方法」についての発
明が示され、そこにおいてNi基超合金のインゴットを１０５０℃で加熱し高速４面鍛造機
で鍛造し、φ２００ｍｍの１次鍛造品を形成した後、これよりも低い温度の９６０℃で高
速４面鍛造機を用いて２次鍛造を行い、φ１１８ｍｍの２次鍛造品を成形する点が開示さ
れている。
【００１０】
　この特許文献３に開示の技術では、２次鍛造の温度を低くし、変形抵抗を上げることで
内部にまで歪みが加わるようにし、結晶粒の細粒化を図っている。
　但しこの特許文献３に開示のものにあっても、鍛伸を行う点が開示されているのみで、
据込と鍛伸とを組み合せて粗鍛造を行う点、高速４面鍛造に先立って鍛伸と据込とを組み
合せた粗鍛造を行う点等について開示するところはなく、本発明とは異なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平１１－３４２４４３号公報
【特許文献２】特開２００８－２００７３０号公報
【特許文献３】特開平３－６４４３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は以上のような事情を背景とし、Ni基耐熱合金から成る直径２００ｍｍ超の太径
の円柱状の鍛造品を加工形成することができ、且つ中心部に到るまで結晶を微細化するこ
とのできる鍛造加工方法を提供することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
　而して請求項１のものは、質量％でCr：17.0～21.0％，Co：11.0～13.0％，Mo：8.0～1
2.0％，Al：1.0～2.0％，Ti：2.5～4.0％，Fe：≦6.0％，Ｂ：0.001～0.020％，Ｃ：≦0.
15％，残部Ni及び不可避的不純物の組成を有するNi基耐熱合金から成る被処理材に対して
、前加工としての粗鍛造加工と、被処理材を断面形状が直径２００ｍｍ超の太径の円柱状
の鍛造品に加工し成形する仕上げ鍛造加工とを行い、該粗鍛造加工では、予め１１８０～
１２８０℃でのソーキングを行った上で、該ソーキング後の前記被処理材に対して、圧下
率２０％以上の据込と、圧下率２０％以上の鍛伸とを２回以上繰り返し行うとともに、該
粗鍛造加工における最終の据込及び鍛伸を含む終盤工程を結晶粒の粒度調整工程として、
該粒度調整工程以前の据込及び鍛伸を１０３０～１１５０℃の温度で、また前記終盤の粒
度調整工程では据込及び鍛伸を１０３０～１０８０℃の低温度で行って、粗鍛造加工後の
被処理材の中心部に到るまでの組織を前記鍛造品に求められる設定結晶粒度以上の細粒組
織となし、前記仕上げ鍛造加工では１０８０℃以下且つ１０３０℃以上の温度で、前記設
定結晶粒度を確保しながら前記被処理材を目標形状の前記鍛造品に成形加工することを特
徴とする。
【００１４】
　請求項２のものは、請求項１において、前記粗鍛造加工における前記粒度調整工程以前
の据込及び鍛伸を１１００～１１５０℃の温度で行うことを特徴とする。
【００１５】
　請求項３のものは、請求項１，２の何れかにおいて、前記仕上げ鍛造加工として、前記
粗鍛造加工後の断面４角形状の被処理材に対しコーナー圧下を行って該被処理材の断面形
状を４角よりも角数の多い多角形状に鍛伸により整形する整形加工を準備加工として行っ
た上で、軸直角方向の４方向から被処理材に同時に打撃を加える４面鍛造加工を行うこと
を特徴とする。
【００１６】
　請求項４のものは、請求項１～３の何れかにおいて、前記設定結晶粒度がＡＳＴＭ結晶
粒度No.４以上であることを特徴とする。
【発明の作用・効果】
【００１７】
　本発明におけるNi基耐熱合金はCrを17.0～21.0％，Coを11.0～13.0％，Moを8.0～12.0
％と多量に含有した、高温での引張強度の大きい高強度のNi基合金で、熱間加工の際の変
形抵抗が大きい加工し難い難加工材である。
