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Influence of Small Amounts of Alloying Elements (Sb, Sn, Ti, P, Be) on Recrystallization
Behavior of a Cu–2.0 massFe Alloy
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The effects of alloying elements (Sb, Sn, Ti, P and Be) in the range of addition up to 0.1 mass on the recrystallization behavior of a Cu–2.0 massFe alloy have been investigated by means of micro–hardness measurement and metallographic observation. The incubation time for recrystallization and the grain growth rate during recrystallization depend strongly on the content of
each element. The grain formation and growth are accelerated by the addition of P and are suppressed by the addition of Sb, Sn,
Ti and Be. A 0.05 massBe–added alloy recrystallizes least easily. Most recrystallization nuclei in Ti– and P–added alloys form
at Fe2Ti and Fe3P particles larger than about 1.0 mm. For the alloys with Sb, Sn and Be, the nucleation of recrystallization takes
place predominantly at a–Fe particles, larger than 0.3 mm, on grain boundaries. A good correlation is found between the time for
recrystallization and the size of the Fe2Ti particles, Fe3P particles and a–Fe boundary particles. The larger the particle size, the
more easily the nucleation of recrystallization occurs. Adding the solute elements affects the dispersion of a–Fe in–grain particles
which retards grain–boundary migration and thus may control the grain growth.
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の分布形態およびそれの再結晶への影響を圧延後の焼鈍によ

1.

緒

言

る軟化実験から調査した．そして，少量含まれる P は Fe と
の間に粗大な Fe3P 粒子を形成し，これが再結晶粒の主要な

Cu–Fe 合金の析出挙動および再結晶挙動については，従

核形成位置となり，Fe3P 粒子サイズが大きくなるほど核形

来から多くの研究がなされている1–6) ．時効により Cu 母相

成し易くなること，また a–Fe 粒子が細かく密に分散するほ

と整合な球状 g–Fe 粒子が形成され，塑性変形により a–Fe

ど再結晶粒の成長が抑制されることを示した10)．

粒子にマルテンサイト変態する1,2)．この

a–Fe 粒子はその後

本研究では，実用 Cu–Fe 合金の耐軟化特性の向上を目的

の焼鈍による再結晶の過程において，粒界移動を抑制し軟化

とし，Sb, Sn, Ti, P, Be を添加元素として選び，0.1 mass

に対して遅延効果を持つことが知られている1,3) ．したがっ

までの元素を Cu–2.0 mass  Fe 合金に添加した各種試料の

て， Cu–Fe 合金はこの特徴を生かして電子部品用材料とし

軟化特性を硬さ測定と組織学的観察から調査した．

て実用化されているが，近年電子部品の小型化等にともなっ
てさらなる耐軟化特性の向上が望まれている．

2.

実

験

方

法

Cu–Fe 合金の耐軟化特性を向上させる方法の一つとして
第 3 元素の添加が挙げられる．純 Cu の再結晶に及ぼす元素

x＝0～0.1を持つ Cu–2.0 massFe–x mass(Sb, Sn, Ti, P

添加の影響は多くの研究者によって調査されており，一般に

または Be)合金を高純度黒鉛坩堝を用いてアルゴン雰囲気中

Sb, Sn, Ti, P 等の固溶が粒界移動を妨げ，再結晶を遅滞させ

で溶製した．各合金の鋳塊から厚さ 2.5 mm の板状試験片を

るため軟化温度を高めると報告されている7–9) ．しかし，

切り出し， 1253 K で 2 h 真空中で溶体化処理後，ただちに

Cu–Fe 合金に元素を添加したときの軟化特性について，系

氷水中に焼入れた．続いて 973 K で 5 h 真空中で時効処理を

統的に調べた報告は今までに見当たらない．

施し， 90 の冷間圧延を行い板厚 0.25 mm の供試材を作製

最近著者らは，工業用実用 Cu–Fe 合金を用いて分散粒子

した．その後，Be は化学分析により，その他の添加元素は

金沢大学大学院生(Graduate Student, Kanazawa University)

