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(57)【要約】
【目的】
プリント基板穴あけ工具に使用される超硬合金は耐摩耗
性と耐チッピング性が重視される。そこで、耐摩耗性と
耐チッピング性に優れたプリント基板穴あけ工具用超硬
合金を提供する。
【解決手段】
ＷＣを主成分とした硬質相と、ＣｏおよびＮｉの少なく
とも１種を主成分とする結合相とからなる超硬合金にお
いて、超硬合金の断面組織における硬質相の平均粒径の
５倍を１辺とする正方形に占める結合相の面積率の平均
値は６～１７面積％であり、超硬合金の断面組織におけ
る硬質相の平均粒径の５倍を１辺とする正方形に占める
結合相の面積率の標準偏差は３．５面積％以下である超
硬合金。

【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＷＣを主成分とした硬質相と、ＣｏおよびＮｉの少なくとも１種を主成分とする結合相
とからなる超硬合金において、超硬合金の断面組織における硬質相の平均粒径の５倍を１
辺とする正方形に占める結合相の面積率の平均値は６～１７面積％であり、超硬合金の断
面組織における硬質相の平均粒径の５倍を１辺とする正方形に占める結合相の面積率の標
準偏差は３．５面積％以下である超硬合金。
【請求項２】
　硬質相の平均粒径は０．１～０．７μｍである請求項１に記載の超硬合金。
【請求項３】
　超硬合金の断面組織における結合相の面積の平均値に結合相の面積の標準偏差の３倍を
加えた値よりも大きい面積を持つ結合相プールの面積の合計が、結合相の面積の合計に対
して２０面積％以下である請求項１または２に記載の超硬合金。
【請求項４】
　粒径が０．１μｍ未満の硬質相の粒子数は、硬質相の粒子数全体に対して１０％以下で
あり、超硬合金の保磁力は３０～４３ｋＡ／ｍである請求項１～３のいずれか１項に記載
の超硬合金。
【請求項５】
　切削工具用超硬合金として用いられる請求項１～４のいずれか１項に記載の超硬合金。
【請求項６】
　硬質相形成粉末と平均粒径０．１～１．０μｍのＣｏ粉末およびＮｉ粉末の少なくとも
１種からなる結合相形成粉末とを混合し粉砕して混合物を得る工程と、得られた混合物を
成形する工程と、成形した混合物を焼結炉で室温から焼結温度まで昇温する工程と、混合
物を焼結温度で保持する工程と、混合物を焼結温度から室温まで冷却する工程とを含む超
硬合金の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超硬合金およびその製造方法に関するものであり、その中でも特に穴あけ工具
に好適な超硬合金およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超硬合金は硬さに優れるため金属加工の穴あけ工具などの切削工具に用いられている。
超硬合金の穴あけ工具に関する従来の技術として、合金炭素量を規定した超硬合金製ツイ
ストドリルなどがある（例えば、特許文献１参照。）。しかし、靱性が低くチッピングが
生じやすいという問題があった。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１５５１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　硬質相と結合相からなる超硬合金は、硬質相の平均粒径を小さくするか結合相量を少な
くすると硬さは向上して耐摩耗性は向上する。しかし結合相の厚さが薄くなるため靱性は
低下する。すなわち、従来の技術では硬さの向上と靱性の向上とは両立し得なかった。特
に穴あけ工具に使用される超硬合金は耐チッピング性を重視されるため、高い靱性が要求
される。しかしながら、上述のとおり靱性を高くすると硬さは低下して耐摩耗性は低くな
る。本発明はこのような問題を鑑みてなされたものであり、高い硬さと高い靱性を両立さ
せて、耐摩耗性と耐チッピング性に優れた超硬合金およびその製造方法の提供を目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本発明者らは長年にわたり超硬合金の硬さと靱性とを向上させる方法を研究してきたと
ころ、結合相を均一に分散させることが硬さおよび靱性の向上に最も効果があるという知
見を得て本発明を完成するに至ったものである。すなわち、本発明の超硬合金は、ＷＣを
