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(57)【要約】
【課題】粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュ
アリング方法によって、ＮｉもしくはＣｏもしくはＦｅ
又はそれらの組み合わせをベースとする耐熱超合金から
構成される部品又はクーポン、すなわち部品の一部を製
造する方法であって、テーラーメードの機械的特性の獲
得に関して最適化された方法を提供する。
【解決手段】ＮｉもしくはＣｏもしくはＦｅ又はそれら
の組み合わせをベースとする耐熱超合金から構成される
部品又はクーポンの製造方法であって、ａ）前記の部品
もしくはクーポンを、粉体ベースのアディティブ・マニ
ュファクチュアリングプロセス（そのプロセスの間には
、粉体は完全に溶融され、その後に固化される）によっ
て形成する工程と、ｂ）前記の形成された部品もしくは
クーポンを、特定の材料特性の最適化のために熱処理に
供する工程とを含む方法において、ｃ）前記熱処理を、
鋳造された部品もしくはクーポンと比較してより高い温
度で行う。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＮｉもしくはＣｏもしくはＦｅ又はそれらの組み合わせをベースとする耐熱超合金から
構成される部品又はクーポンの製造方法であって、以下の工程：
ａ）前記の部品もしくはクーポンを、粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュアリ
ングプロセスによって形成する工程と、
その際、そのプロセスの間には、粉体は完全に溶融され、その後に固化される；
ｂ）前記の形成された部品もしくはクーポンを、特定の材料特性の最適化のために熱処理
に供する工程とを含む方法において、
ｃ）前記熱処理が、鋳造された部品もしくはクーポンと比較してより高い温度で行われる
ことを特徴とする、前記方法。
【請求項２】
　前記の粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュアリングプロセスが、選択的レー
ザ溶融（ＳＬＭ）、選択的レーザ焼結（ＳＬＳ）又は電子ビーム溶融（ＥＢＭ）の１つで
あって、以下の工程：
ａ）前記の部品又はクーポンの三次元モデルを作成する工程と、
ｂ）前記モデルの横断面をスライシングプロセスによって計算する工程と、
ｃ）装置制御ユニットを有するアディティブ・マニュファクチュアリング装置を提供する
工程と、
ｄ）前記プロセスに必要とされる、前記の超合金の粉体を調製する工程と、
ｅ）前記の装置制御ユニットに、前記の計算された横断面を渡して、そこに記憶させる工
程と、
ｆ）規則的かつ均一な厚さの粉体層を、前記のアディティブ・マニュファクチュアリング
装置の支持板上に又は前回のプロセスでの粉体層上に作成する工程と、
ｇ）前記の制御ユニットに記憶された前記部品もしくはクーポンの横断面に従って、エネ
ルギービームでスキャンすることによって前記粉体層の溶融を実施する工程と、
ｈ）こうして形成された横断面の上面を、１つの層厚だけ降下させる工程と、
ｉ）前記の三次元モデルの最後の横断面に達するまで、工程ｆ）～ｈ）を繰り返す工程と
、
を含む方法であることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記の粉体の粒度分布が、規則的かつ均一な厚さを有する粉体層を作成するのに必要と
される良好な流動性を達成するために前記の層厚に調節されることを特徴とする、請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記粉体が、球形を有する結晶粒からなることを特徴とする、請求項２又は３に記載の
方法。
【請求項５】
　前記粉体の必要とされる粒度分布が、篩別及び／又は風選（エアー分離）によって得ら
れることを特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記の１種以上の粉体が、ガスアトマイズ法もしくは水アトマイズ法、プラズマ回転電
極法、メカニカルミリング法又は粉体冶金学的方法などの１つによって得られることを特
徴とする、請求項２から５までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記の粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュアリングプロセスが、レーザ金属
成形（ＬＭＦ）、レーザエンジニアドネット成形（ＬＥＮＳ）又は直接金属堆積（ＤＭＤ
）の１つであり、該プロセスは、材料を粉体の代わりにワイヤの形態で使用できることを
