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まえがき＝近年，地球環境保全に向けた取り組みとして
自動車の軽量化による燃費向上技術が進展している。車
体構造部材の薄肉高強度化や比重の小さい素材への材料
置換，およびエンジンの効率化とターボチャージャ装着
によるダウンサイジング化などが進められている。ター
ボチャージャの性能を高めるためには，インペラの最適
な形状設計 1）と高精度の加工技術に加えて，インペラ
用材料には優れた高温特性が要求される。
　一般に，アルミニウム合金は150℃以上の温度で強度
が低下する 2）。このため，吸気側のコンプレッサインペ
ラには高温強度に優れるA2618アルミニウム合金が多く
採用され，鋳造材，鍛造材や押出材を用いて切削により
製作されている 3）。いっぽう，排気側のタービンインペラ
はさらに高温となることからニッケル基合金やチタン合
金 が 採用 さ れ て い る 4），5）。 ま た， タ ー ボ 分 子 ポ ン プ

（Turbomolecular Pump）用ロータ材も同様に軽量化や
高速回転のニーズがあり，高温クリープ特性に優れた材
料が求められている。図 1 にインペラ用材料に要求さ
れる特性を示す。高温疲労特性は，翼部や穴部の割れに
よってターボチャージャの寿命に影響を及ぼす。また高
温クリープ特性は，穴径をはじめとする諸寸法の変化に
よってターボチャージャの効率や性能に影響する。一般
に，疲労強度は引張強度が大きく結晶粒径が小さいと高

く 6），クリープ破断時間は結晶粒径が大きいと向上す
る 7）。このため，材料開発に際して相反する特性の両立
が求められる。本稿では，180℃の温度での疲労強度お
よびクリープ破断時間においてA2618よりも優れている
開発合金について紹介する。

1．新合金の開発目標

　図 2 に代表的な熱処理アルミニウム合金の高温引張
特性（データの一部は文献 2）を使用）を示す。引張強
度は温度が高くなるにつれて低下する傾向であり，とく
にA7075アルミニウム合金は100℃を超えると急激に低
下する。当社が開発した耐熱合金CR188）はA2618と同
じAl-Cu-Mg-Fe-Ni系の2000系アルミニウム合金である。
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図 1   インペラ用材料の要求特性
Fig.1   Required characteristics of materials for impeller
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150℃以下の温度での強度はA2618より高いが，180℃の
温度ではA2618との強度差も小さくなり，優位性が認め
られない。今後，ターボチャージャの高性能化に向けて
さらに高速回転による過給圧の上昇や排ガス再循環

（Exhaust Gas Recirculation）化によって，使用環境温
度の高温化が予想される 9）。180℃を超えた温度でCR18
やA2618よりも高温特性に優れる新合金が求められてい
る。
　そこで当社は新合金（仮称：CR20）の開発に着手した。
従来合金A2618（クリープ値は文献値 10））およびCR18
の高温特性 8）に加えて，新合金の開発目標を図 3 に示す。
CR18については，疲労強度は上記目標を満足している
ものの，クリープ破断時間は目標を下回っている。新合
金では，180℃の温度においてA2618のクリープ破断時
間を50%以上長くすること，さらに疲労強度を20%以
上高くすることを開発目標とした。今回の新合金開発に
あたって設けた開発目標を実現させた取り組みについて
次章以降で紹介する。

2．クリープ試験および高温疲労試験

　クリープ試験には 2 t試験機を使用した。試験片を所
定の試験温度180℃まで昇温して 1 時間保持し，所定の
荷重250 MPaを付加して破断時間で評価した。
　疲労試験は回転曲げ疲労試験機を使用した。試験片を
試験温度180℃まで昇温し，所定の荷重を付加して破断
までのサイクル数で評価した。107 回の疲労強度は（公

社）日本材料学会の金属材料疲労信頼性評価標準 11）に
基づいて作成したS－N線図から推定した。それぞれの
試験に供した試験片の形状を図 4 に示す。試験片はい
ずれも押出方向と平行に採取した。