主成分とした硬質相と、ＣｏおよびＮｉの少なくとも１種の結合相とからなり、超硬合金
の断面組織における硬質相の平均粒径の５倍を１辺とする正方形に占める結合相の面積率
の平均値は６～１７面積％であり、超硬合金の断面組織における硬質相の平均粒径の５倍
を１辺とする正方形に占める結合相の面積率の標準偏差は３．５面積％以下である。
【０００６】
　本発明の超硬合金は硬質相と結合相とからなる。その中でも、超硬合金全体に対して９
０～９６重量％の硬質相と、超硬合金全体に対して４～１０重量％の結合相とからなる超
硬合金は靭性が高いので好ましく、その中でも、９１～９５重量％の硬質相と、５～９重
量％の結合相とからなる超硬合金がさらに好ましい。
【０００７】
　本発明の硬質相は、ＷＣ相、または、ＷＣ相とＷＣを除く周期律表４ａ、５ａ、６ａ族
元素の炭化物、窒化物およびこれらの相互固溶体の中から選ばれた少なくとも１種の立方
晶化合物相とからなる。なお、本発明のＷＣ相は、Ｖ，Ｃｒを含む微細な炭化物がＷＣ相
表面に析出している場合も含む。また、本発明の立方晶化合物相は、超硬合金全体に対し
て３重量％を超えて多く含まれると強度が低下することから、立方晶化合物相の含有量は
３重量％以下が好ましい。
【０００８】
　本発明の超硬合金の硬質相の平均粒径は０．１～０．７μｍが好ましい。硬質相の平均
粒径を測定するため、超硬合金の断面を鏡面仕上げして、走査型電子顕微鏡を用いて１万
倍の超硬合金の断面組織写真を撮影する。得られた断面組織写真上に任意の直線を描き、
その直線にヒットされる単位長さ当たりの硬質相の数をＮＬとし、任意の単位面積内に含
まれる硬質相の数をＮＳとする。硬質相の平均粒径ｄｍは、次のＦｕｌｌｍａｎの式を用
いて測定することができる。
　ｄｍ＝（４／π）×（ＮＬ／ＮＳ）
【０００９】
　硬質相の平均粒径が０．１μｍ未満になると超硬合金の異常粒成長の抑制が難しく、硬
質相の平均粒径が０．７μｍを超えて大きくなると、超硬合金の硬さは低下し耐摩耗性を
保持しにくいので０．１～０．７μｍの範囲が好ましい。その中でも硬質相の平均粒径が
０．１～０．４μｍであると、硬さが高く靱性が低いのでさらに好ましい。
【００１０】
　本発明の結合相は、ＣｏおよびＮｉの少なくとも１種を主成分とする。具体的には、Ｃ
ｏ、Ｎｉ、Ｃｏ－Ｎｉ合金およびこれらに周期律表４ａ、５ａ、６ａ族元素、炭素、窒素
の中から選ばれた少なくとも１種が０．１～２０重量％固溶した合金を挙げることができ
る。
【００１１】
　本発明の超硬合金は、Ｃｒを含有させると超硬合金の靭性が向上しＷＣ相の粒成長を抑
制して超硬合金の硬さを高くするため好ましい。またＣｒを含有させると超硬合金の耐食
性が向上する。その中でも、Ｃｒを超硬合金全体に対して０．１～１．５重量％添加させ
るとさらに好ましい。これは、Ｃｒの添加量が０．１重量％以上にすると超硬合金の靱性
が向上し、１．５重量％を超えて多くすると粗大なＣｒの炭化物が析出し、超硬合金の強
度を低下させるためである。
【００１２】
　本発明の超硬合金は、Ｖを含有させるとＷＣ相の粒成長を抑制して超硬合金の硬さを高
くするため好ましい。その中でも、Ｖを超硬合金全体に対して０．０５～０．５重量％添
加させるとさらに好ましい。これは、Ｖの添加量を０．０５重量％以上にするとＷＣ相の
粒成長を抑制する効果が顕著になり、０．５重量％を超えて多くすると超硬合金の強度を
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低下させるためである。
【００１３】
　本発明の超硬合金は結合相が均一に分散していることを特徴とする。本発明において結
合相が均一に分散するとは、結合相の厚さ（平均自由行路）のバラツキが少ないことと、
結合相プールが少ないことをいう。結合相が均一に分散していることは、断面組織におけ
る単位面積に占める結合相の面積率を測定し、面積率の標準偏差を求めることによって把
握できる。具体的には、図１のように超硬合金の断面組織写真を硬質相の平均粒径の５倍
の長さを一辺とした正方形に分割し、画像解析装置などを用いて正方形の単位面積に占め
る結合相の面積率を測定し、その標準偏差を求めるとよい。結合相の面積率は１００箇所
以上を測定すると精度が高くなるので好ましく、実用的には１３０～１８０箇所を測定す
ると好ましい。
【００１４】
　結合相の面積率を測定するための単位面積を、硬質相の平均粒径の５倍を１辺とする正
方形の面積としたのは、正方形の１辺が硬質相の平均粒径の５倍未満では、正方形に含ま