特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
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　粉体の代わりに懸濁液が使用されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記超合金が、微分散された酸化物、特にＹ2Ｏ3、ＡｌＯ3又はＴｈＯ2を含むことを特
徴とする、請求項１から８までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記の熱処理が、前記の部品又はクーポンの形成のために使用される機器中で行われる
ことを特徴とする、請求項１から９までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記熱処理が、部品又はクーポンを形成する機器とは異なる機器において行われること
を特徴とする、請求項１から９までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記熱処理が、種々の個別の熱処理の組み合わせであることを特徴とする、請求項１か
ら１１までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記の部品又はクーポンの一部だけが、前記の熱処理に供されることを特徴とする、請
求項１から１２までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記の熱処理が、複数の工程を含み、かかるそれぞれの工程は、加熱速度、保持温度、
保持時間及び冷却速度の特定の組み合わせに相当することを特徴とする、請求項１から１
３までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　それぞれの熱処理工程の前及び／又は後で、前記の部品又はクーポンが、特定の微細構
造、例えば溶接に有用な小さい結晶粒の特定の利点を活用するために、様々な他の処理工
程、例えば、それらに限定されないが、機械加工、溶接又はロウ付けに供されることを特
徴とする、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記の熱処理工程の少なくとも１つが、前記の部品又はクーポンの微細構造中の特定の
成分、例えば金属間化合物相、炭化物もしくは窒化物を部分的にもしくは完全に溶解する
のに十分に高い温度で、かつ十分に長い保持時間にわたって実施されることを特徴とする
、請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記の熱処理工程の少なくとも１つが、前記の部品もしくはクーポンの内部に粗大結晶
粒が存在するのに十分に高い温度で、かつ十分に長い保持時間にわたって実施されること
を特徴とする、請求項１４から１６までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記の結晶粒の粗大化の前に、前記の部品又はクーポンが、前記の相応の熱処理工程に
おいて異方性の結晶粒伸長に導く残留応力を導入するために、変形されるか、又は粉体床
中に特別に配置して、特定のハッチングストラテジーでスキャンされることを特徴とする
、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記の熱処理工程の少なくとも１つが、金属炭化物、金属窒化物又は金属炭窒化物、例
えば、これらに限定されるものではないが、Ｍ（Ｃ，Ｎ）、Ｍ6Ｃ、Ｍ7Ｃ3又はＭ23Ｃ6（
Ｍは金属である）を析出させるのに十分に高い温度で、かつ十分に長い保持時間にわたっ
て行われることを特徴とする、請求項１４から１８までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記の熱処理工程の少なくとも１つが、金属間化合物相、例えば、それらに限定されな
いが、ガンマプライムとして知られるＮｉ3（Ａｌ，Ｔｉ）又はガンマダブルプライムと
して知られるＮｉ3（Ｎｂ，Ａｌ，Ｔｉ）又はデルタ相として知られるＮｉ3Ｎｂの析出に
十分に高い温度で、かつ十分に長い保持時間にわたって実施されることを特徴とする、請
求項１４から１９までのいずれか１項に記載の方法。
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【請求項２１】
　前記の熱処理工程の少なくとも１つが、結晶粒界強度を向上させるために、金属ホウ化
物、例えば、それらに限定されるものではないが、Ｍ3Ｂ2（Ｍは金属である）の析出に十
分に高い温度で、かつ十分に長い保持時間にわたって実施されることを特徴とする、請求
