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Cu－Fe合金の復元現象について
　　　　On　Reversion　Phenomena　of　Cu－Fe　AIloy

西川精一・長田和雄
Seiichi　NISHIKAWA　and　Kazuo　NAGATA

　　　　　　　　1．　ま　え　が　き

　時効性A1合金に復元現象が観察されることは古くか

ら知られておりかつ復元に伴って機械的性質も大きく変

わることから実用の面でも重要な問題であり，したがっ

てその挙動については詳細に研究されている．ところが

Cu－Cr，　Cu－Co，　Cu－Feなどの時効性Cu一遷移金属2元

系合金においても，時効材を時効温度より高い温度にご

く短時間加熱することにより，析出相が地に再固溶する

いわゆる復元現象が観察されることが明らかになり，わ

れわれはその一部について報告1・2・3・4）してきた．上記3

合金系のうち実用材としてはCu－Cr系のみであり，こ

の系の復元についてはほかにわずかにK6ster5＞の報告が

あるが，他の2合金系については全く報告をきかない．

しかしこれら復元現象は時効初期の析出物のmorpholo・

gyおよびその熱的安定性と関連して重要な問題である

と考えられる．

　ところでこれら合金系の復元の場合，Al合金と異な

十2

1十

2 、 十2
、 ←0400℃復元、、

い、、

一500℃　〃
、、

、、 ●一一司550℃　〃

、、

1

、1・　“　　　　　1

0
300℃x25hr 0　　10 20　　30 50 80 100

時効 復元時間 （秒）

十2

　　　十

図1　300℃時効試料の各復元温度における比抵抗変化曲線
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　　図2　550℃復元処理による比抵抗変化に及ぼす

　　　時効温度の影響
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りその機械的性質はほとんど変化せず，最も鋭敏に現象

を捕えるのは電気抵抗変化である．またX線電子線回

折による変化も期待できるが未だ明らかでないので，こ

こでは電気抵抗変化によって追跡したCu－Fe合金の復

元挙動について速報する，

　　　　　　　2．試料および実験方法

　試料は高周波電気炉黒鉛ルツボ中で大気中溶解した

Fe含有量2．46　wt％合金の1mmφ線材である．溶体

化処理は真空焼鈍炉を使用し，アルゴン気流中にて1000

°C×5　hr加熱しこれを氷水焼入れした．前処理として

の時効温度は300℃～650℃の間の各温度を50℃間隔

にとり，　復元温度は時効温度より100°C高い温度から

750℃まで時効条件に応じてとった．時効による比抵抗

減少量はほぼ2μΩcm程度（これは500°C時効による

比抵抗全減少量の1／2位）にそろえることにしたが，後

述の理由からある程度の変動はまぬがれなかった．その

理由はこの合金系でのFeの析出速度がきわめて速く，

　　　　　　焼入れ中にすでにかなりのFeが析出する

　　　　　　ため，焼入れ試料の比抵抗の絶対値がかな

　　　　　　りのバラツキを持つためである．

　　　　　　　　　　　3．　実　験　結　果

　　　　　　　低温度時効試料の復元による比抵抗変化

　　　　　　曲線は，Cu－Cr，　Cu－Co系と全く同様な挙

　　　　　　動を示す．その一例を図1に示した．この

　　　　　　図から同一時効条件では復元温度が高いほ

　　　　　　ど復元量を増すことがわかる．ただこれら

　　　　　　2合金系との相異点は析出物の再固溶によ

　　　　　　る比抵抗増加率がCu－Fe系では遥かに大

　　　　　　きく，その見掛け上の復元率（復元による

比抵抗増加量／時効による比抵抗減少量×100）は300℃

×25hr時効550℃復元の場合80％位にもおよぶことで

ある，また復元温度を一定とした場合は時効温度が低い

ほど復元量は多く，これらの様子は図2に示される．ま

た図3に復元の繰り返し実験の結果を示したがCu－Fe

合金の場合はかなりの回数まで繰り返しが可能で，Cu－

Cr，　Cu－Co系に比しその減衰の度合が小さいのが特徴で

ある．これらの結果からしてCu－Fe系の時効初期析出

物は，他の2合金系に比し熱的に不安定のようである．

　ところで時効温度を次第に上げて600°C時効，700℃

復元になると，図4に示されるように復元曲線の初期に
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図3　時効一復元処理の繰り返しによる比抵抗変化
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図4　600°C×15”時効700℃復元による