【００１８】
　本発明では、このような加工し難いNi基耐熱合金を次のようにして直径２００ｍｍ超の
太径の円柱状の部材に鍛造加工する。
　詳しくは、本発明では鍛造加工を前加工としての粗鍛造加工と、仕上げ鍛造加工とに分
けて実行し、最終の求める鍛造品、即ち直径が２００ｍｍを超す太径の円柱状に成形加工
する。
【００１９】
　本発明では、粗鍛造加工と仕上げ鍛造加工とに、それぞれ次のように役割を分担させる
。
　本発明では仕上げ鍛造において４面鍛造加工を行う。
　この４面鍛造加工は、前述したように高速且つ短時間で加工を終了することが可能であ
り、従って難加工材であっても加工を良好に完了することができる。
　また４面鍛造加工では、被処理材に対して周方向に均等に加工を加えて、表層及びこれ
に近い領域に歪みを均等に付与することができ、従ってそれらの組織を周方向に均等化す
ることができる。
【００２０】
　但しこの４面鍛造では、直径２００ｍｍ超の太径の円柱状の部材に対して中心部に到る
まで十分な歪みを付与すること、即ち中心部に付与した十分な歪みによって結晶粒を十分
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に微細化することは難しい。
　そこで本発明では最終の鍛造品、即ち仕上げ鍛造加工後の円柱状の部材に求められる中
心部までの組織の作り込みを、最初の粗鍛造加工で行う。即ち中心部に到るまでの組織の
微細化を粗鍛造加工に役割分担させる。
【００２１】
　そのため本発明では粗鍛造加工において、先ず１１８０～１２８０℃でのソーキングを
行った上で、ソーキング後の被処理材に対して温度１０３０～１１５０℃の下での、圧下
率２０％以上の据込と、温度１０３０～１１５０℃の下での圧下率２０％以上の鍛伸とを
合せて２回以上繰り返して行う。
【００２２】
　この粗鍛造加工のソーキングではＭＣ型晶出物を母相に固溶させる。固溶したＭＣ型晶
出物は、鍛造完了後の時効処理時にＭ６Ｃ型炭化物を微細析出して粒界を強化する。
　ここでソーキング温度を１１８０℃以上とするのは、これよりも低い温度であるとＭＣ
型晶出物を十分に固溶させることができないからである。
　一方１２８０℃を超えるとNi基耐熱合金が局部溶融を起してしまう。
【００２３】
　本発明では、上記条件で据込と鍛伸とを組み合せて行うことで、粗鍛造加工により中心
部に到るまで被処理材全体に十分な歪みを付与する。そしてこれにより据込及び鍛伸の加
工直後において、中心部に到るまで被処理材の結晶粒を十分に微細化する。
　即ち中心部に到るまで最終の鍛造品に求められる設定結晶粒度以上の細粒組織とする。
　そして最終の仕上げ鍛造加工では、１０８０℃以下の温度の下で上記の設定結晶粒度を
確保しながら、４面鍛造加工により被処理材を上記目標形状の鍛造品に成形加工する。
【００２４】
　本発明において、粗鍛造加工で圧下率２０％以上の据込を行うのは、そのような圧下率
で加工を行うことで被処理材の中心部に十分な歪み（歪み量０．２２以上）を付与できる
ことによる。
　同様に圧下率２０％以上の鍛伸を行うのは、その様な圧下率で加工を行うことで被処理
材の中心部に十分な歪み（歪み量０．２２以上）を付与できることによる。
　換言すれば、本発明では粗鍛造加工において中心部に十分な歪み量０．２２以上を付与
できるように据込と鍛伸とを圧下率２０％以上で行う。
　尚ここで言うところの圧下率２０％以上の加工とは、リヒートとリヒートとの間に行わ
れる加工の合計の圧下率を意味している。
【００２５】
　またこの粗鍛造加工において、据込及び鍛伸をそれぞれ１０３０℃～１１５０℃の温度
で行うのは、１０３０℃未満では鍛錬比に関係なく被処理材に再結晶が発生せず、従って
再結晶による結晶の微細化が望めないことによる。
　一方１１５０℃超の温度では、温度が高過ぎて据込及び鍛伸の加工直後における結晶粒
