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Grain refinement of Ti-6Al-4V alloy is well recognized as a method for revealing the superplasticity at lower
temperature or higher strain rates. This work examines the superplastic flow behavior of the ultrafine-grained Ti-6Al-4V
alloy (dα=0.4 µm) (hereafter designed as the α’-UFG) consisting of single α phase in relation to microstructural
evolution during deformation. The superplastic model of the α’-UFG could be successfully established especially at
higher strain rates region. The detailed microstructural observation revealed that the dynamic β-precipitation at grain
boundary of α/α contributed to an enhancement of grain boundary sliding. In addition, the constitutive model during
superplastic deformation of Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si alloy was established on basis of experimental results of grain
growth.
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Fig.1 (a)Stress-strain curves of α’-UFG tested at

Fig.2 (a) Microstructure of the α’-UFG and (b)

700℃ and (b) appearance of tensile specimens.

Grain growth during static heat treatment and
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700℃-0.001s の超塑性変形条件を考慮する。Table

を継続し、まずはより精密な加工シミュレーション

１は実験で得られたデータをベースとしたα’-UFG
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超塑性成形シミュレーション

と良く整合していることが確認できる。この結果は
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超微細粒組織を有する Ti-6Al-4V 合金(α’-UFG 材)に
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おいても超塑性変形現象が(2)式の関係で定性的に
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更に、変形過程における組織を詳細に評価した結

るトライアンドエラーは極力無くす必要があり、シ

果、準安定α単相組織からβ相が粒界上で析出してい

ミュレーション技術の進展は現在も強く要望されて

る様子が観察され、周辺の転位集積の形態と併せて

いる課題である。用いるモデルは粘塑性構成モデル

考えると、この動的なβ析出が応力緩和機構として強

である。前述した通り、超塑性変形過程では動的な

く作用し、超塑性特性の改善に貢献した事が推察さ

粒成長を伴うため、複雑に変形モードが変化する。

れた。一方で、ひずみ速度が低速(0.0001s-1)な変形の

これをいかに考慮出来るかが鍵となり、粒成長挙動

場合、動的な粒成長が著しく、流動特性にも大きな

を実験的に詳細に評価し、精密な粒成長モデル(構成

影響を及ぼし、Fig.3(a)とは異なり、変形後期で著し

式)の構築を行い、変形モデルを構築した。

い加工硬化が観察されるようになる。そのため、(2)

Table 2 は使用した粘塑性構成モデルの構成式およ

式で流動特性を再現するのは困難で、今後、低速変

び、Ti-6242 合金において 730℃～930℃で粒成長挙

形においても対応可能な、粒成長モデルを更に最適

動の実験結果を利用して算出した粒成長モデルの材

化させた構成式の構築が必要となる。

料定数を示している。Fig.4 はこの構成モデルを用い

て計算した応力-ひずみ曲線(実線)を実験結果(プロ
ット)と併せて示している。この応力-ひずみ曲線は
730℃の変形の結果であり、両者よく整合している事
が確認できる。これから超塑性変形過程を再現する
最適な構成モデルが構築できた事が分かる。Fig.5 は
実際に Ti-6242 合金板材を超塑性プレス加工した外
観図であるが、クラックの形成も無く、健全に複雑
形状への加工が可能であることが分かる。
考察
本研究では、最新の評価設備を駆使して、新たに
開 発 し た 超 微 細 粒 組 織 を 有 す る Ti-6Al-4V 合 金
(α’-UFG 材)の大型試験片を用いた超塑性加工の評
価および塑性加工の最適な構成モデルの構築を行い、
またヨーロッパで注目されている航空機用
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si(Ti-6242)合金の超塑性成形
評価とシミュレーションを駆使した新しい超塑性モ
デルの構築を行った。その結果、最適な構成モデル
の構築技術を習得するとともに、超塑性加工の適切
な評価を行う事が出来た。
学術的にはα’-UFG 材の変形過程で、動的なβ変
態・析出が超塑性変形を促進する要因の一つである
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