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Effects of cold rolling and heat treatment on Fe precipitation 
in aluminum by Mössbauer spectrometry 

                          Satoru KUBOTA*, Masahiko KAWAI**  

                    Masaki YAMAMOTO*** and Masayuki SHIGA*** 

Effects of cold reduction and heat-treatments on the Fe precipitation behavior in high purity aluminum 
with 55 ppm Fe were investigated by Mössbauer spectrometry using 90 % enriched 57Fe. It has been 
revealed that the precipitated fraction of Fe becomes maximum by a heat treatment at 310℃ in 
supersaturated solid solutions with high density dislocation introduced by 97 % cold reduction. The 
precipitates in the 310℃ aging sample are probably metastable Al6Fe compound. Moreover, it was found 
that the precipitation starts even at 120℃ and by 200℃ aging, the precipitated fraction reaches more 
than a half of the maximum value. However, these precipitates observed in low temperature aging seem 
not to be the definite Al6Fe compound but something like precarious phase leading to Al6Fe because they 
easily disappear by additional cold-rolling and Mössbauer spectrum is slightly different from those of 
high temperature aging samples. Scarcely any precipitates were found in supersaturated solid solution 
without cold rolling for any aging temperatures below 300℃, indicating the crucial role of dislocations 
for precipitation process. 
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1. 緒   言 

 電解コンデンサ用高純度アルミニウムは，製造工程，

すなわち圧延加工や熱処理条件の違いにより，最終製品

の性能が大きく左右される。その原因として，不純物，

特に Fe の析出量が重要な因子と考えられており，析出量

の見積もりは工程管理をするに当たり重要である。 
 高い転位密度を持った高純度アルミニウム中の 300℃
までの温度での等温時効による微量 Fe の析出量を電気

抵抗法だけで把握することは，たとえば研究例 1）で見ら

れるように，転位密度の減少と析出がほば同時に生じて

いるため困難であった。したがって本研究においては，

転位量に左右されないメスバウア分光法を用いて高い転

位密度を持つ Fe 過飽和固溶体の時効による析出量の変

化を調べることを試みた。しかしこの方法は，約 5ppm
程度の分析感度に限界があること，析出物の大きさがわ

からない等の欠点がある。この状況を踏まえ，本実験で

は総量 55ppm Fe のうち 57Fe を 50ppm 含むアルミニウ

ム薄板の圧延加工および熱処理条件による Fe 析出量の

変化をメスバウア分光法により調べた。 

2．実験方法 

2．1試材の作製 

 99.995％地金を用い，Si が 50ppm，90％濃縮 57Fe が

50ppm，Cuが 10ppmとなるよう成分調整し，溶解後 1 kg
のブックモールドに鋳込んだ。面削後 2 分割し，一つは

620℃で 17h の加熱後，530℃ に冷却し 1h 保持し，その

まま熱間圧延を行い 7mm に仕上げた（試料 No. 1；熱間

圧延仕上り温度 200℃〕。もう一つは 420℃で 17h 加熱後

そのまま熱間圧延を行い 7 mm に仕上げた（試料 No. 2；
熱間圧延仕上り温度 170℃）。これら試料をその後所定の

厚さ（1～0.1 mm）まで冷間圧延を行い，目的に応じて

熱処理および圧延を加え，メスバウア測定用の試験片を

作製した。 
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Table I  Chemical components (ppm) 
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 
49 55 15 1 7 tr 8 3 
上記のようにして得られた薄板試片の化学分析値を