の粒成長速度が速くなり過ぎ、結晶粒の粗大化を招いてしまうことによる。
【００２６】
　尚この粗鍛造加工において、最終の据込及び鍛伸を含む終盤工程でも１１５０℃に近い
ような高温で加工を行ってしまうと、高温度の下で結晶粒の粒成長が速くなって粗大結晶
粒となってしまい、最終の鍛造品に求められる設定結晶粒度を粗鍛造加工において確保で
きなくなってしまう。
　そこで本発明では、最終の据込と鍛伸とを含む終盤工程を結晶粒の粒度調整工程として
設定し、その粒度調整工程においては、据込及び鍛伸の加工を１０８０℃以下の低温度で
行う。
【００２７】
　以上のような本発明によれば、中心部に到るまで鍛造品の組織を設定結晶粒度以上の結
晶粒度の細粒組織、例えばＡＳＴＭ結晶粒度No.４以上（請求項４）の結晶粒度の細粒組
織としながら、直径２００ｍｍ超の大径の円柱状の鍛造品に良好に加工成形することがで
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きる。
【００２８】
　本発明のNi基耐熱合金は難加工材であり、粗鍛造加工における上記の粒度調整工程以前
においては、据込及び鍛伸の加工は変形抵抗を相対的に小さくできる１１００～１１５０
℃の高い温度の下で行うことが望ましい（請求項２）。
　このような温度で据込及び鍛伸を行うことで、良好にそれらの加工を行うことができる
。
　但しこのような高い温度の下では、再結晶にて生成した結晶粒が速やかに粒成長して粗
大化してしまい易いが、本発明では粗鍛造工程の終盤の粒度調整工程において１０８０℃
以下の低温度で据込及び鍛伸の加工を行うため、加工後の結晶粒の粒成長を抑制して、被
処理材の組織を中心部に到るまで微細組織に留め置くことができる。
【００２９】
　本発明において、粗鍛造加工後の被処理材の断面形状は４角形状とすることができる。
　一方仕上げ鍛造加工における上記の４面鍛造加工では、最終形状は断面円形状となる。
この４面鍛造加工では、基本的に当初形状が円形に近い断面形状のものを断面円形状化し
且つこれを繰り返すことで段階的に細径化して行く。
　この場合、粗鍛造加工後の断面４角形状の被処理材に対して直接４面鍛造加工を加える
ことは難しい。
【００３０】
　そこで請求項３に従い、仕上げ鍛造加工において４面鍛造加工前にその準備工程として
、粗鍛造加工後の被処理材に対するコーナー圧下を行って、被処理材の断面形状を鍛伸に
より４角よりも角数の多い多角形状に形状整形する整形加工を行うのが望ましい（請求項
３）。
【００３１】
　この整形加工は、基本的にコーナー圧下により被処理材の断面形状を円形に近い形に整
えるものであり、その加工の本質上、被処理材の中心部に到るまで十分な歪みを加えるこ
とは難しいが、本発明では粗鍛造加工で被処理材に必要な歪みを加えて組織を微細化し、
仕上げ鍛造加工ではその微細な組織を保持するだけで良いので、仕上げ鍛造加工として上
記の整形加工及び４面鍛造加工を行う場合であっても、鍛造品の組織を中心部に到るまで
微細組織とすることができる。
【００３２】
　ここで仕上げ鍛造加工では、被処理材の中心部に対して加工による一定以上の歪み、詳
しくは結晶粒を粗鍛造加工後の結晶粒よりも更に微細化させるために必要な歪みを加える
ことは必要とせず、鍛造品に求められる最終の形状出しを行うための加工を行えば良い。
　即ち仕上げ鍛造加工は、被処理材を最終の目標とする断面形状に成形加工すれば良い。
本発明では仕上げ鍛造加工が形状出しのための役割を担っている。
【００３３】
　次に、本発明のNi基耐熱合金における各成分の添加理由及び添加量の限定理由を説明す
る。
　Cr：17.0～21.0％
　Crは17.0％未満で耐熱性不足となり、一方21.0％を超えて過剰に含有させると、Ｍ２３

Ｃ６等の炭化物が多量に発生し延性低下となるため含有量を17.0～21.0％とする。