項１４から２０までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記の熱処理の少なくとも１つが、前記の析出物の体積分率、サイズ、形状及び分布の
変更に十分に高い温度で、かつ十分に長い保持時間にわたって実施されることを特徴とす
る、請求項１９から２１までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記の熱処理工程の少なくとも１つが、付加的に、前記の部品又はクーポンの微細構造
を更に改善するために、熱間等静圧圧縮成形（ＨＩＰ）として知られる、等静圧下で行わ
れることを特徴とする、請求項１４から２２までのいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超合金の技術に関連する。本発明は、請求項１の前提部分による耐熱超合金
から構成される部品又はクーポンの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばＩＮ７３８ＬＣなどのＮｉ基鋳造超合金に対する様々な熱処理の影響は、過去に
調査されてきている。
【０００３】
　この超合金の耐久性は、γ′析出物の強化に依存する（例えば、非特許文献１を参照の
こと）。前記文献にある、１１２０℃／２時間／急速空冷（ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄ ａ
ｉｒ－ｃｏｏｌｅｄ（ＡＡＣ））される溶体化処理は、バイモーダルな析出物の微細構造
をすでにもたらすため、それは、最初から合金中に単相の固溶体を得るための適した溶体
化法ではない。微細な析出物を有する微細構造は、溶体化を１２００℃／４時間／ＡＡＣ
の条件下で行う場合に発生する。１２００℃／４時間／ＡＡＣもしくは１２５０℃／４時
間／ＡＡＣ又はＷＱの条件の後に、より低い温度での時効により、同様の微細構造が得ら
れる。９５０℃未満での２４時間にわたる複数の時効は、ほぼ球状の析出物をもたらし、
そして１０５０℃もしくは１１２０℃での２４時間にわたる単独の時効は、立方体様の析
出物をもたらす。
【０００４】
　２種の異なるγ′析出物の成長プロセスが観察される：より小さい析出物が合わさって
、より大きな析出物（二倍の析出物サイズの微細構造で）がもたらされ、かつマトリック
スから溶質吸収を通じて成長する。
【０００５】
　しかしながら、この種の、粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュアリング方法
（ａｄｄｉｔｉｖｅ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｐｒｏｃｅｓｓ）によって製造される
超合金は、異なる微細構造のためその機械的特性に関して異なる挙動をとる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｅ．Ｂａｌｉｋｃｉ他による、Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｆ ｖａｒｉｏｕ
ｓ ｈｅａｔ ｔｒｅａｔｍｅｎｔｓ ｏｎ ｔｈｅ ｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ 
ｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ ＩＮ７３８ＬＣ，Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ ａｎｄ
 Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ Ａ Ｖｏｌ．２８，Ｎｏ．１０，１９９
３－２００３，Ｏｃｔ．１９９７
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュアリング方法によって
、ＮｉもしくはＣｏもしくはＦｅ又はそれらの組み合わせをベースとする耐熱超合金から
構成される部品又はクーポン、すなわち部品の一部を製造する方法であって、テーラーメ
ードの機械的特性の獲得に関して最適化された方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題は、請求項１に記載の方法であって、
ａ）前記の部品もしくはクーポンを、粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュアリ
ング方法によって形成する工程と、
その際、その方法の間に、粉体は完全に溶融され、その後に固化される；
ｂ）前記の形成された部品もしくはクーポンを、特定の材料特性の最適化のために熱処理
に供する工程とを含み、ここで
ｃ）前記熱処理は、鋳造された部品もしくはクーポンと比較してより高い温度で行われる
