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内部に硬さ分布を有する傾斜機能超硬合金ダイスモデルを粉末冶金法に
より作製した。本作製手法において超硬粉末の圧粉および焼結条件によ
り、焼結中の Co 拡散範囲を制御し、硬さ分布の制御が可能であった。ま
た冷間鍛造用金型への展開を目指して、ダイス外層、内層の作製方法に
より焼結後に生じる残留応力についても紹介する。

1．はじめに
冷間鍛造用金型では表面で硬度、耐摩耗性、内部

超硬合金は結合材料として用いられる Co の含有率

で靭性、耐衝撃性がそれぞれ優れることが望まれて

により機械的特性が変化する。Co 含有率の減少にと

おり、機械的特性が内部で連続的に変化する傾斜機

もない高硬度となる一方、靭性が低下するため、硬

能構造を有する金型の開発が期待されている。

度と靭性の両立が望まれており、その解決手法の一

一方、超硬合金（WC−Co）は強度、耐摩耗性等の

つとして傾斜機能化があげられる。

機械的特性に優れるため、切削加工用工具のみなら

ここでは、Co 含有率の異なる超硬粉末を適所に配

ず、塑性加工用の金型材料として広く使用されてい

置して、内部に硬さ分布を有する傾斜機能超硬合金

る 。一般に超硬合金製品は粉末冶金法により作製

モデルについて取扱う。粉末冶金法に分類される粉

され、粉末冶金法では超硬粉末を金型等により圧粉

末積層圧粉法 3）により作製手法、作製した金型モデ

成形し、超硬圧粉体に炉内で焼結を施し、比較的簡

ルの特性について紹介する。

1）

易な加工工程で製品形状に近い成形が可能である 。
2）

2．硬さ分布を有する傾斜機能超硬合金モデルの作製方法
図 1 は傾斜機能超硬合金モデルの作製方法を示し

稿では、厚さ 0.5 〜 1.0 mm）を作製する。そして、

たものである。本作製方法は積層造形と切削加工お

所定の厚さまで超硬粉末の充填、圧粉を繰返す。

よび粉末成形技術を組合わせた複合プロセスである

また繰返しの途中で Co 含有量の異なる超硬粉

粉末積層圧粉法 であり、粉末冶金法に分類される。

末に変更して、Co 含有量の異なる超硬粉末を

以下に手順を示す。

積層圧粉する。

3）

（a）CAD/CAM を用いてモデルの設計およびモデル

（c）必要であれば、作成したスライスデータに従い、

を積層ピッチごとにスライスした断面軌跡デー

エンドミルにより圧粉体をモデル部と非モデル

タ（スライスデータ）を作成する。

部に分離する。（a）〜（c）の工程を繰返し、Co

（b）圧粉用のコンテナ金型内に一層分の超硬粉末を
充填し、プレスで加圧し、薄板状の圧粉体（本

含有率の異なる超硬粉末を適所に配置した圧粉
体を作製する。
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（d）圧粉体に焼結を施す。

