
まえがき＝カーナビやETC，エアバッグをはじめとする
自動車保安部品の標準装備化などにより電装品の高集積
化が進み，自動車用端子の小形化が進展している。ま
た，エンジンルームに近い高温環境下での長時間使用に
対する信頼性（耐応力緩和特性）も要求されている。こ
のため，端子用銅合金には従来以上の強度や導電率に加
えて，十分な耐応力緩和特性が求められている。
　従来，端子用銅合金としては，Cu-Fe-P合金やCu-Ni-Si
系合金が広く使用されてきた。しかし，Cu-Fe-P合金で
は耐応力緩和特性が低く，高温での信頼性に乏しい。一
方，Cu-Ni-Si系合金は良好な耐応力緩和特性および高強
度が得られるものの，導電率が40％IACS程度であり，高
導電率化には限界がある。そこで，強度，導電率，およ
び耐応力緩和特性においてバランスに優れるりん化合物
の析出を利用したCu-（Ni，Co）-P系合金が注目されている。
　Cu-（Ni，Co）-P系合金のうち，Cu-Ni-P系合金は高強度
であるが導電率が比較的低く，逆にCu-Co-P系合金は高
導電率であるが強度が比較的低いと報告されている1）。
また，Cu-Ni-P系合金については従来から析出物に関す
る研究 2）～ 4）が数多くなされているが，Cu-Co-P系合金に
関する報告 5）は少なく，析出挙動についての詳細は不明
な点が多い。
　そこで，Cu-Ni-P系合金およびCu-Co-P系合金を対象に
種々の時効条件の特性を調査し，また析出物分散状態と
の関係を調査したのでその概要を報告する。

1．実験方法

　Cu-0.40mass％Ni-0.10mass％P合金（Cu-Ni-P合金）およ
びCu-0.40mass％Co-0.10mass％P合金（Cu-Co-P合金）の

鋳塊を大気炉で溶製して950℃で均熱処理を行った後，
板厚0.6mmまで熱間および冷間圧延を行った。さらに
950℃で1.8×103s（30min）の溶体化処理を行って水冷し
た。熱間圧延時に生成した析出物は，溶体化処理により
完全に溶解しており，結晶粒径は約300μmであった。
　続いて，昇温速度50℃/hにて300～650℃の種々の温度
まで昇温し，7.2×103s（ 2 hr）保持する等時時効処理を行
った。また350℃と500℃においては，時効時間の影響も
調査するため，0.5℃/hの昇温速度にて昇温し，104s～
106s（約 3 h～12day）保持する等温時効処理を行った。
　時効処理後の試料に対しては，その導電率およびマイ
クロビッカース硬さ（荷重500gf）を測定し，併せて透過
型電子顕微鏡（TEM）を用いて析出物半径の評価と析出
相の同定を行った。また，大谷らの熱力学データ6），7）を
用い，状態図計算ソフト「Pandat」によって析出相の種
類，および平衡固溶量を推定した。「Pandat」を用いた各
相の自由エネルギーの計算値を比較することにより，安
定な析出相の同定，およびマトリックのNi，Co，P元素の
固溶量の上限値の推測が可能となった。

2．実験結果

2．1　等時時効処理後の硬さおよび導電率

　Cu-Ni-P合金およびCu-Co-P合金を対象に，7.2×103s
（ 2 h）の等時時効処理における導電率と時効温度の関係
を調べた（図 1（a））。Cu-Ni-P合金は，450℃に導電率の
ピークが存在する一方，Cu-Co-P合金では高温になるほ
ど導電率が高くなっている。等時時効処理後の導電率
は，450℃以下ではCu-Ni-P合金が高く，500℃以上では
Cu-Co-P合金の方が高い。
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　一方，硬さと時効温度の関係を調べた結果では，図 1
（b）に示すように，Cu-Ni-P合金，Cu-Co-P合金ともに時
効温度550℃で最も硬化する。また300～450℃の時効温
度ではCu-Ni-P合金がより硬化し，500℃～650℃の時効
温度ではCu-Co-P合金の方がより硬化する。
　以上の等時時効処理の結果から，硬さのピークはとも
に550℃であるものの，その前後の温度においては硬さ
の温度依存性は大きく異なる。そこで以下では，比較的
低温の350℃，および比較的高温の500℃の条件で等温時
効処理を行い，各温度域での特性変化を詳細に調査し
た。
2．2　等温時効処理後の硬さおよび導電率