蛍光 X 線分析により実際の元素量を求めた．
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結晶粒の影響を受けない軟化温度を表すことになる．Fig. 2

873 K で 27 h までの恒温焼鈍を塩浴中で行った後，マイク

を見ると， T1/3 は P 添加量の増加とともに低下しているの

ロビッカース硬度計を用い，2.0 N 荷重下にて圧延方向に平

に対し， Ti 添加試料では単調に上昇している． Sb, Sn, Be

行な板厚断面の中央部の硬さを約 10 箇所測定した．また，

添加試料では約 0.05 mass まで上昇し，その後低下する

ダブルブリッジを使用し，供試材の電気抵抗を測定した．

が，添加しない場合よりは高い．各試料の T1/3 の最高値は

日 立 製 H–800 型 な ら び に H–9000 型 透 過 電 子 顕 微 鏡
( TEM ) を 用 い ， そ れ ぞ れ 加 速 電 圧 200 kV, 300 kV に て

大きい元素から順に Be, Sb, Sn, Ti, P となり，0.05 mass

Be 添加が最も耐軟化特性を向上させることがわかる．

TEM 観察を行った．三酸化クロムリン酸水＝6  74 

Fig. 3 に， Be を各量添加した試料の 873 K 恒温焼鈍によ

20 (重量比)の溶液を用いて 273 K, 2 V の条件で電解研磨を

る硬さの変化を示す．硬度の低下に対応して組織から求めた

行い， TEM 用薄膜を作製した．この溶液を使うと， Cu 母

再結晶率が増加し，いずれの添加量においても 3 h で再結晶

相が優先的に溶解して母相から離れた Fe 粒子が薄膜試料に

が完了していた．この図からも軟化特性の添加量依存性が見

再び付着することが知られている11)．H–9000 型電子顕微鏡

られる．

に内蔵されているエネルギー分散型分析装置( EDS )を用

Fig. 4 に各試料の恒温焼鈍曲線から求めた軟化開始時間 ts

い，薄膜のエッジに付着した a–Fe 粒子ならびに Cu 母相に

を添加量 C の関数として示す．軟化開始時間は，TEM 観察

電子ビームを入射して添加元素の含有量を決定した． Be は

より得られる再結晶核が形成されるまでの時間とほぼ一致し

軽元素であるため分析はできなかった．電子ビーム直径は 2

ていた．また，焼鈍前の硬さから，焼鈍前と 3 h 焼鈍後の硬

nm，調査した膜厚は約 20 nm である．また，走査型電子顕

度差の 1 / 3 低下したときの曲線の傾きを軟化速度とし，添

微鏡(SEM)も用い，Fe3P 等の粒子密度を点算法から求めた．

加しない試料の軟化速度で規格化した値 vn の変化を Fig. 5
に示す．ts－C 曲線と vn －C 曲線を比較すると，いずれの試

実

3.
3.1

験

結

果

軟化特性

Fig. 1 は， Be を各量添加した試料に 1 h の等時焼鈍を行

料においても ts 値が大きいほど vn 値は小さくなり，両曲線
はほぼ対応している．これらの曲線と T1/3 － C 曲線との間
にも良い相関が存在し， ts 値が大きく vn 値が小さいほど，

T1/3 値は大きい．

ったときのビッカース硬さと焼鈍温度との関係を示したもの
である．圧延後の硬度は Be 添加により高くなるが，その硬
さは添加量にあまり影響を受けない．一方，軟化特性は添加
量に依存する．温度の上昇にともなう硬さの低下に対応し
て，光学顕微鏡による組織観察から求めた再結晶率は増加し，

973 K で 再 結 晶 は 完 了 し て い た ． 973 K で 1 h 焼 鈍 後 の

a–Fe 粒子のサイズは焼鈍前のそれとほとんど変わらず，し
たがってその後の硬さの低下は主として a–Fe 粒子の粗大化
によると言える．

1 h 等時軟化曲線の焼鈍前の硬度から，焼鈍前と 973 K 焼
鈍後の硬度差の 1 / 3 低下したときの温度 T1/3 を添加量の関
数として Fig. 2 に示す．なお，温度 T1/3 ではいずれの元素
添加試料においても，成長して互いに衝突している再結晶粒
はほとんど観察されなかった．したがって， T1/3 は他の再

Fig. 1 Softening behavior of Be–added specimens in isochronal annealing for 1 h.