【００３４】
　Co：11.0～13.0％
　Coは11.0％未満で耐熱性不足となり、13.0％を超えて過剰に含有すると、析出を意図し
ないAl，Tiとの化合物を形成し熱間強度不足となるため含有量を11.0～13.0％とする。
【００３５】
　Mo：8.0～12.0％
　Moは8.0％未満で耐熱性不足となり、12.0％を超えて過剰に含有すると、Ｍ２Ｃ等の炭
化物過多となって延性低下となるため含有量を8.0～12.0％とする。
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【００３６】
　Al：1.0～2.0％
　Alは1.0％未満でNi３(Al，Ti)不足による強度不足を生じ、2.0％を超えて過剰に含有さ
せると、過度のNi３Al析出により延性が低下するため含有量を1.0～2.0％とする。
【００３７】
　Ti：2.5～4.0％
　Tiは2.5％未満でNi３(Al，Ti)不足による強度不足を生じ、逆に4.0％を超えて過剰に含
有させると、Ni３(Al，Ti)過剰となってTiＣ過多となり、延性が低下するため含有量を2.
5～4.0％とする。
【００３８】
　Fe：≦6.0％
　Feは各種化合物生成による本来意図しない成分変化を防止する為、6.0％以下に規制す
る。
【００３９】
　Ｂ：0.001～0.020％
　Ｂは0.001％未満で粒界強度が不足し、目標とするクリープ特性を達成できず、0.020％
を超えて過剰に含有させると、ＢＮ晶出による粒界強度が低下するため含有量を0.001～0
.020％とする。
【００４０】
　Ｃ：≦0.15％
　Ｃは0.15％を超えて過剰に含有させると、TiＣ，CrＣ，MoＣ過多となって延性が低下す
るため含有量を0.15％以下とする。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施例における粗鍛造加工のプロセスを示した図である。
【図２】同粗鍛造加工を行った際の各加工品の結晶粒度を示した図である。
【図３】同粗鍛造加工を行った際の各加工品の歪み量を示した図である。
【図４】同粗鍛造加工後の整形加工のプロセスを示した図である。
【図５】整形加工に続く４面鍛造加工のプロセスを加工品の歪み量とともに示した図であ
る。
【図６】比較例の粗鍛造加工を行った際の各加工品の結晶粒度を示した図である。
【図７】従来公知の４面鍛造による加工方法の説明図である。
【実施例】
【００４２】
　次に本発明の実施例を以下に説明する。
　表１に示す化学組成のNi基耐熱合金を真空誘導炉で溶解し、更にエレクトロスラグ再溶
解（ＥＳＲ）を行って２．５トンのNi基耐熱合金のインゴットを得た。
　そしてそのインゴットから得た加工素材（被処理材）に対して以下に詳述する粗鍛造加
工を施し、その後に鍛伸による整形加工及び４面鍛造加工を仕上げ鍛造加工として施し、
最終の鍛造品である直径φ２００ｍｍ超の、ここでは直径３７４ｍｍの円柱状の鍛造品を
得た。
　以下にそのプロセスの内容を詳しく説明する。
【００４３】
【表１】

【００４４】
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　表２及び図１は、最初の粗鍛造加工のプロセスの内容を具体的に示している。
　これら表２及び図１に示しているように粗鍛造加工では、先ず最初に加工素材（被処理
材）１０（φ５３０ｍｍ×１２４５ｍｍ）に対して１２００℃×３０ｈｒの条件でソーキ
ング処理（均熱処理）を行った。このソーキング処理により加工素材１０を中心部に到る
まで均等に１２００℃まで均熱し、またＭＣ型晶出物を母相に固溶させた。
　尚表２の鍛造温度の欄の数値は、表２中左端の欄の加工（但し鍛伸(４)を除く）開始時
の温度（材料の表面温度）を示している。
【００４５】
【表２】

【００４６】