、前記方法によって解決される。
【０００９】
　前記の熱処理は、前記の微細構造の最適化により、クリープ強度、低サイクル疲労挙動
などの特定の材料特性を向上する。
【００１０】
　このように、本発明は、粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュアリング技術、
例えばＳＬＭ（選択的レーザ溶融（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ Ｌａｓｅｒ Ｍｅｌｔｉｎｇ））
又はＬＭＦ（レーザ金属成形（Ｌａｓｅｒ Ｍｅｔａｌ Ｆｏｒｍｉｎｇ））又はＥＢＭ（
電子ビーム溶融（Ｌａｓｅｒ Ｍｅｔａｌ Ｆｏｒｍｉｎｇ））によって製造されるＮｉ／
Ｃｏ／Ｆｅをベースとする超合金から構成される材料／部品／クーポンの熱処理に関する
。これらの物品は、例えば同じ合金の従来のように鋳造された材料とは異なる微細構造を
有する。これは、主に、粉体ベースの物品の製造と、これらのプロセスにおけるエネルギ
ービームと材料の相互作用の固有の高い冷却速度とによるものである。その結果、その材
料は、化学組成に関して非常に均質であり、かつ原則的に偏析を含まない。
【００１１】
　粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュアリング技術により製造されたＮｉ／Ｃ
ｏ／Ｆｅをベースとする超合金が一般に残留共晶含分を含まないという事実のため、鋳造
された部品／クーポンと比してより高い温度での熱処理は、初期溶融（ｉｎｃｉｐｉｅｎ
ｔ ｍｅｌｔｉｎｇ）のリスクを伴わずにより高い固溶度を達成するために実現できる。
これにより、広い範囲にわたる、結晶粒度及び析出物の最適化を含む微細構造の調整が可
能となり、それにより改善された材料特性がもたらされる。更に、これにより、材料特性
をその特定の用途に仕立てることが可能となるが、それは鋳造などの慣用の製造方法では
非常に限られている。これは、モジュール部品コンセプト（ｍｏｄｕｌａｒ ｐａｒｔ ｃ
ｏｎｃｅｐｔ）のために使用でき、その際、各セグメントは、それらの機能に従って最適
化され、例えば翼前縁は、改善された低サイクル疲労（ＬＣＦ）挙動を有する一方で、熱
負荷された領域が、高められたクリープ強度を有するように最適化される。
【００１２】
　前記の耐熱材料は、Ｎｉ基合金、例えば、これらに限定されないが、Ｗａｓｐａｌｏｙ
、Ｈａｓｔｅｌｌｏｙ Ｘ、ＩＮ６１７、ＩＮ７１８、ＩＮ６２５、Ｍａｒ－Ｍ２４７、
ＩＮ１００、ＩＮ７３８、ＩＮ７９２、Ｍａｒ－Ｍ２００、８１９００、ＲＥＮＥ ８０
、Ａｌｌｏｙ ７１３、Ｈａｙｎｅｓ ２３０、Ｈａｙｎｅｓ ２８２というそれらの商品
名で知られる合金及び他の誘導体であってよい。
【００１３】
　前記の耐熱材料は、他方で、Ｃｏ基合金、例えば、これらに限定されないが、ＦＳＸ 
４１４、Ｘ－４０、Ｘ－４５、ＭＡＲ－Ｍ ５０９又はＭＡＲ－Ｍ ３０２という商品名で
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知られる合金であってよい。
【００１４】
　前記の耐熱材料は、Ｆｅ基合金、例えば、これらに限定されないが、Ａ ２８６、Ａｌ
ｌｏｙ ８００ Ｈ、Ｎ １５５、Ｓ ５９０、Ａｌｌｏｙ ８０２、Ｉｎｃｏｌｏｙ ＭＡ 
９５６、Ｉｎｃｏｌｏｙ ＭＡ ９５７又はＰＭ ２０００という商品名で知られる合金で
あってよい。
【００１５】
　又は、前記の耐熱材料は、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｏの群から選択される１つより多くをベース
とする超合金であってよい。
【００１６】
　本発明の一実施形態によれば、前記の粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュア
リング方法は、選択的レーザ溶融（ＳＬＭ）、選択的レーザ焼結（ＳＬＳ）又は電子ビー
ム溶融（ＥＢＭ）の１つであって、以下の工程：
ａ）前記の部品又はクーポンの三次元モデルを作成する工程と、
ｂ）前記モデルの横断面をスライシングプロセスによって計算する工程と、
ｃ）装置制御ユニットを有するアディティブ・マニュファクチュアリング装置を提供する
工程と、
ｄ）本方法に必要とされる、前記のＮｉ又はＣｏ又はＦｅをベースとする超合金の粉体を
調製する工程と、
ｅ）前記の装置制御ユニットに、前記の計算された横断面を渡して、そこに記憶させる工
程と、
ｆ）規則的かつ均一な厚さの粉体層を、前記のアディティブ・マニュファクチュアリング
装置の支持板上に又は前回のプロセスでの粉体層上に作成する工程と、
ｇ）前記の制御ユニットに記憶された前記部品の横断面に従って、エネルギービームでス