Fig. 2

Variation of T1/3 due to small additions of elements.

Fig. 3 Softening behavior of Be–added specimens in isothermal annealing at 873 K.
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Variation in ts with the content of each element.
Fig. 6 Nucleation of recrystallization at an a–Fe particle at a
grain boundary in a 0.05 massBe–doped specimen annealed
at 873 K for 1 min.

Fig. 5

3.2

Variation in vn with the content of each element.

組織観察

Fig. 7 Dependence of the average diameter db of a–Fe particles larger than 0.3 mm at boundaries on the content of Sb, Sn
and Be.

TEM 観察から溶体化後の試料では粒子の存在が認められ
なかったが，時効によりいずれの元素添加試料でも粒内に

から， 0.3 mm 以上の a–Fe 粒界粒子の密度は添加量ととも

g–Fe 粒子が，粒界上に a–Fe 粒子12,13) が析出した． Ti およ

に約 1.2 ×10－3 から 4.0 × 10－4 mm－3 へと小さくなった．他

び P 添加試料ではこれら Fe 粒子の他に，粗大粒子も形成さ

方，1 mm 以上の Fe2Ti 粒子の密度は添加量の増加とともに

れた．このような粗大粒子の電子回折像を解析した結果，六

わずかに減少し，約 4.0 × 10－3 から 3.0 × 10－3 mm－3 へ変化

方晶構造を持つ Fe2Ti14)，正方晶構造を持つ Fe3P4)であるこ

した．このように， Fe2Ti 粒子の密度は約 3 ～ 8 倍高く，

とがわかった．時効に続く冷間圧延後の試料では，塑性変形

Fe2Ti 粒内粒子が主要な核形成位置であることがわかった．

により g–Fe からマルテンサイト変態した a–Fe 粒子が観察

P 添加試料の場合も，約 0.3 mm 以上の a–Fe 粒界粒子と約

された．

1 mm 以上の Fe3P 粒内粒子回りでほぼ同時に核形成してお

Fig. 6 に例示するように，いずれの元素添加試料において

り，主な再結晶核の形成位置は Fe3P 粒内粒子回りであっ

も焼鈍の初期に，粒界近傍の無析出帯(PFZ)とともに形成さ

た ．す なわち ， 0.3 mm 以上 の a–Fe 粒 子の 密度 は約 4.0 ×

れた大きな a–Fe 粒界粒子回りで再結晶核が観察された．

10－3から 5.0×10－3 mm－3 の間で添加量に対してわずかに増

Sb, Sn, Be 添加試料においては，多くの薄膜試料を観察し

加し， 1 mm 以上の Fe3P 粒子の密度は添加量の増加ととも

た結果，直径約 0.3 mm 以上の a–Fe 粒界粒子が主要な核形

に約 6.0 × 10－2 から 1.0 × 10－1 mm－3 へと大きくなり， a–Fe

成位置となり，サイズが大きいほど核形成が容易であること

粒界粒子に比べ約 15 ～ 20 倍高い．さらに，両添加試料とも

がわかった． 0.3 mm 以上の a–Fe 粒子の平均直径を添加量

一般に粒子サイズが大きいほど核形成し易い傾向があった．

に対して Fig. 7 に示す．Fig. 4 との比較から，一般に a–Fe

1 mm 以上の Fe2Ti 粒子と Fe3P 粒子の平均直径の添加量依

