レアメタル対策における硬質材料の本格研究

コバルト・クロムフリーの耐熱性超硬合金
硬質材料とレアメタル
金属を高精度に加工する切削工具や
金型に利用される硬質材料として超
硬合金が知られています。超硬合金
は、一般的にタングステンカーバイド
（WC）をコバルト（Co）で焼結した
複合材料であり、高硬度で高強度の材
料です。しかし、超硬合金は希少金属
（レアメタル）であるタングステンや
コバルトなどを用いた材料であり、近
年のレアメタルの供給不安から将来的
に安定して生産することへの不安がも

図 1 放電加工と研削加工で作製した WC − FeAl 金型の外観（左 15mm φ）
これまでの超硬合金と同じ条件で加工できる。
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液相を利用したパルス通電焼結による
WC−FeAl合金の固化成形
MA 法を使って合成した WC−FeAl
は、焼結過程で FeAl 金属間化合物相
が合成され目的の硬質材料となります

す。産総研では“ハイテクものづくり”
の中で、開発した WC−FeAl がこれま
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的に活用する技術が不可欠です。特

そして、高強度を有する WC−FeAl は

に、レアメタルを添加したことによっ
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、銅に対する摩擦摩耗量が小さ
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図 2 WC ー FeAl 焼結体 (140mm φ ) の外観
パルス通電焼結により有機系の成形助剤なし
で、金型素材となる大型焼結体を作製できる。
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図 3 900 ℃の大気中で保持した場合の重
量変化
これまでの超硬合金 (WC-50 vol%Co) に比
べて開発材料 (WC-50 vol%FeAl) は酸化さ
れにくく、高温で使用できる。

産 総 研 TODAY 2010-04

13