　比抵抗変化曲線

複数の比抵抗増加の山が現われる．これについてはさら

に詳しい検討が必要であるが今までのところではCu－Fe

合金にだけ見られる現象のようである．このように一定

時効条件のもとで複数の山と単一の山が現われる熱処理

条件をまとめてみると表1のようになる．この場合時効

条件をかえると表が幾分変化する可能性はある，これで

みると時効温度が高くしたがって復元温度が高くなると

復元曲線に複数の山が現われやすい傾向がうかがえる．

表1　所定条件での復元曲線の形についてのまとめ

300℃ 400℃ 450℃ 500℃ 550℃ 600°C650°C

400℃ 単
、、
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＼＼、

＼、

_
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500℃ 単 ＼ ＼

550℃ 単 単 単

600℃ 単 単

650℃ 単 ＝単

700℃ 単 ＝単 複

750℃ 複

　ところでこのような復元による比抵抗変化曲線は，析

出溶質原子の再固溶による比抵抗増加の寄与と，析出に

よる比抵抗減少の寄与との差引によるものと考えられよ

う．ここで再固溶反応をかりにその反応速度が析出相の

量に比例する一次反応と考えても差支えないだろうか

ら，再固溶による比抵抗増加量は

　　　　Aρ1＝＝A｛1－exp（－klt）｝

となる．ここでAは析出相のうち再固溶できるものが全

部溶け込んだ時の比抵抗変化量であり，島は速度恒数t

は時間である．次に析出による比抵抗減少には二つの寄

与が考えられる．一つは地の中から新たに析出してくる

ものの寄与と他は存在する析出物のうち溶け込まずに

単純に成長するものの寄与とである．前者は核形成十成

長の機構によるとするとその反応量はよく用いられる

Avramiの式により記述でき，後者はこの式において，

t－・においてv・一・・一 ??E・戦体積中に単位時間

内に発生する核の数）の場合に相当し，しかもincuba－

tionがないと考えると，析出による比抵抗減少の寄与は

　　一∠1ρ2　＝＝一（∠ltO2ノ十∠1ρ2”）＝＝－B｛1－exp（－k’2tn）｝

　　一（c〔・一・xp｛－k・’・（・＋・・）9｝〕－P・）

となる．ここでB，C，　fe　2「，　k2”，　n，　toは正の常数，

一ρoはt＝Oでdρ2”一＝oにするための付加項であり，

観察される復元曲線はdρ一Aρ，の変化である．この曲

線の種々の条件下での形は，数値解析すればよいわけだ

が，ここでごく定性的に考えると，Aρ・一∠ρ2”は模式的

図5（b）に示されるように，条件によっては，（その一

つとしてAρ2”がt＝Oでで変曲点をすぎているような

場合），途中一つの極大点をもって（A－C＋ρo）に漸近

するか，または（A－C＋ρo）に漸近する単調増加関数

となりうる場合も考えられる．dρ2’はsigmoidal　curve

であるので，模式的には図5に示すようにAρ1－dρ2は

条件によりある時間彦において∠ρ＿をもつ曲線も考え

られ，復元曲線の一般的な形は定性的に理解できそうで

ある．

Ap

（a）

dth’　＝　B〔1－exp（晦n）〕

exp←k、の〕

」ρ

　　　　　　　　　3　Ap
」彦二C〔1－・xpトkSt伸・）τ｝〕

　　　　　　　　　一ρo

t

　　　t（c）

　Aρ一（」屋＋曜ノ）

　　　ニAp，　－AR，

t

図5　復元曲線の一般的形の模式的説明

　つぎに高温度時効・復元処理で現われる複数の山につ

いてであるが，最初の山はこの合金系の初期析出順序か

らして地に整合なきわめて微細なγ一Fe粒子の再固溶に

よるものであることは間違いない．問題は第2の山であ

るが，まず考えられることは異なった相（当然この場は

α一Fe）の再固溶と，つぎに析出場所が最初固溶するも

のと異なる析出物（たとえば転位線上または粒界などへ

の優先析出．この場合析出物はα一Feである可能性も

ある）の再固溶である．ところで今までの研究結果では
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上記のとおり最初γ一Feが析出するがこれを冷間加工