粒界粒子の直径が大きいほど軟化開始時間が短くなっている．

存 性 を Fig. 8 に 示 す ． Fig. 4 と 比 較 す れ ば 明 ら か な よ う

一方，Ti 添加試料では約 0.3 mm 以上の a–Fe 粒界粒子だ

に，大きい Fe2Ti 粒子または Fe3P 粒子を含む試料ほど，軟

けでなく，約 1 mm 以上の Fe2Ti 粒子にも再結晶核が形成し，

2 種類の粒子回りの核形成はほぼ同時に生じた． SEM 観察

化開始時間が短い．
再結晶粒の成長の間，移動中の粒界が a–Fe 分散粒子によ
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Fig. 10 Resistivity of Cu–Fe specimens rolled to 90 reduction as a function of the content of each element.

Fig. 8 Dependence of the average diameter dc of Fe2Ti and
Fe3P particles larger than 1.0 mm in grain interiors on the content of Ti and P.

出したためであろう．

3.4

比抵抗

Fig. 10 は，各元素添加試料の比抵抗の測定結果をまとめ
たものである．Ti および P 添加試料では添加量の増加とと
もに比抵抗が低下しているのに対し，Sb, Sn および Be 添加
試料では，比抵抗が単調に増加している．a–Fe 粒子の比抵
抗への影響は無視できるほど小さく5) ， Cu 中の Sb, Sn, Ti,

P, Be の 固 溶 は 比 抵 抗 を 増 加 さ せ る こ と が わ か っ て い
る15,16)．上記の EDS 分析の結果から約 0.1 massの Sb, Sn,

Ti, P を含む試料ではそれぞれ約 6.0×10－9, 7.0×10－9, 53×
10－9, 40×10－9 Qm の比抵抗の増加が，Be が約 0.1 mass
Fig. 9 Dependence of the average diameter di of a–Fe particles in grain interiors on the content of each element.

固溶していると仮定すると 18 × 10－9 Qm の増加が期待され
る．実際の比抵抗は Sb, Sn, Be を含む試料ではそれぞれ 1.2
× 10－9, 2.7 × 10－9, 0.5 × 10－9 Qm 増加し，期待値より小さ
い． Ti, P を含む試料では逆に 3.0 × 10－9, 1.8 × 10－9 Qm 減

ってピン止めされているのが観察された． Fig. 9 に， a–Fe

少している．このように期待値と異なるのは，Cu 母相中へ

粒内粒子の直径を添加量に対して示す．Fe 粒子サイズは添

の Fe 固溶量の減少によるものと考えられる．

加量に依存しているが，一般に添加により小さくなっている．

Fig. 5 との比較から， a–Fe 粒子の直径が小さいほど，軟化

考

4.

察

速度は遅くなることがわかる．a–Fe 粒子の密度も添加元素
の種類と添加量によって異なり，約 5.8 × 102 から 2.4 × 103
mm－3 の間であった．

3.3

EDS 分析

Cu 母相および a–Fe 粒子中の添加元素の濃度を調べるた
めに， EDS による点分析を行った．約 0.1 mass の各元素
を含む試料の Cu 母相および母相から離れて薄膜のエッジに

以上，再結晶粒の核形成開始時間と成長速度は添加元素の
種類と量に強く影響を受けることが明らかとなった．特に核
形成開始時間と Fe2Ti 粒内粒子，Fe3P 粒内粒子，a–Fe 粒界
粒子のサイズとの間に相関関係があることを見出した．以
下，これらの点について検討を加える．