Table l に示す。 

2．2 メスバウ 7 効果測定および解析 

 メスバウア分光法の原理や測定については，藤田に

よる解説書 2）を参照されたい。本研究のメスバウア効

果の測定は Rh 金属にドープした 370 MBq の 57Co を

γ線源とし，室温で行った。面積 20×20mm の試料を

厚さが 0.8～1.0 mm となるよう，複数枚を重ねてセッ

トし，約 7 日間連続測定した。以上の条件でメスバウ

ア分光法測定を行うと，57Fe 濃度が 50ppm ときわめて

微量であるにもかかわらず明瞭な吸収スペクトルが得

られた。 
 本研究の試料組成と熱処理温度では，溶質 Fe 原子と

Al6Fe が Fe の主な存在状態と推測されるので，別の単

一ピーク（以下シングレット）スペクトルと 2 ピーク

（以下ダプレット）スペクトルの重複として現れる

Al3Fe は解析の対象としなかった。 
 得られたスペクトルを固溶鉄のシングレットスペク

トルと準安定相（Al6Fe）のダプレットスペクトルの重

ね合せとして, ローレンツ関数を用い最小二乗法でフ

ィットした。このとき, シングレットスペクトルはアイ

ソマーシフト（δ），半値幅（Г ），スペクトル強度をす

べて自由パラメータとし，ダプレットスペクトルにつ

いてはアイソマーシフト，四重極分裂（eqQ/4），半値

幅は固定し，スペクトル強度のみを自由パラメータと

してフィットした。このとき用いたダプレットスペク

トルのパラメータは Stickels らによる Al6Fe 相の測定

値 3）を今回得られたスペクトルに最もよくフィットす

るようにわずかに変化させた値（δ＝0.20 mm/s，
eqQ/4＝0.15 mm/s，Г＝0.28 mm/s）を用いた。得られ

たシングレットスペクトル，ダプレットスペクトルの

面積比を固溶鉄および Al6Fe 中の鉄の存在比とした。 

 3．実験結果ならびに考察 

3・1 冷間圧延材のメスバウアスペクトルへの前処理の 

   影響 

 Fig．1 に 620℃ 処理後 530℃ 熱間圧延材（試料

No.1, 7mm 厚）を 0.2 mm まで冷間圧延した試料の，

Fig．2 に 420℃ 処理後 420℃ 熱間圧延材（試料 No．
2, 7mm 厚）を 0.2 mm まで冷間圧延した試料の，4 枚

重ねによる測定で得られたメスバウアスペクトルを示

す。試料 No.1 を 0.2 mm まで冷間圧延した試料は Fe
含有量の 87％まで固溶している。Fe 総量の 13％の析

出は，熱間圧延の終了温度が 200℃まで低下したため

と思われる。しかし，試料 No. 2 を 0.2 mm まで冷間

圧延した試料は Fe 含有量の 75％が析出状態であるこ

とが判明した。Fig．1 で見られるように，このメスバ

ウアスペクトルを詳しく見ると計算値とわずかに不一

致な部分が左肩部分に見られるが，これは後で述べる

ように，熱間圧延終了時に発生した Al6Fe とは異なる

低温時効生成物の影響と思われる。 
 

Fig．1 Mössbauer spectrum of No．1 sample
hot rolled from 530℃． ●：absorption rate
（％），solid line：calculated value，dotted line
（singlet）：solute Fe，broken line（doublet）：
precipitated Fe．Mössbauer parameters for the 
singlet： δsinglet＝0.428mm/s，Гsinglet＝0.213 mm/s．
Common fixed parameters are used for the doublet
（see text）．The ratio of precipitated Fe/solute Fe＝
13/87． 

Fig. 2 Mössbauer spectrum of No. 2 sample heat-treated at 
420℃．●：absorption rate（％），solid line：calculated value，
dotted line（singlet）：solute Fe，broken line (doublet)：
precipltated Fe. Mössbauer parameters for the singlet :δslnglet＝

0.439 mm/s，Гsinglet＝0.198 mm/s. Common fixed parameters
are used for the doublet（see text）．The ratio of precipitated 
Fe/solute Fe ＝75/25． 



軽金属 51(2001.12) 

 3・2 転位密度が高い場合の析出比に及ぼす時効処理 

     温度の影響 

 No．1 の試料を 0.2 mm まで 97％冷間圧延し，120
～550℃ までの各温度で個別試料について 6h の時効

を大気中で行った。一例として，310℃，6h 処理材の

スペクトルを Fig．3 に示す。析出比は 90％に近く，

Fig．2 で見られた計算値との不一致もわずかである。

したがって，少なくともこの試料については，55 ppm
のうち Fe 総量の 89％，すなわち 49 ppm は Al6Fe と

して析出しているものと考えられる。 
 97％冷間圧延状態から他の温度で処理した試料のス

ペクトル解析結果を Fig. 4 に示す。120℃時効でも Fe
の析出がすでに始まっている。この低温時効処理によ

る析出物の構造については，後で詳細に論じる。また

200℃時効では含有 Fe 量の 50％以上が析出している。

析出量のピークは 310℃時効で現れた。500℃ 以上の

時効では析出物はほとんどなく，平衡状態図の固溶域

に達している。すなわち，500℃の Fe の平衡固溶量は

約 55ppm 以上と考えられる。これらの結果より新しく

わかった現象は，時効温度としては非常に低い 120℃ 
時効で析出状態が観測されたこと，また 200℃ですで

に最大析出量の 75％以上の Fe が固溶体から状態変化

したことである。 
 以上の結果は 57Fe 原子核のエネルギー状態すなわち，

アイソマーシフト，四重極分裂などのメスバウアパラ

メータが立方対称場にある固溶鉄と析出物中の鉄とで

大きく異なることから検出できたと考えてよい。本研

究での解析は析出物を Al6Fe として行ったが，低温時

効試料のメスバウアスペクトルは，Fig．2 のスペクト

ルと同様，吸収ピークの左肩部分に，計算値とのわず

かなずれを示し，析出物は今まで判明している準安定

相の Al6Fe であるとは断言できない。最近 Astakhov
ら 4）は，メスバウアスペクトルの解析により 80～175 
ppm Fe，100～800 ppm Cu 添加材の 80～87％冷間圧