　次に加工素材１０の温度を１１５０℃に低下させた状態で据込(１)を行って、φ７５０
ｍｍ，長さが６２５ｍｍの加工品（被処理材。以下同様）１２-１とした。尚このときの
打撃数は１とした。
　その後に、加工品１２-１に対して１１５０℃×３ｈｒの条件でリヒート(１)を行った
上で鍛伸(１)を行い、横断面が５００×５５０ｍｍで、長さが１０００ｍｍの断面４角形
状の加工品１２-２を得た。
【００４７】
　続いて加工品１２-２に対して１１５０℃×３ｈｒの条件でリヒート(２)を行い、その
上で鍛伸(２)を行って横断面が５００×５００ｍｍ，長さが１１００ｍｍの断面４角形状
の加工品１２-３を得た。尚この鍛伸(２)での打撃数は８とした。
　このときの鍛伸(２)での加工率は小さいもので、圧下率は２０％未満である。
　その後に更にリヒート(３)を、１１５０℃×３ｈｒの条件で行い、続いて１１５０℃の
下で加工品１２-３に対し据込(２)を行って横断面が７９７×７９７ｍｍ，長さ５５０ｍ
ｍの断面４角形状の加工品１２-４を得た。
【００４８】
　次に１０８０℃の温度の下で鍛伸(３)を行って、横断面が５００×５００ｍｍ，長さ１
１００ｍｍの断面４角形状の加工品１２-５を得た。
　引続いて１０８０℃×３ｈｒの条件でリヒート(４)を行った上で据込(３)を行い、横断
面が７９７×７９７ｍｍで長さが５５０ｍｍの断面４角形状の加工品１２-６を得た。
【００４９】
　更に引続いて鍛伸(４)を行い、横断面が５００×５００ｍｍで、長さが１１００ｍｍの
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断面４角形状の加工品１２-７とした。
　尚表２において鍛伸(４)は、リヒート(４)の後に据込(３)を行った後、これに続いて途
中加熱することなく行っており、材料の表面温度は時間の経過した分１０８０℃よりも低
下している。そのために表２中では鍛伸(４)に対応する温度を括弧付きで示している。
【００５０】
　以上のような粗鍛造加工を行った際の各加工ごと（即ち各加工品１２-１～１２-７）の
中心部（長手方向及び径方向の中心部），Ｄ／４部（長手方向中心部における径方向の中
心部と表層との中間部），表層（長手方向中心部での表層）の各部の加工直後の結晶粒度
（ＡＳＴＭ結晶粒度番号）が図２に、また歪み量が図３にそれぞれ示してある。
　これらの図に示しているようにこの粗鍛造加工では、鍛伸(２)を除く何れの加工でも、
加工素材１０及び各加工品に対して各部の歪み量が、再結晶による結晶粒微細化に必要な
０．２２を、特にここでは０．２５を超えている。
【００５１】
　更に粗鍛造加工の終盤工程（ここでは鍛伸(３)及びこれ以降の工程）では、加工温度を
１０８０℃以下の低い温度としているために、加工中及びその後の結晶粒の粒成長が効果
的に抑制されており、粗鍛造加工後の被処理材、即ち加工品１２-７の組織が、中心部に
到るまでＡＳＴＭ結晶粒度No.４以上の結晶粒度の細粒組織となっている。
　この細粒組織は最終の鍛造品、即ちφ３７４ｍｍの円柱状の部材に求められる設定結晶
粒度番号を満たす微細組織である。
【００５２】
　以上のような粗鍛造加工を行った後、仕上げ鍛造加工を行った。仕上げ鍛造加工では、
先ず最終の４面鍛造加工の前に、その準備工程である鍛伸による整形加工を実施した。
　この整形加工では、図４に示しているように粗鍛造加工にて最終的に得られた断面形状
が５００×５００の４角形状である加工品１２-７に対して、先ず対角線方向に相対向す
る一対のコーナーに対する圧下（コーナー圧下）を行って断面形状を６角形状となし、続
いて今一方の対角線方向に対向する一対のコーナーに対する圧下（コーナー圧下）を行っ
て、横断面形状が８角形状の加工品１４-２とした。加工品１４-２の横断面の幅寸法は４
４０ｍｍである。
　尚この鍛伸による整形加工では、コーナー圧下によって膨れを生じたコーナーとコーナ