4.1

再結晶粒の核形成

付着した a–Fe 粒子に電子線を入射した．Sb または Sn 添加

Ti および P 添加試料ではそれぞれ Fe2Ti 粒子と Fe3P 粒

試料ではともに Cu 母相中および Fe 粒子中の添加元素の濃

子の回りで再結晶核が形成し，これらの粒子が主要な核形成

度は，それぞれ約 0.1 mass , 0.3 mass であった．前者の

位置となっていた．加工によって導入されたひずみの蓄積は

値は，蛍光 X 線分析から求めた濃度と一致しており，添加

再結晶の基本的駆動エネルギーとなるため，圧延後の組織の

元素のほとんどが Cu 母相中に固溶していると言える．一方，

部分的な局所不均一性の中で格子湾曲の最も大きい位置が最

Ti お よ び P 添 加 試 料 の 元 素 濃 度 は Cu 母 相 中 で は 約 0.05

初に核形成できると考えるのが一般的である．分散粒子を含

massであり，Fe 粒子中では約 0.1 mass程度であり，Sb

む合金の再結晶核の形成をその場 TEM 観察した研究では，

および Sn 添加試料と比べて Cu 母相中の固溶量は少ないこ

粗大粒子の周辺に格子回転の大きい不均一変形領域が形成さ

とがわかる．これは，Fe2Ti 粒子および Fe3P 粒子として析

れるため粒子周辺と母相の間に方位差が生じ，この変形ゾー
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ンまたは粒子–母相界面が核形成位置となることが明らかに
なっている17,18)．本研究の場合も

Fe2Ti 粒子と Fe3P 粒子を

起点として変形ゾーンが形成され，どちらかの位置で再結晶
核 の 形 成 が 起 こ っ た 可 能 性 が 高 い ． 実 際 ， Fe2Ti 粒 子 と

Fe3P 粒子回りの Cu 母相の方位と粒子から離れた部分の方
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わかった．以上のことから， Fe2Ti 粒子や Fe3P 粒子よりも
臨界サイズが小さい a–Fe 粒界粒子の回りでも再結晶粒が優
先的に核形成する理由が理解できる．

4.2

再結晶粒の成長

の方位
位を回折像から調べた結果，いずれの場合でも約 7 °

再結晶の過程において，a–Fe 粒内粒子が粒界移動を阻止

差があり，これらの粒子回りで大きくひずんでいることがわ

することが知られているが，今回の実験でも確認された．こ

かった．但し， 90 圧延では，試料全体にわたって転位密

の よ う な 場 合 ， 粒 界 移 動 の 拘 束 力 F は ， 次 に 示 す Zener

度が高く，2 つの領域の方位差を検出するのが困難であった

drag の式で近似できる3,23)．

ため， 50 圧延試料を用いて観察を行った．また，核形成

F＝

が可能な粒子直径には臨界値が存在し， 90 程度の圧延率
では約 1 mm であることが実験的に明らかにされている19)．

3fg
2r

(1)

ここで，r と f はそれぞれ粒子の平均半径と体積率であり，

さらに臨界値を越える粒子では粒子サイズが大きいほど核形

g は粒界エネルギーである．g 値は粒界偏析によって変化す

成する確率が高くなることもわかっている20) ．これらの結

ることが知られているが24) ，本研究のような再結晶途中の

果は，大体 1 mm 以上の Fe2Ti 粒子と Fe3P 粒子回りで再結

粒界では添加元素の偏析は実質的に起こらないので25)，g 値

晶核が形成し，これら粒子のサイズと核形成開始時間 ts と

は試料によって差異はないと考えられる．このため，各試料

の間に相関が見られ，粒子サイズが大きいほど核形成し易い

の拘束力の大小関係は便宜上 F / g 値で比較できる．式( 1 )