WC−25mass % Co（ 平 均 粒 径： 約 5

（e）モデルの完成。

m）を 用 い て、

積層圧粉時の圧粉圧を 100 MPa とした。また焼結は
N2 雰囲気で最高温度約 1,300℃（液相焼結）を 30 分間

本稿では、超硬粉末に Co 含有量の異なる二種類

保持した。

の超硬合金 WC−9 mass % Co（平均粒径：約 3 m）、

ワイパー 超硬粉末

上パンチ

コンテナ
下パンチ
(b1) 超硬粉末供給

(a) CAD/CAMによる
モデル設計

エンドミル

(b2) 圧粉

(b) 粉末積層圧粉法による圧粉体の作成

圧粉体A
圧粉体B
炉

(c) 切削（必要であれば）
図1

(d) 液相焼結

(e) 焼結体

硬さ分布を有する傾斜機能超硬合金金型の作製手順

3．傾斜機能超硬合金円盤モデルの作製
モデル上下方向に超硬粉末を順次積層･圧粉し、

構成比率、構成材料の組合わせにより Co の拡散（硬

図 2 に示すような円盤モデルを作製した。図 3 は焼

さ分布）を制御できるものと考えられる。ここで、

結を施した円盤モデルの硬さ分布の例である。ここ

Co 拡散範囲を硬さ値が傾斜分布する範囲（幅）とし

で硬さ値は焼結体中央部を積層面に対して垂直方向

て考え、硬さ測定値の誤差を考慮し、

に切断した断面での測定値であり、焼結時の収縮に
より厚さが圧粉時の約 75 % となっている。作製した

φ 40mm

焼結体の上下層間の接合は良好であり、硬さ値が傾
斜分布していることが分かる。これは焼結時に積層
面付近で WC−25 mass % Co 層から WC−9 mass % Co

積層
方向

tU
tL

上層
下層

層へ Co の拡散が生じたためであり、上層、下層の
図 2 傾斜機能超硬合金円盤モデル圧粉体の形状

ビッカース硬さ /HV0.2
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図3
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傾斜機能超硬合金円盤モデルにおける硬さ分布（t U：上層厚さ、t L：下層厚さ）
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…（1）

囲のさらなる縮小幅は小さいことが分かる。
以上より、本作製手法により機械的特性が内部で

となる硬さ H を有する範囲と定義する。ただし、H U、

連続的に変化する傾斜機能超硬合金の作製が可能で

H L はそれぞれ上層、下層材料の硬さである。図 3 よ

あり、超硬粉末の積層順や各層の厚さにより、焼結

り、いずれの場合も硬さ分布の傾斜範囲（Co 拡散範

体の硬さ分布の制御が可能であることが分かる。ま

囲）は 2 〜 3.5 mm となり、傾斜機能超硬合金モデル

た超硬圧粉体の一部に予備焼結を施すことで、Co 拡

は Co 拡散範囲より大きい形状に限定されることが

散を抑制し、硬さ分布の傾斜範囲を 1 mm 以下にす

示唆される。

ることが可能である。なおここでは、二層構造のみ

次に Co 拡散範囲を抑制し、硬さ分布の傾斜範囲
を狭めるために圧粉体の一部に予備焼結を施した。

を取り扱ったが、同様の作製方法により、三層以上
の多層構造も作製可能である。

一般に予備焼結は複雑形状の超硬製品を作製する際
に超硬圧粉体に機械加工可能な強度を持たせるため
4.0

粉末を組合わせた圧粉体に対して一体焼結を施すの

3.5

ではなく、あらかじめ一方の超硬圧粉体に焼結（予

3.0
Co 拡散範囲 /mm

に行われている。ここでは、Co 含有量の異なる超硬

備焼結）を施し、予備焼結体と圧粉体を重ね合わせ、
再度、焼結（本稿では本焼結と呼ぶ）を施した。
図 4 は予備焼結温度と図 2 の円盤モデルにおける
Co 拡散範囲の関係を示したものである。予備焼結
は 下 層（WC−9 mass % Co）に 施 し、 最 高 温 度 20 〜

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

800℃（固相焼結）、1,300℃（液相焼結）として、N2

0.0

雰囲気中で 30 分間保持した。ここで焼結温度 20℃

0

は焼結を施さず圧粉体の状態を意味する。予備焼結
温度の上昇にともない Co 拡散範囲は狭くなり、硬
さ勾配は増大する。800℃の予備焼結を施すことに

図4

200 400 600 800 1000 1200 1400
予備焼結温度 /°C

傾斜機能超硬合金円盤モデルにおける予備焼結温度と
Co 拡散範囲の関係

よって、Co 拡散範囲を 1.0 mm 以下にすることが可 （上層：WC-25mass%Co、下層：WC-9mass%Co、t U=t L=3mm）
能であるが、800℃以上での予備焼結では Co 拡散範