　まず，Cu-Ni-P合金を対象に，350℃および500℃の等
温時効処理における導電率，硬さと時効時間の関係を調
べた（図 2）。時効温度350℃，500℃のいずれも，104s～
106sの時効時間では時効時間が長いほど導電率，硬さと
もに高い。また，比較的低温・長時間の350℃，106s時効
温度の方が，比較的高温・短時間の500℃で104s時効温度
よりも導電率，硬さともに高い。
　Cu-Co-P合金に対しても同様に，350℃および500℃の
等時時効処理における導電率および硬さを調べた（図 3）。
時効温度350℃，500℃ともに，104s～106sの時効時間で
は，時効時間が長いほど導電率は高くなる。硬さは，
350℃時効温度では時効時間が長いほど硬化するが，
500℃時効温度では105s（約30h）で硬さがピークとなっ
た。また，比較的低温・長時間の350℃で106s時効温度の
方が，比較的高温・短時間の500℃で104s時効温度よりも
導電率，硬さともに高く，Cu-Ni-P合金とは逆の傾向を
示した。
　一般的に，低温・長時間の時効処理によって微細な析
出物が高密度に分散し，硬さが高くなると期待される。
Cu-Ni-P合金ではまさしく，低温・長時間条件で硬さが高
くなることが確認された。しかしCu-Co-P合金では，高

温・短時間条件の方が硬さが高くなる現象が見出され，
この原因を考察するため，析出物の分散状態をTEM観察
によって調査した。
2．3　時効処理後のTEM観察組織

　Cu-Ni-P合金およびCu-Co-P合金を時効処理した試料の
TEM観察像を，それぞれ図4および図5に示す。時効条
件は両合金とも，500℃で104sおよび106s，350℃で106sと
した。
　Cu-Ni-P合金では比較的低温・長時間の350℃で106s（約
12day）の時効条件の試料が析出物の半径は最も小さく，
数密度が高いことが観察された。析出物が微細に高密度
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図 1  等時時効処理における（a）導電率および（b）硬さの変化
������ Variation of  (a) electrical conductivity and (b) hardness in 
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図 2 Cu-Ni-P合金における350℃または500℃等温時効処理におけ
る（a）導電率および（b）硬さの変化

������ Variation of  (a) electrical conductivity and (b) hardness in 
aging with time at 350℃ and 500℃ in Cu-Ni-P alloy
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図 3 Cu-Co-P合金における350℃または500℃等温時効処理にお
ける（a）導電率および（b）硬さの変化

������ Variation of  (a) electrical conductivity and (b) hardness in 
aging with time at 350℃ and 500℃ in Cu-Co-P alloy
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に分散したため，Cu-Ni-P合金は比較的低温・長時間の時
効条件の方が硬化量が大きくなったと推測される。
　一方，Cu-Co-P合金では，比較的高温・短時間の500℃
で104sの時効条件で析出物半径が最も小さく，析出物の
数密度が多いことが観察された。このため，Cu-Ni-P 合
金とは異なり，比較的高温・短時間の条件にて硬化量が
大きいと推測される。また図 5（b）に示す500℃で106s
（約12day）の時効処理後の試料では，析出物が粗大化
したと推察される板状の析出物が一部観察された。この
組織変化のために，500℃で106sの長時間時効条件での
試料の硬さが，104sの短時間時効条件のそれよりも低く
なったものと推測される。 
　上記の比較的高温（500℃）で長時間（106s）時効処理
した両合金試料の電子回折像を図 6 5）に示す。観察され
た析出物は，Cu-Ni-P合金ではNi2P，Cu-Co-P合金では
Co2Pであると同定された。ちなみに，350℃時効条件で
は，析出物が微細なために析出物起因のパターンが検出
できず，相が同定できなかった。そこで，計算状態図を
用いて析出相を推定した。Cu-xNi-0.1PおよびCu-xCo-
0.1P合金の縦断面状態図の計算結果をそれぞれ図7，図8
に示す。Cu-0.4Ni-0.1P合金では，350℃，500℃ともに平
衡析出相はNi2Pと推定される。一方，Cu-0.4Co-0.1P合金
では，350℃でCo単体とCo2Pが，500℃でCo2Pのみが析