れる硬質相の粒子数が少なく、結合相の面積率のバラツキが大きくなるためであり、正方
形の１辺が硬質相の平均粒径の５倍を超えると、結合相の面積率が平均化され、結合相の
厚さのバラツキや硬質相の平均粒径の数倍の大きさを持つ結合相プールの存在が、結合相
の面積率の標準偏差に現れないためである。結合相の面積率の標準偏差が小さいほど、結
合相が均一に分散していることを示し、超硬合金の硬さと靱性を高くすることができる。
【００１５】
　本発明の超硬合金の断面組織における硬質相の平均粒径の５倍を１辺とする正方形の単
位面積に占める結合相の面積率を測定すると、結合相の面積率の平均値は６～１７面積％
、その標準偏差は３．５面積％以下を示す。結合相の面積率の標準偏差が３．５面積％を
超えて大きくなると硬さと靱性を高くすることができず十分な性能を維持できない。また
、結合相の面積率の平均値は６面積％未満になるように結合相量を少なくすると靭性が低
下し、結合相の面積率の平均値は１７面積％を超えるように結合相量を多くすると耐摩耗
性が低下する。
【００１６】
　本発明の超硬合金の断面組織における個々の結合相の面積、すなわち、図２のように硬
質相に囲まれた結合相の面積を測定したとき、結合相の面積の平均値に結合相の面積の標
準偏差の３倍を加えた値以上の面積を持つ結合相を結合相プールと呼ぶことにする。結合
相プールの概念図を図３に示す。このような結合相プールが存在すると、結合相プール以
外の部分において結合相が少なくなり超硬合金の靱性が低下する。したがって結合相プー
ルが少ないほど靱性は高くなる。結合相の面積の平均値に結合相の面積の標準偏差の３倍
の値を加えた値よりも大きい面積を持つ結合相の面積の合計が、結合相の面積の合計に対
して２０面積％以下であると、靱性がさらに向上するため好ましい。２０，０００箇所以
上の結合相の面積を測定すると、結合相の面積を精度が良く測定できるので好ましく、実
用的には２５，０００～３５，０００箇所を測定すると好ましい。
【００１７】
　本発明の超硬合金は保磁力が３０～４３ｋＡ／ｍであると耐折損性と耐摩耗性のバラン
スがよく、さらに硬質相の粒径が０．１μｍ未満である硬質相の粒子数は、硬質相の粒子
数の合計に対して１０％以下であると、結合相の分布はより均一となり性能も向上するた
め、好ましい。ここで、硬質相の粒径とは、硬質相の最大長と最小長の平均値を意味した
もので、Ｆｕｌｌｍａｎの式を用いて算出する硬質相の平均粒径とは異なる。硬質相の粒
径は、走査型電子顕微鏡を用いて鏡面仕上げした超硬合金の断面組織を１万倍で写真撮影
し、その断面組織写真から測定することができる。
【００１８】
　超硬合金中に含まれる微小な硬質相の粒子は、超硬合金組織中で凝集しやすい傾向があ
る。そのため、微小な硬質相の粒子が凝集した領域では、結合相量が局部的に少なくなる
。粒径が０．１μｍ未満の硬質相の粒子数が１０％を超えて多くなると、結合相厚さの均
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一性が低下する。粒径０．１μｍ未満の硬質相の粒子数を１０％以下にするためには、微
細で均一な粒径のＷＣ粉末を使用し、混合粉砕時間を短時間にするとよい。
【００１９】
　本発明の超硬合金は硬さおよび靱性が高く、優れた耐摩耗性と優れた耐チッピング性を
示す。本発明の超硬合金の用途としては切削工具が好ましい。その中でも本発明の超硬合
金は抗折力が高く耐折損性に優れるため、穴あけ工具として用いられるとさらに好ましく
、その中でもプリント基板穴あけ工具として用いられるとさらに好ましい。
【００２０】
　本発明の超硬合金の製造方法は、フィッシャー法による平均粒径０．１～１．０μｍの
Ｃｏ粉末およびＮｉ粉末の少なくとも１種を原料粉末として使用することを特徴とする。
具体的には、硬質相形成粉末と平均粒径０．１～１．０μｍのＣｏ粉末およびＮｉ粉末の
少なくとも１種からなる結合相形成粉末とを混合し粉砕して混合物を得る工程、得られた
混合物を成形する工程、成形した混合物を焼結炉で室温から焼結温度まで昇温する工程、
混合物を焼結温度で保持する工程、混合物を焼結温度から室温まで冷却する工程を経て本
発明の超硬合金を製造することができる。
【００２１】
　原料粉末のＣｏ粉末およびＮｉ粉末の平均粒径を０．１～１．０μｍとしたのは、０．
１μｍ未満では凝集しやすく、１．０μｍを超えて大きくなると結合相が分散しにくく結