キャンすることによって前記粉体層の溶融を実施する工程と、
ｈ）こうして形成された横断面の上面を、１つの層厚だけ降下させる工程と、
ｉ）前記の三次元モデルの最後の横断面に達するまで、工程ｆ）～ｈ）を繰り返す工程と
、
を含む方法である。
【００１７】
　本発明のもう一つの実施形態によれば、前記の粉体の粒度分布は、規則的かつ均一な厚
さを有する粉体層を作成するのに必要とされる良好な流動性を達成するために前記の層厚
に調節される。
【００１８】
　本発明のもう一つの実施形態によれば、前記の粉体は、球形を有する粒子からなる。
【００１９】
　特に、該粉体の必要とされる粒度分布は、篩別及び／又は風選（エアー分離）によって
得られる。
【００２０】
　本発明の更なる一実施形態によれば、前記の１種もしくは複数種の粉体は、ガスアトマ
イズ法もしくは水アトマイズ法、プラズマ回転電極法、メカニカルミリング法又は粉体冶
金学的方法などの１つによって得られる。
【００２１】
　本発明のもう一つの実施形態によれば、前記の粉体ベースのアディティブ・マニュファ
クチュアリング方法は、レーザ金属成形（ＬＭＦ）、レーザエンジニアドネット成形（Ｌ
ａｓｅｒ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ Ｎｅｔ Ｓｈａｐｅ）（ＬＥＮＳ）又は直接金属堆積（
Ｄｉｒｅｃｔ Ｍｅｔａｌ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）（ＤＭＤ）の１つであり、該方法は、
材料を粉体の代わりにワイヤの形態で使用できる。
【００２２】
　本発明のもう一つの実施形態によれば、粉体の代わりに懸濁液が使用される。
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【００２３】
　本発明のもう一つの実施形態によれば、前記の超合金は、微分散された酸化物、特にＹ

2Ｏ3、ＡｌＯ3もしくはＴｈＯ2を含む。
【００２４】
　本発明のもう一つの実施形態によれば、前記の熱処理は、前記の部品又はクーポンの形
成のために使用される機器中で行われる。
【００２５】
　選択的に、前記の熱処理は、部品又はクーポンを形成する機器とは異なる機器中で行っ
てよい。
【００２６】
　本発明の更なる一実施形態によれば、前記の熱処理は、異なる個々の熱処理の組み合わ
せである。
【００２７】
　本発明の異なる実施形態によれば、前記の部品又はクーポンの一部だけが前記の熱処理
に供される。
【００２８】
　本発明のもう一つの実施形態によれば、前記の熱処理は、複数の工程を含み、かかるそ
れぞれの工程は、加熱速度、保持温度、保持時間及び冷却速度の特定の組み合わせに相当
する。
【００２９】
　それぞれの熱処理工程の前及び／又は後で、前記の部品又はクーポンを、様々な他の処
理工程、例えば、それらに限定されないが、特定の微細構造、例えば溶接に有用な小さい
結晶粒の特定の利点を活用するために、機械加工、溶接又はロウ付けに供してよい。
【００３０】
　更に、前記の熱処理工程の少なくとも１つは、前記の部品又はクーポンの微細構造中の
特定の成分、例えば金属間化合物相、炭化物もしくは窒化物を部分的にもしくは完全に溶
解するのに十分に高い温度で、かつ十分に長い保持時間にわたって実施してよい。
【００３１】
　本発明のもう一つの実施形態によれば、前記の熱処理工程の少なくとも１つは、前記の
部品もしくはクーポンの内部に粗大結晶粒が存在するのに十分に高い温度で、かつ十分に
長い保持時間にわたって実施される。
【００３２】
　前記の結晶粒の粗大化は、従来のように鋳造された、指向的に固化された、又は単結晶
の、鋳造から知られた微細構造に匹敵する微細構造をもたらす。
【００３３】
　特に、前記の結晶粒の粗大化の前に、前記の部品又はクーポンは、前記の相応の熱処理
工程において異方性の結晶粒伸長に導く残留応力を導入するために、変形されるか、又は
粉体床中に特別に配置して、特定のハッチングストラテジー（ｈａｔｃｈｉｎｇ ｓｔｒ
ａｔｅｇｙ）でスキャンしてよい。
【００３４】
　本発明の更なる一実施形態によれば、前記の熱処理工程の少なくとも１つは、金属炭化
物、金属窒化物又は金属炭窒化物、例えば、これらに限定されるものではないが、Ｍ（Ｃ
，Ｎ）、Ｍ6Ｃ、Ｍ7Ｃ3又はＭ23Ｃ6（Ｍは金属である）を析出させるのに十分に高い温度
で、かつ十分に長い保持時間にわたって行われる。
【００３５】
　更に、前記の熱処理工程の少なくとも１つは、金属間化合物相、例えば、それらに限定
されないが、ガンマプライムとして知られるＮｉ3（Ａｌ，Ｔｉ）又はガンマダブルプラ
イムとして知られるＮｉ3（Ｎｂ，Ａｌ，Ｔｉ）又はデルタ相として知られるＮｉ3Ｎｂの
析出に十分に高い温度で、かつ十分に長い保持時間にわたって実施してよい。
【００３６】
