耐熱性･耐酸化性を高めた環境に優しい超硬合金
金属間化合物の利用で新しい機能性超硬合金を
資源的に豊富な Fe（鉄）を利用して、耐酸化性に優れた超硬合金を開発した。
Fe の最大の問題であった錆を FeAl 金属間化合物にすることで解決し、焼結時
に燃焼合成反応を利用することで緻密化に成功した。このプロセスで作製した
FeAl-WC 超硬合金の抗折力はこれまでに報告されている値の 1.5 倍以上であ
り、従来の超硬合金の 7 倍以上の耐酸化性を示した。
A hard metal as a new concept with a binder of FeAl intermetallic compound has
been successfully fabricated via combustion synthesis reaction. The obtained
FeAl-WC has had 1.5 times higher transverse rupture strength than the other
studies. And it has revealed 7 times as good oxidation resistance as a commercial
hard metal. Moreover, the control of Al content for FeAl-WC has made it possible
to prepare both magnetic and nonmagnetic materials.
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がわかる。これは、このプロセスでは
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