ーとの間の平面部に対する膨れを解消するための加工も併せて行っており、またその間に
リヒートも行っている。
【００５３】
　図４で示す鍛伸による整形加工では、中心部に対して再結晶により結晶を微細化するた
めに必要な歪み量０．２２以上、ここでは０．２５以上が付与されていない。
　即ちここでの鍛伸による整形加工は、中心部に対してそのような歪み量を付与しない加
工量の小さな加工である。これは仕上げ鍛造加工が主として被処理材の断面形状を目標と
する断面形状に整形することを目的とした加工であることによる。
【００５４】
　以上のような整形加工を終了した後、最終鍛造加工としての４面鍛造加工を行った。
　この４面鍛造加工では、図４に示す断面８角形状の最終の加工品１４-２に対して、外
周周りに９０°ごと隔たった位置の４面に配置した工具を軸直角方向から同時に打ち込ん
で打撃を与え、図５に示すように先ず断面円形のφ４２０ｍｍの加工品１６-１となし、
次いで漸次細径化を行って断面がφ４００ｍｍの加工品１６-２，φ３８０ｍｍの加工品
１６-３とし、そして最終的にφ３７４ｍｍの鍛造品１８とした。
【００５５】
　このときの各加工ごとの、即ち各加工品１６-１，１６-２，１６-３，鍛造品１８にお
ける各部の歪み量は図５（Ｂ）に示す通りであった。
　因みにこの４面鍛造加工後の最終の鍛造品１８における結晶粒度は、中心部がＡＳＴＭ
結晶粒度No.４，Ｄ／４部がNo.５，表層がNo.５であった。
【００５６】
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　以上のようにこの実施形態では、直径３７４ｍｍの太径の円柱状の鍛造品でありながら
、中心部に到るまでＡＳＴＭ結晶粒度No.４以上の細粒組織を有するものが良好に得られ
た。
　これは中心部に対して０．２５の歪み量を加え得ない仕上げ鍛造加工の前に、粗鍛造加
工によって最終の鍛造品１８の中心部に求められるＡＳＴＭ結晶粒度以上の結晶粒度を有
する加工品１２-７を加工形成していることによる。
【００５７】
　因みに図６は比較例を示したもので、この図６において鍛伸(２)までは、本発明の実施
例の粗鍛造工程における鍛伸(２)までの加工と同様の加工を行っている。従って各加工段
階ごとの加工品のＡＳＴＭ結晶粒度は、実施例の場合と同様である。
　但しこの比較例では、鍛伸(３)が最終の加工であり、しかもその加工を１１５０℃の高
い温度の下で行っている。その結果、粗鍛造加工における最終加工品の中心部の結晶粒度
は、ＡＳＴＭ結晶粒度No.２．５で、ＡＳＴＭ結晶粒度No.４よりも粒度番号の小さな、即
ち結晶粒が粗く粗大なものであった。
【００５８】
　以上本発明の実施形態を詳述したがこれはあくまで一例示であり、本発明はその趣旨を
逸脱しない範囲において種々変更を加えた態様で実施可能である。
【符号の説明】
【００５９】
　　　　１０　加工素材（被処理材）
　　　　１２-１，１２-２，１２-３，１２-４，１２-５，１２-６，１２-７，１４-１，
１４-２，１６-１，１６-２，１６-３　加工品（被処理材）
　　　　１８　鍛造品

【図１】 【図２】
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(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２１Ｊ　　　５／００　　　　
              Ｂ２１Ｊ　　　１／０４　　　　
              Ｃ２２Ｃ　　１９／０５　　　　
              Ｃ２２Ｆ　　　１／１０　　　　
              Ｃ２２Ｆ　　　１／００　　　　
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