という本研究結果と一致する．

より算出した F/g 値を添加量の関数として Fig. 12 に示す．

一方 a–Fe 粒界粒子の場合，ts と粒子サイズには良い対応

Fig. 5 の各元素添加試料の vn－C 曲線と比べ，F/g 値が大き

が存在するが，再結晶核の形成が可能な臨界サイズは約 0.3

いほど vn 値は小さくなっており，良い相関が見られる．な

mm であり， Fe2Ti 粒子および Fe3P 粒子における臨界サイ

お， a–Fe 粒内粒子に比べ， Fe2Ti 粒子， Fe3P 粒子， a–Fe

ズよりも小さい．臨界粒子サイズはひずみの増加にともなっ

粒界粒子の密度は極めて低いため，粒界移動の拘束力にほと

て，減少するということが報告されており19) ，もしこの事

んど影響を及ぼさない．

実が本研究においても成立するならば，a–Fe 粒子を含む Cu

以上のように，いずれの試料においても再結晶粒の成長の

母相内に比べ， PFZ 内ではより大きなひずみが蓄積されて

添加量依存性は， a–Fe 粒子の分散状態の違いによって良く

いるはずである．本研究の場合， Fig. 11 で見られるよう

説明できる．しかし当然のことながら，その成長には固溶効

に，粒界近傍の PFZ 内ではその周辺と比較して転位密度が

果も含まれているが，今回得られた Fig. 2 または Fig. 5 の

の方位差が生じていた．この場合
高く，それらの間に約 4 °

結果は固溶効果からは説明できない部分が存在する．純 Cu

も， 50 冷間圧延した試料を用いて観察を行った．なお，

に最大固溶限を越えない範囲で Sb, Sn, Ti, P を添加したと

PFZ 内で転位密度が高くなる事実は， PFZ 内で優先変形す

きの再結晶温度を調査した研究では，添加量の増加とともに

る証拠として挙げられている21,22)．もちろん粒界粒子回りで

再結晶温度が単調に上昇することが報告されている7,8) ．

はさらに転位密度の高い領域が形成されるはずである．

Fig. 2 と 5 の Ti 添加材における結果はこの報告と対応する

50 圧延を行った場合，粒子回りと PFZ 内では転位密度の

のに対し，Sb, Sn 添加材では約 0.05 massまでは再結晶粒

明瞭な差を認めることはできなかったが，両者の間には約 4°

の成長が困難になるがその後容易となり，P 添加材では添加

の方位差があり，a–Fe 粒界粒子回りで変形量が多いことが

量にともなって容易となり一致しない．すなわち，添加元素
の固溶による粒界移動抑制効果と a–Fe 粒子の粒界移動抑制
効果を分離して考えることはできないが，a–Fe 粒子による
抑制効果が大きいため，固溶効果が覆い隠されたと考えられ

Fig. 11 TEM image of PFZs on both sides of a boundary in a
0.05 massBe–doped specimen rolled to 50 reduction. Note
that the dislocation density within the PFZs is higher than that
in the matrix.

Fig. 12

F/g as a function of the content of each element.
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0.1 massまでの Sb, Sn, Ti, P, Be を Cu–2.0 massFe 合
金に添加し，これらの合金の再結晶挙動を硬さ測定により調
査し，組織学的に検討を行った．得られた結果は次のように
要約される．



再結晶の潜伏期と再結晶粒の成長速度は，各々の元素

の添加量に強く依存した．再結晶粒の核形成と成長は P 添
加により促進され，Sb, Sn, Ti, Be 添加により抑制された．

0.05 massBe 添加が，耐軟化特性の向上に最も効果的であ
る．



Ti と P 添加試料ではそれぞれ 1 mm 以上の Fe2Ti 粒

子と Fe3P 粒子回りが主要な核形成位置となり， Sb, Sn, Be
添加試料では主として 0.3 mm 以上の a–Fe 粒界粒子回りで
再結晶核が形成された．Fe2Ti 粒子，Fe3P 粒子，a–Fe 粒界
粒子のサイズは再結晶の潜伏期と密接な相関関係があり，粒
子サイズが大きいほど潜伏期が短く，再結晶が容易に起こる．



再結晶粒の成長への元素添加の効果は，Cu 中への固

溶による粒界移動の抑制効果のみでは説明できず，粒界移動
の抑制効果を持つ a–Fe 粒子の析出形態への影響を通して理
解できる．再結晶粒の成長は a–Fe 粒子の分散状態によって
支配されると考えられる．
本学理学部の田崎和江教授には蛍光 X 線分析を行う際
に，また，北陸先端科学技術大学院大学の大塚信雄教授には
電子顕微鏡の使用に便宜を計っていただいたことを付記し，
深謝する．
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