延後 450℃ 析出処理で Cu，Fe が共存する場合，再結

晶粒界への Fe の monolayer の出現を示映しており，

Al6Fe 以外の相の存在の可能性を示している。いずれ

にせよ，転位密度の高い場合はかなり低温から Fe が析

出し始めることが立証された。このように Fe の移動は

低温であっても転位に沿って起こる拡散，すなわちパ

イプ拡散が大いに関与しているものと考えられる。 

 3．3 冷間圧延しない場合の析出量に及ぽす時効処理 

     温度の影響 

 試料 No．1 を 0.2 mm まで冷間圧延し，550℃，6h
で溶体化処理を行った後，炉外に取出し Al 板上で冷却

し，その後同じく低温から300℃ までの時効を行った。

その解析結果を先の Fig．4 で冷間圧延材と比較して示

す。この図から，転位密度の高い場合とまったく異な

り，300℃で時効しても，ほとんど析出しないことが確

かめられた。言い換えれば過飽和固溶体であっても，

転位密度が低い場合ほ，本研究の条件では析出は起こ

らないと言える。これはまた，転位が非常に少なくな

ると過飽和固溶体であろうとも Fe の状態変化はほと

Fig．3 Mössbauer spectrum of the sample aged 6 h at 310℃
after 97％ cold rolling． ●：absorption rate（％），solid line：
calculated value，dotted line（singlet）：solute Fe，broken line
（doublet）：precipitated Fe．Mössbauer parameters for the 
singlet： δsinglet＝0.44 mm/s，Γsi1nglet＝0.16 mm/s．Common 
fixed parameters are used for the doublet（see text）．The ratio
of precipitated Fe/solute Fe＝89/11． 

 Fig．4 Fe fraction in precipitates formed by aging for 6h
at various temperatures frrom 120℃ to 550 ℃．●：aged 
after 97％ cold rolled，○：aged without rolling 

            

Fig．5 Effect of cold reduction on the Fe precipltation 
 ratio for the No．1 samples aged 6hrs at 310℃． 
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んど生じないことを意味する。更にこの場合，析出が