4．硬さ分布の数値解析

4）
，5）

図 5 は傾斜機能超硬合金円盤モデル（図 2）の Co

Co 拡散係数の関係である。Co 濃度分布の数値解析

濃度分布の数値解析結果より求めた硬さ傾斜範囲と

では、下記の一次元非定常拡散方程式を用いて、Co
拡散係数と本焼結後の Co 濃度分布の関係について
計算した。

4.0

Co 拡散範囲 /mm

3.5

…（2）

3.0
2.5

ただし、f は Co 質量濃度［mass%］、t は時間［sec］、

2.0

κは Co 拡散係数［mm2 · s−1］、x は位置［mm］である。

1.5

傾斜機能超硬合金円盤モデルの液相焼結では、Co 拡

1.0

散と焼結収縮が同時に生じるが、本計算では簡単な

0.5

ため焼結時の Co 拡散を計算した後、拡散による Co

0.0
0
図5

0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005
2 –1
Co拡散係数 /mm ·s

傾斜機能超硬合金円盤モデルにおける Co 拡散係数と
Co 拡散範囲の関係（数値計算）

の移動を考慮して体積収縮量を算出し、焼結後の Co
濃度分布を計算した。図 5 の Co 拡散範囲を計算結
果と実験結果（図 4）と比較すると、800℃の予備焼
結を施すことで、Co 拡散係数は予備焼結を施さない

（上層：WC-25mass%Co、下層：WC-9mass%Co、t U=t L=3mm） 場合の 1/10 程度になることが分かる。
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5．傾斜機能超硬合金ダイスモデルの作製

6）

冷間鍛造用金型への展開を目指して、図 6 に示す

WCWC9mass%Co 25mass%Co

二層超硬合金ダイスモデルを作製した。コンテナ金

WCWC9mass%Co 25mass%Co

型を想定して内層が高硬度となるように、外層に
は WC−25 mass % Co、内層には WC−9 mass % Co を
用いて、別々に圧粉体を作製した後、外層、内層を
クリアランスC L = 0 mm で重ね合わせ、本焼結（約
1,300℃、30 分）を施した。また内層には予備焼結
（1,300℃、30 分）を施したものも準備し、外層（圧粉

10mm

10mm

体）とクリアランスC L = 0 mm あるいは 2.5 mm で重

(a1) 本焼結前

ね合わせた後、本焼結を施したものも作成した。こ
こで、図 6 は内層、外層ともに圧粉体の寸法であり、

(a2) 本焼結後

(a) 外層、内層ともに予備焼結なし

内層に予備焼結を施した場合は収縮が生じるため、
内層の内径は約 18 mm、内層−外層の境界部の直径

WC9mass%Co

は約 25 mm、外層の外径は 40 mm の状態で本焼結を

WC9mass%Co

WC25mass%Co

WC25mass%Co

施した。

φ 40mm
φ 30mm
φ 20mm
10mm

14mm

10mm
(b1) 本焼結前（内層：予備焼結）

(b) 内層にのみ予備焼結（予備焼結温度：1300ºC）

内層（WC-9mass%Co） 外層（WC-25mass%Co）
図6

(b2) 本焼結後

図7

傾斜機能超硬合金ダイスモデルの圧粉体と焼結体の外観写真

傾斜機能超硬合金ダイスモデル圧粉体の形状

図 7 はC L = 0 mm で作製した二層超硬合金ダ

内層
外層
(WC–9mass%Co) (WC–25mass%Co)

イスモデルの本焼結前後の外観写真である。い
ずれの焼結体も内層（WC−9 mass % Co）に比
縮し、内層−外層間で剥離が生じることなく接
合されていることが分かる。図 8 はC L = 0 mm
で作製した二層超硬合金ダイスモデルの半径
方向硬さ分布である。ただし、硬さ値は積層
面に対して垂直方向に切断した断面のモデル
高さ方向中心の測定値である。いずれの場合
も接合面付近で硬さ分布が傾斜分布し、硬さ
分布の傾斜範囲は予備焼結なしのモデルでは
約 4.0 mm、内層に予備焼結を施したモデルで