出すると推察される。500℃時効条件において，電子線
回折による解析結果と計算状態図の平衡相が一致した。

3．考察

3．1　析出物数密度に及ぼす時効温度の影響

　前章で述べたように，Cu-Ni-P合金は比較的低温・長時
間の時効条件において，Cu-Co-P合金では比較的高温・短
時間の時効条件において析出物が微細高密度に分散して
いる。Orowan機構による析出強化を仮定すると，析出
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図 6  500℃，106sの時効後における電子回折像6）

������ Diffraction pattern taken from {100} plane of Cu matrix with 
precipitates formed during ageing at 500℃ for 106s in (a) Cu-
Ni-P and (b) Cu-Co-P alloys 6)
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図 5  Cu-Co-P合金のTEM観察像 （a）500℃，104s時効後，（b）500℃，106s時効後，（c）350℃，106s時効後
������  TEM images of Cu-Co-P alloy aged at (a) 500℃ for 104s, (b) 500℃ for 106s, (c)350℃ for 106s
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図 4  Cu-Ni-P合金のTEM観察像（a）500℃，104s時効後，（b）500℃，106s時効後，（c）350℃，106s時効後
������  TEM images of Cu-Ni-P alloy aged at (a) 500℃ for 104s, (b) 500℃ for 106s, (c)350℃ for 106s
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図 7  Cu-xNi-0.1P合金の縦断面計算状態図
������  Vertical section of Cu-Ni-P system with P＝0.1mass％
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図 8  Cu-xCo-0.1P合金の縦断面計算状態図
������  Vertical section of Cu-Co-P system with P＝0.1mass％
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物数密度が多いほど転位の運動が妨げられるため強度が
高くなると考えられる。つまり，同じ析出物体積率の場
合，析出物が微細に分散しているほど高強度が期待でき
る。そこで，Cu-Ni-P合金とCu-Co-P合金で析出物の数密
度および析出物の直径の温度依存性が異なる原因につい
て，核生成および成長の観点から考察を行った。
　古典熱力学の考え方では，析出物が生成することによ
って，化学的な自由エネルギーが低下する効果と界面エ
ネルギーが増加する効果が同時に生じ，臨界核生成サイ
ズ以上の析出物のみが析出物として成長すると考えられ
ている。また，核が成長するためには元素拡散による物
質供給も必要と考えられている。このため，核生成速度
�は下記の式（1）に示すように，核生成のための活性化
エネルギーΔ�＊と拡散の活性化エネルギー�によって表
すことができる 8）。この核生成速度�が大きいほど析出
物の数密度が大きいことが知られている。

　　 
  ……………………………（1）

　ここで�は定数，Δ�＊は核生成のための活性化エネル
ギー，�は拡散の活性化エネルギー，�はボルツマン定
数である。Δ�＊が大きいほど，また拡散がしやすいほど
核生成速度�が大きい。また過飽和固溶量が大きいほ
ど，Δ�＊は大きくなることが知られている。つまり，拡
散係数および過飽和固溶量が大きいほど核生成速度�が
大きい。
　以下では，析出物の生成・成長は，析出物を構成する
元素のうち，拡散が遅いNiまたはCoが律速すると仮定し
て考察した。図9にNiおよびCoの拡散係数9）の温度依存
性を示す。300℃から650℃の温度範囲では，Niおよび
Coの拡散係数はともに，高温ほど拡散係数が高くその傾
きもほぼ同じである。また，同じ温度ではCoの拡散係数
が大きい。
　過飽和固溶量は，添加NiまたはCo量から平衡固溶量を
減じた値とした。ここで，平衡固溶量はCALPAHD法に
より計算した値を用いた。過飽和固溶量の温度依存性を
図10に示す。Cu-Ni-P合金では，300～450℃では大きな
変化はないが，450℃以上の高温では急激に過飽和固溶
量が低下する。一方Cu-Co-P合金では，360～650℃の温
度範囲では過飽和固溶量はほとんど変化しない。