いかに困難であるかを確かめるため，300℃で 100h 以
上時効したがメスバウアスペクトルは変化せず，Fe の

状態変化は生じなかった。この現象は末廣らの電気抵

抗測定の報告 5）からも類推される。 
 
 3．4 析出量に及ぽす冷間圧延率の影響 

 試料 No．1 を用いて 0.3～3 mm の種々の厚さに個

別試料を冷間圧延し，580℃，6h の溶体化処理を行っ

た後，再び 0.2 mm まで冷間圧延した後，310℃，6h
の析出処理を加えた試料のメスバウアスペクトルを測

定した。その解析結果を Fig. 5 に示す。この図から，

圧延率の増加に伴い析出量も増加することがわかる。

増加量は，圧延率 60％未満ではわずかであるのに対し，

80％以上では非常に多い。120～310℃時効にいたるま

で転位密度の高低が析出に非常に大きく影響すること

がこの実験と前節 3.2, 3.3 の結果から確認された。 
 
 3．5 析出処理後の冷間加工による Fe の状態変化 

 析出物に対する冷間加工の影響を調べるため，試料

No. 1 を用いて 1 mm まで 86％冷間圧延を施し，この

時点で 120～550℃までの時効処理を行った後，再び

0.2 mm まで 80％冷間圧延した試料のメスバウアスペ

クトルを測定した。解析結果を Fig．6 に示す。また，

比較のため 0.2 mm 厚，97％冷間圧延材について測定

した Fig．4 のデータも合せて示す。時効処理後に 80％
冷間圧延すると 310℃以上で時効した試料の析出物量

は変化が少ないのに対し 200℃で時効したものは激減

することがわかった。 
 次に圧延率でこの現象が変わるかどうかを調べた結

果を Fig. 7 に示す。ここで用いた試料は，Fig. 6 と同

様に試料 No. 1 を 1 mm まで冷間圧延し，各温度で時

効した後，種々の厚さに圧延したものである。この結

果から 200℃，6h 時効後圧延率が 60％未満の場合は

析出物の再溶解はあまり起こらないが，80％を超える

とほとんど再溶解することが明らかになった。310℃ 
時効の場合は圧延率が 80％でも析出量に変化のないこ

とが確認された。これらの結果が意味することを以下

に考察する。 
 まず，低温（200℃）時効した試料では 60％以上の

圧延により，Fe 原子の結合状態が変化する事実から，

時効直後の Fe 原子の配列状態は，Al6Fe のような化合

物粒子を形成していないと考えられる。一方，310℃で

時効したものは準安定析出相である Al6Fe 粒子が形成

されていると考えていいだろう。 
 次に低温時効で生じた析出物の構造を明らかにする

ため，析出物に固有のダプレットスペクトルのピーク

間隔に注目する。メスバウアスペクトルのダプレット

のピーク間隔について，Nasu ら 6）は 0.5％から 5％Fe
の急冷凝固体のメスバウアスペクトルを調べることに

より Fe-Fe dimer（Fe－Fe 原子対）のピーク間隔を 0．
4 mm/s と見積もっている。また，Astakhov の粒界へ

Fig．6 Effect of cold rolling after aging on the Fe 
precipitation ratio of  the No.1 sample．○：samples 86％
cold rolled，aged 6h at various temperatures and finally 80％
cold rolled，●：same as Fig．4，samples 97％ coldrolled and 
aged． 

Fig．7 Cold reduction dependence of the precipitated 
Fe fraction in theaged samples subjected to cold rolling. 
●：aged at 310 ℃ for 6h，○：aged at 200℃ for 6h．

Fig．8 Mössbauer spectrum of（a）the sample aged 6 h at
200℃ after 97％ cold rolling and（b）the sample aged 6h 
at 310℃ after 80％ cold rolling ●, ○：absorption rate
（％） , solid line： calculated value．The fraction of
precipitated Feare（a）60％ and（b）57％，respectively．
Note a disagreement from fitted line around the area 
indicated by a circle for thespectrum（a）（see text）． 
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の mono1ayer 偏析説 4）でも，その間隔は 0.4 mm/s と

している。一方，本研究ではその間隔は 0.3 mm/s で，

Stickels 3）および Suzuki ら 7）の結果に近い値を示して

おり，それらの実験の内容からこのピーク間隔を持つ

析出物は Al6Fe，あるいはそれに近い構造をもつ Fe-Al
集合体と考えてよい。 
 200℃時効材と高温（310℃以上）時効材での析出物

の違いを調べるため，3.2 節で用いた 200℃，6h 時効

材とほぼ同じ析出率を有する 80％冷間圧延後 310℃，

6h 時効材のスペクトルを長時間かけて測定した。97％
圧延 200℃時効材のスペクトルを Fig．8 の曲線（a）
に，80％圧延 310℃時効材のスペクトルを曲線（b）に

示す。200℃ 時効材のスペクトルは吸収ピークの左肩

部分が明らかに計算値と合わないのに対し，310℃ 時

効材のスペクトルはほぼ計算値と合っている。すなわ

ち，後者のスペクトルは固溶鉄と Al6Fe のみで説明で

きるのに対し，前者では前述のダプレットビーク間隔

の差は見られないにしても，計算値とのわずかの不一

致が見られることから，Al6Fe を形成する前段階のス

ペクトル諸元未知の Fe 集合体の存在を示唆している。

ただし，両者のスペクトルの差はわずかであり，メス

バウア効果のみではこれ以上の解析は困難であるが，

今後この不一致部分の振る舞いを系統的に調べること

により，析出初期の過程での Fe の結合あるいほ配列状

態についての情報が得られることが期待される。 
 

4．結  言 

 高純度 Al 中の微量 Fe（55ppm）の析出に及ぼす冷

間圧延率の影響，時効温度の影響をメスバウア分光法

で調べた結果，以下のことが明らかになった。 
（1）過飽和固溶体試料に高密度の転位を導入してから

時効処理すると310℃ をピークにしてFeが析出した。

その最大析出量は冷間圧延率 97％でほば 50ppm（約

90％）であった。また 120℃から Fe の析出が始まり，

200℃時効では添加量の 50％以上の Fe が析出した。 
（2）スペクトルの形状等から 310℃処理材の析出物は

準安定相化合物 Al6Fe であることがわかった。 
（3）500℃での Fe の固溶量は約 55ppm 以上と推測で

きる。 
（4）過飽和固溶体の転位密度が低い場合は 310℃で長

時間時効してもほとんど析出しなかった。転位の析出

現象促進効果が大きいことが確認された。 
（5）120～200℃の低温で生じた析出物は，その後 80％
以上圧延すると再固溶の状態に戻る。一方 310℃時効

による析出物はその後の圧延で変化しなかった。200℃
以下の低温時効における析出物は準安定相 Al6Fe では

なく，その前段階の Fe－Al 相と考えられる。 
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