ビッカース硬さ /HV0.2

べて外層（WC−25 mass % Co）の方が大きく収

1500
WC–9mass%Co

1400

硬さ傾斜範囲
（予備焼結なし）

1300

予備焼結なし
内層のみ予備焼結
（予備焼結温度:1300°C）

1200
1100

硬さ傾斜範囲
（予備焼結あり）

1000
WC–25mass%Co

900

0

は約 1.5 mm となり、二層円盤モデルと同様の

8
10
2
4
6
内層の内径部からの距離 /mm

結果が得られた。
本 稿 で 取 り 扱 っ た 外 層（ 高 Co）、 内 層（ 低
Co）の組合わせでは、本焼結中に生じる超硬合
金の収縮は外層の方が内層より大きく、内層
は締付けられるため、両層の接合が可能であ
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図8

傾斜機能超硬合金ダイスモデルにおける硬さ分布

（本焼結前の外層−内層間クリアランス C L=0mm）
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り、各層の収縮量の差による残留応力が生じる可能

命の向上を図っている 7）。超硬合金ダイス単体の状

性がある。そこで、モデルの内周面および外周面に

態で内周面に圧縮の残留応力を付与することは超硬

円周方向に沿って抵抗線ひずみゲージを貼り、ゲー

ダイスの付加価値を高めるものと考える。

ジ位置と 180 離れた位置でモデルを外周面から半径
方向に底面と垂直に切断した。切断による内周面お
性係数からフックの法則により簡易的に残留応力を
算出した。
図 9 は内周面および外周面での円周方向の残留応
力である。内層に予備焼結を施したモデルでは焼
結時の外層の収縮変形により内周面に圧縮の残留
応力、外周面に引張りの残留応力がそれぞれ生じ
ることが分かる。また本焼結前の内層−外層間ク
リアランスが小さい方が本焼結時に生じる外周層
の収縮による内周層の締付け力が大きくなるため、

C L = 0 mm の方が内周面に大きな圧縮方向の応力が

300
円周方向残留応力σθ /MPa

よび外周面の円周方向のひずみ変化量と各層の縦弾

100
0

–100
–200
–300
–400
–500
予備焼結なし
(CL = 0mm)

残留した。
一般に冷間鍛造用の超硬合金ダイスは鋼製の補強

内周面
外周面

200

内層のみ
内層のみ
予備焼結
予備焼結
(CL = 0mm) (CL = 2.5mm)

リングへの圧入や巻付けリングにより、ダイス内周

図 9 傾斜機能超硬合金ダイスモデルの内周面、外周面
に生じる円周方向の残留応力

面に 1 〜 2 GPa 程度の円周方向の圧縮応力を付与す

（外層：WC-9mass%Co、内層：WC-25mass%Co）

ることでダイス内径面でのき裂発生を抑制し金型寿

6．まとめ
本稿では、粉末積層圧粉法により硬さ分布を有す
る傾斜機能超硬金型モデルを作製した結果を紹介し
た。作製された傾斜機能超硬合金金型モデルについ
て、超硬粉末の積層条件や焼結条件が Co 拡散範囲
（硬さ分布）や残留応力発生に及ぼす影響を示した。
本研究については基礎研究段階であり、作製モデル
の外観写真からも分かるように外周面の反りや高さ
方向の不均一収縮等の形状制御が不十分であり、複
雑形状品や小型品への対策が必要である。また残留
応力については外層、内層の体積比率や超硬粉末の
組合わせによる影響を調べる必要があり、実用化に
向けては多くの課題がある。
最後に超硬粉末の提供および焼結を実施していた
だきましたダイジェット工業 ㈱ に感謝いたします。
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