3．ラボ試作による添加成分の最適化

3. 1　Ni, Fe添加量の最適化
　新合金におけるNiとFeの添加量比とクリープ破断時
間との関係を図 5 に示す。開発のベース合金はCR18で
ある。Ni/Fe（重量比）を高くするにつれてクリープ破
断時間は長くなる傾向があるなか，破断時間のピークが
生じるNi/Feが存在する。すなわち，Ni/Fe=2.0の材料
でクリープ破断時間が最も長くなった。
　図 6 にNi/Fe比の異なる材料のミクロ織組を示す。
Ni/Fe=2.0の材料はNi/Fe=1.0の材料よりもFe量が少な
く（Niリッチ），Feが主体と想定される晶出物の量も減
少している。いっぽう，Ni/Fe=2.6の材料はNiの絶対量
が多いため，Niが主体と想定される晶出物の量も増加し
ている。これらの結果から，晶出物の量が減少すること
によってき裂の進展が遅くなり，クリープ破断時間が長
くなったと考えられる12）。
　以上より，クリープ破断時間の長時間化には，Fe量
の調整とともにNi/Fe=2.0とすることが最も有効である
ことが分かった。
3. 2　Zr添加量の最適化
　添加するZr量がクリープ破断時間および疲労強度に
及ぼす影響を図 7 に示す。Zr添加量を増加させるとク
リープ破断時間は短くなった。そのいっぽうで疲労強度
は高くなり，Zr量が0.11 wt%以上でほぼ一定となった。
Zr添加量を無添加，0.08 wt%，および0.16 wt%とした
材料のミクロ組織を図 8 に示す。Zr量が増加するにつ
れて結晶粒径は小さくなっている。このため疲労強度は
高くなり，クリープ破断時間は短くなったと考えられ
る。
　以上の検討を踏まえ，最適成分で製作した新合金の
180℃におけるクリープ試験結果と疲労試験結果との関
係を図 9 に示す。この新合金は，A2618（クリープ値は
文献値 10））と比較して疲労強度が25%高く，クリープ
破断時間が60%長いことが分かる。
　前節の結果と合わせて，ラボ試作材で目標を満足する

図 2   高温引張特性（データの一部は文献 2）を使用）
Fig.2  High temperature tensile properties (using reference2） for 

preparing some of data)

図 3   A2618合金の特性と新合金の開発目標
Fig.3   Properties of A2618 alloy and development target of new alloy

図 4   クリープ試験および疲労試験に供した試験片形状
Fig.4   Shapes of test specimens for creep and fatigue test
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成分を抽出できたといえる。

4．工場試作による特性評価

　工場設備を用いて試作した新合金（#1）の180℃にお
けるクリープ破断時間と疲労強度を図10に示す。工場
試作材（#1）はラボ試作材よりもクリープ破断時間が
大幅に長くなった。いっぽうで疲労強度は急激に低下
し，比較材であるA2618（クリープ値は文献値10））より
も18%低下した。後述するように工場試作材（#1）は

図 7   Zr添加量がクリープ破断時間および疲労強度に及ぼす影響
Fig.7  Effect of amount of Zr added on creep rupture time and 

fatigue strength

図 8   Zr添加量が異なる合金のミクロ組織観察（D/2）
Fig.8  Microstructural observation of alloys of different amount of 

Zr added（D/2）

図 9   ラボ試作新合金のクリープ試験と疲労試験との関係
Fig.9  Relationship between creep test and fatigue test of lab 

prototype new alloy

図 6   Ni/Feが異なる材料のミクロ組織観察（D/2）
Fig.6   Microstructural observation of materials of different Ni/Fe

（D/2）

図 5   Ni/Feのクリープ特性への影響
Fig.5   Effect of Ni/Fe on creep properties
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ラボ試作材と比較して結晶粒が粗大化していることが判
明した。工場試作材はラボ試作材と比較して押出温度が
低く，押出速度が速かった。このため押出材の残留ひず
み量が増え，その後の溶体化処理によって結晶粒が粗大
化したと考えられる。
　工場設備での結晶粒粗大化を抑制することによって疲
労強度を向上させることを試みた。すなわち，Zrを添加
した材料を用いてさらにMn量を増加させた工場試作材

（#2）を製作した。工場試作材（#2）のクリープ試験
結果および疲労試験結果を図10に併記するとともに，
工場試作材#1 および#2 のミクロ組織（光学顕微鏡）
を図11に示す。Mn量を増加させることによって結晶粒
の粗大化を抑制でき，ターゲット域内に入る高温特性を
有する合金とすることができた。ここで，Mn量を増加
させたことによって微細粒組織となったにもかかわらず
目標以上のクリープ破断時間を示したメカニズムについ
てはMnの固溶量が増えた効果によるものと推察する。

むすび＝本稿では，高温におけるクリープ破断時間およ
び疲労強度を従来合金A2618よりも向上させた新合金

（仮称：CR20）を紹介した。新合金は，A2618と同じ
2000系であり既に開発済の耐熱アルミニウム合金CR18
の化学成分をベースとした。Fe添加量を少なくするこ
とによって主としてFe－Ni系晶出物を減少させ（Ni/
Fe制御），クリープ破断時間を長くすることができた。
さらに，ZrやMnの添加量の最適化によって結晶粒の粗
大化を抑制することによって微細で安定な結晶粒組織と
し，疲労強度の低下を抑制することができた。
　インペラの形状や使用環境によって材料への要求特性
も顧客によって異なることが予測される。このため当社
は，今後とも押出条件を含めて成分の微調整をはじめと
する組織制御を行い，市場の期待にこたえる材料開発に
取り組む所存である。
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図10  工場試作新合金のクリープ試験と疲労試験との関係
Fig.10 Relationship between creep tests and fatigue tests of factory 

prototype new alloys

図11  Mn増量前後における工場試作新合金のミクロ組織観察（D/4）
Fig.11 Microstructural observation of factory prototype new alloys 

before and after increasing amount of Mn added（D/4）