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　特に、前記の熱処理工程の少なくとも１つは、結晶粒界強度を向上させるために、金属
ホウ化物、例えば、それに限定されるものではないが、Ｍ3Ｂ2（Ｍは金属である）の析出
に十分に高い温度で、かつ十分に長い保持時間にわたって実施してよい。
【００３７】
　前記の熱処理の少なくとも１つは、好ましくは、前記の析出物の体積分率、サイズ、形
状及び分布の変更に十分に高い温度で、かつ十分に長い保持時間にわたって実施される。
【００３８】
　本発明のもう一つの実施形態によれば、前記の熱処理工程の少なくとも１つは、付加的
に、前記の部品又はクーポンの微細構造を更に改善するために、熱間等静圧圧縮成形（Ｈ
ＩＰ）として知られる、等静圧下で行われる。
【００３９】
　本発明を、ここで、種々の実施形態をもとに、添付の図面を参照して、より詳細に説明
する。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は、室温（ＲＴ）で選択的レーザ溶融（ＳＬＭ）により加工されたＩＮ７３
８ＬＣ試験片の電子マイクロプローブ分析（ＥＰＭＡ）の結果を示している。
【図２】図２は、従来のように鋳造された参照ＩＮ７３８ＬＣ試験片の電子マイクロプロ
ーブ分析（ＥＰＭＡ）の相応の結果を示している。
【図３】図３は、ＳＬＭによるＩＮ７３８ＬＣ試験片の“参照”熱処理の温度（℃（ｔ）
）の図解曲線（図３（ａ））と、５００μｍスケールと２００μｍスケールでの得られた
微細構造を示している（図３（ｂ）、左右の写真）。
【図４】図４は、ＳＬＭによるＩＮ７３８ＬＣ試験片の本発明に従って変更された熱処理
の温度（℃（ｔ））の図解曲線（図４（ａ））と、５００μｍスケールと２００μｍスケ
ールでの得られた微細構造を示している（図４（ｂ）、左右の写真）。
【図５】図５は、ＳＬＭでのＩＮ７３８ＬＣ合金の試料に使用された、本発明による熱処
理サイクルの温度（℃（ｔ））の図解曲線を示している。
【図６】図６は、ＳＬＭでのＩＮ７３８ＬＣ合金の試料に使用された、本発明による熱処
理サイクルの温度（℃（ｔ））の図解曲線を示している。
【図７】図７は、ＳＬＭでのＩＮ７３８ＬＣ合金の試料に使用された、本発明による熱処
理サイクルの温度（℃（ｔ））の図解曲線を示している。
【図８】図８は、ＳＬＭでのＩＮ７３８ＬＣ合金の試料に使用された、本発明による熱処
理サイクルの温度（℃（ｔ））の図解曲線を示している。
【図９】図９は、２ｍｍ解像度及び５００μｍ解像度での、図５の温度（℃（ｔ））曲線
に従って処理された試料の微細構造を示している。
【図１０】図１０は、２ｍｍ解像度及び５００μｍ解像度での、図６の温度（℃（ｔ））
曲線に従って処理された試料の微細構造を示している。
【図１１】図１１は、５００μｍ解像度及び２００μｍ解像度での、図７の温度（℃（ｔ
））曲線に従って処理された試料の微細構造を示している。
【図１２】図１２は、５００μｍ解像度及び２００μｍ解像度での、図８の温度（℃（ｔ
））曲線に従って処理された試料の微細構造を示している。
【図１３】図１３は、対比において、５００μｍ解像度及び２００μｍ解像度での、図６
の温度（℃（ｔ））曲線に従って処理された試料の微細構造（下方の左右の写真）と、５
００μｍ解像度及び２００μｍ解像度での、図３の参照処理に従って処理された試料の微
細構造（上方の左右の写真）を示している。
【図１４】図１４は、部品（タービン翼）の該部品の特定の領域における特性の変更のた
めの、本発明による部分的熱処理のプロセス工程を示している。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュアリング技術により製造されたＮｉ／Ｃ
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ｏ／Ｆｅをベースとする超合金が一般に残留共晶含分を含まないという事実のため、鋳造
された部品／クーポンと比してより高い温度での熱処理は、初期溶融のリスクを伴わずに
より高い固溶度を達成するために実現できる。特別に調整された熱処理は、今日まで達成
できなかった非常に広い範囲で、クリープ強度又は低サイクル疲労挙動などの特定の材料
特性を最適化することを可能にする。これは、特定の位置／用途のために仕立てられた材
料特性が必要とされる、モジュール部品コンセプトのためにも、クーポン補修アプローチ
によるリコンディショニング（ｒｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ）のためにも有用である。
【００４２】
　従って、本発明は、耐熱材料からなる粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュア
リング技術によって三次元の物品を製造し、それに引き続き、最適化された微細構造をも
たらし、ひいては高められた材料特性をもたらす特別に調整された熱処理を行うことを含
む。
【００４３】
　前記の粉体ベースのアディティブ・マニュファクチュアリング技術は、選択的レーザ溶
融（ＳＬＭ）、選択的レーザ焼結（ＳＬＳ）、電子ビーム溶融（ＥＢＭ）、レーザ金属成
形（ＬＭＦ）、レーザエンジニアドネット成形（ＬＥＮＳ）、直接金属堆積（ＤＭＤ）又
は同様のプロセスであってよい。前記のプロセスの間に、該粉体は、完全に溶融され、そ
の後に固化される。
【００４４】
　前記の耐熱材料は、Ｎｉ基合金、例えば、これらに限定されないが、Ｗａｓｐａｌｏｙ
、Ｈａｓｔｅｌｌｏｙ Ｘ、ＩＮ６１７、ＩＮ７１８、ＩＮ６２５、Ｍａｒ－Ｍ２４７、
ＩＮ１００、ＩＮ７３８、ＩＮ７９２、Ｍａｒ－Ｍ２００、８１９００、ＲＥＮＥ ８０
、Ａｌｌｏｙ ７１３、Ｈａｙｎｅｓ ２３０、Ｈａｙｎｅｓ ２８２及び他の誘導体であ
ってよい。
【００４５】
　選択的に、前記の耐熱材料は、Ｃｏ基合金、例えば、それらに限定されないが、ＦＳＸ
 ４１４、Ｘ－４０、Ｘ－４５、ＭＡＲ－Ｍ ５０９又はＭＡＲ－Ｍ ３０２であってよい
。
【００４６】
　選択的に、前記の耐熱材料は、Ｆｅ基合金、例えば、これらに限定されないが、Ａ ２
８６、Ａｌｌｏｙ ８００ Ｈ、Ｎ １５５、Ｓ ５９０、Ａｌｌｏｙ ８０２、Ｉｎｃｏｌ
ｏｙ ＭＡ ９５６、Ｉｎｃｏｌｏｙ ＭＡ ９５７又はＰＭ ２０００であってよい。
【００４７】
　選択的に、前記の耐熱材料は、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｏの群から選択される少なくとも２種の
ものの組合せ物をベースとする超合金であってよい。
【００４８】
　本発明は、ＩＮ７３８ＬＣ合金（ＬＣは、低炭素を意味する）に関して詳細に説明する
。図１は、室温（ＲＴ）で選択的レーザ溶融（ＳＬＭ）により加工されたＩＮ７３８ＬＣ
試験片の電子マイクロプローブ分析（ＥＰＭＡ）の結果を示している（合金の様々な元素
の幾つかしか印されていない）。対比のために、図２は、従来のように鋳造された参照Ｉ
Ｎ７３８ＬＣ試験片の電子マイクロプローブ分析（ＥＰＭＡ）の相応の結果を示している
。図１及び図２の対比によって、ＳＬＭでの試験片における散乱／偏差は、“鋳造された
参照物”に対して実質的により低いが、ＳＬＭでの試験片と鋳造された試験片との間に、
平均値の有意な差異は見られない。特に、Ａｌ及びＴｉなどのγ′形成体の有意な枯渇は
、ＳＬＭでの試験片の加工の間に生じなかった。本発明によれば、かかるＳＬＭでのＩＮ
７３８ＬＣ試験片は、従来の熱処理（図３（ａ））の変更である熱処理（図４（ａ））に
供されている。前記の変更は、初期の高温の溶体化熱処理（ＳＨＴ）工程Ａを含み、それ
に引き続き、より低温で、３つの他の（従来の）熱処理工程Ｂ１～Ｂ３が行われる。
【００４９】
　微細構造のそれぞれの写真（図３（ｂ）及び図４（ｂ））から理解できるように、前記
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の変更した熱処理は、微細構造を変化させ、かつ最適化し、こうして、クリープ強度、低
サイクル疲労（ＬＣＦ）挙動などの特定の材料特性が向上される。特に、変更された熱処
理の結果として、かなりの結晶粒の粗大化が生じる。
【００５０】
　結晶粒度に対する溶体化温度及び保持時間の影響を調査するために、ＩＮ７３８ＬＣ材
料の４種の異なる試料を、図５～８に示される異なる熱処理に供した。それらの熱処理試
験は、小さい矩形の試験片で行った。該熱処理試験は“できたままの（ａｓ－ｂｕｉｌｔ
）”条件で、例えば事前の熱処理をせずに（例えば熱間静圧圧縮処理なく）行ったことに
留意することが重要である。
【００５１】
　前記処理は、以下の通りである：
第一の試料：　１２５０℃／３時間（図５）
第二の試料：　１２５０℃／３時間＋１１８０℃／４時間＋１１２０℃／２．５時間＋８
５０℃／２４時間（図６）
第三の試料：　１２５０℃／１時間（図７）
第四の試料：　１２６０℃／１時間（図８）
　対比のために、更なる試料を、図３による参照熱処理に供した。前記熱処理は、
Ｂ１　ＨＩＰ（１１８０℃／４時間）
Ｂ２　１１２０℃／２．５時間
Ｂ３　８５０℃／２４時間
として特定される熱処理工程Ｂ１～Ｂ３を有する。
【００５２】
　１２５０℃／３時間で溶体化熱処理された試料１及び２（図５、６）の得られた微細構
造は、図９及び図１０の写真に示されている。図１３から理解できるように、参照熱処理
（上方の左右の写真）と比較して、かなりの結晶粒の粗大化が生じた（下方の左右の写真
）。
【００５３】