すると，一種のmartensiticな変態により常磁性のγ一

Feは強磁性のα一Feになることが主として磁気測定　q

により知られている．それで第1の可能性を調べるた

めわれわれは次の実験を行なった．図6（a）に示すよ

うにこの合金は300℃×25hr時効，700℃復元処理

では復元曲線は単一の山しか示さない．それ故300℃

×25hr時効の中間に冷問加工をそう入することによ

り700℃の復元曲線がいかに変わるかを調べてみた．

もちろん冷間加工を中間に入れたのは，それまでの

300℃時効で析出してきたγ一Feをα一Feにかえる

ためである．その結果は図6（b）に示すように初期

にわずかであるが第2の山を生ずるような結果が得ら

れた．このことから復元曲線の第2の山はα一Feの

再固溶と考えられそうで，したがってこの合金系の析出

過程は高温度時効の場合時効のごく初期においてもγ一

Fe以外にすでにいくらかのα一Feが析出していること

になりそうである．これは通常考えられている析出過程

とやや異なるのと，またたとえば前記∠ρ・”がt－0で

変曲点前の場合にはAρ・－Aρ2が二つの山をもつ可能性

もありそうなので，今後さらに詳しい検討が必要である

と考える．また転位への優先析出は今のところ透過電顕

（a）
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　　　復元時間（秒）
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（b）　　o＿Q300℃×15hr時効一34％線引→300℃×10hr再時効試料
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レ＼フ7＼
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図6　時効の中問に冷間加工を入れた場合の復元曲線の形の
　変化

によってもあまり観察されないよう6）である．

　　　　　　　　　　　　　　　　（1968年7月29日受理）

　　　　　　　　　文　　　献

1）西川，長田，小林：日本金属学会誌30（1966）760

2）　　　〃　　　　：日本金属学会講演発表（1965．10）
3）　　　　　　〃　　　　　　　　：　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　（1966．10）

4）　　　　　　〃　　　　　　　：　　　　　　　　〃　　　　　　　　（1968．4）

5）W．K6ster　u．　W．　Knorr：Z．　Metallk．45（1954）350

6）美馬外：日本金属学会講演概要（1966．4）

L量lllllllllllllltllllli川11111111t“llll“llllMll川川lltilllllilllltlLll］L］llllllllllLillll墓llllltllllltlMllllllllllllltllllllllllltlllllllll川Mllll川MIIILIUIIIIIIIIItHIIitltltlSHIIIIItllllSIMUIIIil！tllllMltllllltMllllittlllllllllllllllllllU川llllllltlllll

　（p．42よりつづく）

　酸アジドは光によっても熱分解反応と同じ機構で分解

するが，この反応はカルボニルニトレンが転位する段階

までに律速段階が有る1次反応である．最後にρ位に導

入した置換基の効果について述べる．置換基による吸収

波長の変化は表1に示したとおりであるが，ハロゲン置

換体の2・・x　1（おける波数と
ｭ⊃c・N・　・kれとの
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　　（ただしVはλmaxにおける波数）

図4　σPと波数との関係
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図51・gi〆⊃C噴く⊃咽
　とσ＋との関係

差Avとapとの関係は図4に示される．1が置換基で

ある場合を除いて直線関係が成立しているが，これは導

入した置換基の一M効果が電子遷移の場に対し負の摂

動を与えるようなものであることを示している．また反

応速度定数とσ＋との関係を図5に示す，P置換体酸ア

ジドの熱分解反応では，図5のごとき関係の成立はなく

光分解反応でのみハメット則の成立があることは，酸ア

ジドの光による分解と熱による分解とに相違がある，す

なわち光分解は励起状態でおこることを示唆しているよ

うであり興味深い．また前述した三重項状態は反応速度

が系内に溶存している02の影響をうけないことから光

分解生成物のものであると考えられる．現在これらの点

については，量子収率の測定を行ない別の見地より検討

をしている．　　　　　　　　（1968年7月26日受理）
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