I＝A exp（－　　　　）�ΔG＊＋Q
RT

　以上より，Cu-Ni-P合金では，拡散係数が小さくなる
影響よりも過飽和固溶量が大きくなる影響が強いため，
低温・長時間の350℃で106sの時効条件の核生成速度�が
大きく，析出物が高密度に分散したと推測される。一
方，Cu-Co-P合金では，350℃と500℃では過飽和固溶量
に大きな違いがなく高温ほど拡散係数が大きいため，高
温・短時間の500℃で104sの時効条件で核生成速度�が大
きく析出物が高密度に分散したと推測される。
　またCu-Co-P合金では，360℃以下では急激に過飽和
固溶量が大きくなる。これは，360℃以下では単体Coが
生成するためと推測されるが，単体Coの生成することと
析出物の数密度との関係は不明であり，今後さらなる調
査が必要である。
3．2　析出物直径に及ぼす時効温度の影響

　古典熱力学の考え方では，析出物と母相の界面では局
所的に平衡状態が保たれていると仮定して拡散方程式を
解くと，析出物の成長速度は析出した割合 yを用いて式
（2）のように表すことができる10）。

　　 
  …………………………（2）

　また析出した割合 yは，核生成速度と拡散係数と時間
に依存する量であり，式（3）で表すことができる10）。

　　 
  …………（3）

ここで�0は母相Cu中の溶質元素（NiまたはCo）濃度であ
り，添加量に相当する。��は析出物中の溶質元素濃度，
��は析出物－母相界面における母相Cu中の平衡溶質元
素濃度， �は拡散係数である。核生成速度�が大きいほ
ど，また拡散係数�が小さいほど，析出物半径�が小さい
ことがわかる。
　Cu-Ni-P合金では，350～650℃の温度域においては低
温ほど核生成速度�が大きく，拡散係数�が小さい。こ
のため，核生成速度および拡散による成長の両方の観点
で，比較的低温（350℃）で長時間（106s）の時効条件が，
高温（500℃）・短時間（104s）よりも析出物半径が小さ
いと推測される。
　一方，350～650℃の温度域のCu-Co-P合金では , 低温
ほど拡散係数�および核生成速度�が小さい。このた
め，Cu-Co-P合金の350～650℃の温度域では，核生成速

r ＝D （1－y）�C0－CM

CP－CM

dr
dt

y＝1－exp －� πD2/3 It 5/2
16√2�
15

C0－CM

CP－CM
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図 9  Cu中のNiおよびCoの拡散係数の温度依存性
������ Diffusion coefficient of Ni and Co in Cu as function of 

temperature
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図10  計算により求めたNiまたはCoの過飽和固溶量の温度依存性
������ Calculated supersaturation of Ni and Co as function of 
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度�の影響が，拡散による成長促進の影響よりも大きく，
比較的高温（500℃）で短時間（104s）の時効条件の析出
物半径が小さいと推測される。
　以上の考察より，Cu-（Ni，Co）-P合金においては，合金
成分設計や熱処理パターンを検討する際には，拡散係数
に加えて，とくに過飽和固溶量の温度依存性まで検討す
ることが重要であることがわかった。この知見を生かし
て，従来以上の強度と導電率を兼備した銅合金の開発を
進めていく。

むすび＝端子・コネクタ，リードフレーム用の次世代銅
合金として期待されているCu-（Ni，Co）-P 系合金につい
て析出挙動と強度・導電特性を調査し，以下の知見を得
た。
　（1）Cu-Ni-P合金では比較的低温・長時間，Cu-Co-P合

金では比較的高温・短時間の時効条件において，
硬さ，導電率がともに高く，また析出物が微細高
密度に分散する。

　（2）Cu-Ni-P合金とCu-Co-P合金における析出物挙動の
違いは， 過飽和固溶量の温度依存性の違いが原

因と推測される。
　今後も本析出物分散制御の知見を応用し，従来以上の
強度と導電率を兼備した新合金開発と性能向上を進めて
いき，自動車用端子分野における，小型化ニーズに対応
していく。
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