　しかしながら、それぞれ図７及び図８による、１２５０℃及び１２６０℃での１時間の
保持時間は、完全に再結晶化された／粗大化された微細構造を達成するにはまだ十分では
ない（図１１及び図１２を参照のこと）。
【００５４】
　更に、γ′（ガンマプライム）析出物のサイズと形態は、冷却速度に強く依存すること
に留意することが重要である。
【００５５】
　結晶粒界の形態及び析出物は、良好なクリープ特性のために重要である。従って、従来
のように鋳造されたＩＮ７３８ＬＣ微細構造を同様に分析した。結果として、炭化物析出
物は、結晶粒界に沿って見出される。ＩＮ７３８ＬＣにおいては、主に２つの種類の炭化
物、Ｔｉ（Ｔａ，Ｎｂ）リッチのＭＣタイプの炭化物と、特にクロムリッチなＭ23Ｃ6炭
化物が存在する。
【００５６】
　前記の“できたままの”条件においては、μｍスケールの炭化物析出物は、選択的レー
ザ溶融（ＳＬＭ）により製造された材料中では見出されなかった。硬化性γ′相の他にも
、少ない割合のＭＣ及びＭ23Ｃ6炭化物及びＭ3Ｂ2ホウ化物も、追加の硬化性析出物であ
り、それらは結晶粒界強化のために特に重要であることに留意することが重要である。
【００５７】
　まとめると、前記の結果は、選択的レーザ溶融によって製造されたＩＮ７３８ＬＣ（“
できたままの”条件）の結晶粒の粗大化は、例えば１２５０℃で３時間に及ぶ、γ′ソル
バス温度（ｓｏｌｖｕｓ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）より高い温度での完全な溶体化熱処
理によって達成できることを示している。
【００５８】
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　その基本思想は、γ′ソルバス温度より高い温度で熱処理を行うことにある。ＳＬＭ材
料が非常に均質である（電子マイクロプローブ分析（図１）を参照）という事実により、
初期溶融の危険性が低減される。鋳造された部品／クーポンにおいて観察される顕著な組
成的な不均一性、例えば樹状の固化による微細偏析は、これまでＳＬＭによって製造され
た部品／クーポンにおいて見られない。
【００５９】
　このように、ＳＬＭによって製造されたＮｉ基超合金及び／又はＣｏ基超合金は、同じ
組成の従来のように鋳造された材料と比較して、より高温で熱処理される可能性を有する
。これは、主に、粉体ベースの物品の製造と、前記ＳＬＭプロセスにおけるエネルギービ
ームと材料の相互作用の固有の高い冷却速度とによるものである。原則的に偏析を含まな
い、ＳＬＭ材料の均質な組成は、電子マイクロプローブ分析（ＥＰＭＡ）によって示され
ている。
【００６０】
　結晶粒度及び結晶粒界／（γ／γ′）形態に関して最適化された微細構造を達成するた
めに、特定の熱処理が、仕立てられた材料特性を得るために使用される。
【００６１】
　図５～８に関して説明されているように、本発明による熱処理は、種々の個別の熱処理
（例えば、Ａ、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３）の組み合わせであってよい。このように、前記の熱処
理は、複数の工程からなってよく、それぞれは、加熱速度、保持温度、保持時間及び冷却
速度の特定の組み合わせに相当する。
【００６２】
　該熱処理は、製造機器において、又は独立した機器を用いることによって行うことがで
きる。製造されるべき部品又はクーポンは、全体的に又は一部だけのいずれかで、前記の
熱処理に供してよい。
【００６３】
　図１４は、部品（この例においては、タービン翼）の該部品の特定の領域における特性
の変更のための、本発明による部分的熱処理のプロセス工程を示している。図１４のター
ビン翼２０は、板翼２１と、プラットフォーム２２と、翼付根２３とを含む。例えば翼先
端領域の機械的挙動を最適化するために、翼２０を、この翼先端領域について、炉であっ
てよい熱処理装置２５の内側に導入する。好適なコントロール２６を用いて、熱処理装置
２５内の温度を、図５～８に示される熱処理曲線に従って制御する。熱処理が行われた場
合に、翼２０は、翼先端の領域２７において最適化された特性を有する。
【００６４】
　もう一つの例においては、クーポンを、ＳＬＭによって製造し、次いで本発明に従って
熱処理する。このクーポンを、補修されるべき翼中にそれを挿入し、それに引き続き、複
合された翼を熱処理することによってタービン翼を補修するために使用する。
【符号の説明】
【００６５】
　２０　タービン翼、　２１　板翼、　２２　プラットフォーム、　２３　翼付根、　２
４　先端部、　２５　熱処理装置（例えば炉）、　２６　コントロール、　２７　最適化
された領域
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