合相プールを形成しやすいためである。なお、平均粒径０．１～１．０μｍのＣｏ粉末、
Ｎｉ粉末を用いるとＣｏ粉末、Ｎｉ粉末の比表面積の増加により吸着酸素量が増加し、焼
結過程で超硬合金内部からのガス発生量が増加する。超硬合金内部におけるガス発生量が
増加すると結合相は不均一に分散しやすくなる。焼結時の結合相の不均一性を減らすため
には発生したガスを十分に外部に取り除くと好ましい。例えば、混合物を焼結温度で保持
する工程において、酸素に対するゲッター効果（酸素を吸着する効果）の高い金属Ｚｒ板
で混合物を囲むと結合相の分散の均一性が高まるので、好ましい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の超硬合金は、結合相が均一に分散しているため、硬さおよび靱性が高く、優れ
た耐摩耗性と優れた耐チッピング性を示す。本発明の超硬合金の製造方法により、結合相
が均一に分散した本発明の超硬合金が得られる。
【実施例１】
【００２３】
　市販されている、平均粒径（フィッシャー法）０．５μｍのＷＣ粉末と、平均粒径（フ
ィッシャー法）２μｍのＣｒ3Ｃ2粉末と、平均粒径（フィッシャー法）１．５μｍのＶＣ
粉末と、平均粒径（フィッシャー法）０．６μｍ、０，７μｍ、１．５μｍのＣｏおよび
Ｎｉの各粉末とを用意した。これらの原料粉末を用いて表１に示す組成となるように秤量
して、ステンレス製ポットに溶媒と超硬ボールとともに挿入し混合粉砕した後、乾燥して
混合物を得た。なお、超硬合金の炭素量の調整には市販のＷ粉末及びＣ粉末を使用した。
得られた混合物をプレス成形した。プレス成形した混合物を焼結炉に入れて温度１４００
℃にて真空焼結した後、連続してＨＩＰ処理を行った。なお、発明品のうちＡ，Ｂについ
ては酸素に対するゲッター効果の高い金属Ｚｒ板で試料を囲み、試料内部からのガス発生
を抑制しながら真空焼結した。
【００２４】
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【表１】

【００２５】
　走査型電子顕微鏡を用いて発明品および比較品の断面組織を観察したところ、いずれも
ＷＣ相からなる硬質相と、Ｃｏ、Ｎｉを主成分とする結合相とからなる超硬合金であった
。
【００２６】
　超硬合金Ａ～Ｆの断面組織を１万倍に拡大した写真からＦｕｌｌｍａｎの式を用いてＷ
Ｃ相の平均粒径を測定した。各超硬合金のＷＣ相の平均粒径は０．３μｍであった。それ
ぞれの超硬合金について、断面組織写真上でＷＣ相の平均粒径の５倍である１．５μｍを
一辺とする正方形に分割し、正方形のマス目毎に結合相の占める面積率を１６０箇所測定
し、結合相の面積率の標準偏差を求めた。各超硬合金の硬さ、ＩＦ法により破壊靱性値（
Ｋ１Ｃ）を測定し、さらに超硬工具協会規格ＣＩＳ０２６（超硬合金の曲げ強さ（抗折力
）試験方法）に記載された方法により超硬合金の抗折力を測定した。これらの結果を表２
に示した。
【００２７】

【表２】

【００２８】
　超硬合金Ａと超硬合金Ｄの結合相の面積率分布を、図４と図５に示す。超硬合金Ａは超
硬合金Ｄに比較して結合相の分布が均一であることがわかる。
【００２９】
　実施例１の超硬合金Ａ～Ｆの断面組織を走査型電子顕微鏡を用いて１万倍に拡大して写
真撮影した。得られた断面組織写真から硬質相に囲まれた結合相の面積を３３，０００箇
所測定した。測定して得られた結合相の面積の平均値とその標準偏差を表３に示した。さ
らに、測定した結合相の面積の合計に対する結合相の面積の平均値に結合相の面積の標準
偏差の３倍を加えた値以上を示す結合相の面積の合計の割合（面積％）を算出した。その
値を表３に示した。
【００３０】
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【表３】

【００３１】
　表２から発明品は比較品よりも抗折力が高いことが分かる。また、表２から、超硬合金
Ａと超硬合金Ｄの硬さは同等であるが、超硬合金Ａは超硬合金Ｄよりも破壊靱性値が高く
、抗折力が高いことが分かる。
【実施例２】
【００３２】
　超硬合金Ａ～Ｆをドリル径φ０．３ｍｍのプリント基板穴あけ工具形状に加工して、下
記の穴あけ試験条件による性能評価を行った。
【００３３】
［穴あけ試験条件］
　被削材：樹脂基板材料ＦＲ４の６層板（厚さ１．６ｍｍ）を３枚重ねしたもの
　回転数：１６０ｋｒｐｍ
　送り：２．４ｍ／ｍｉｎ
【００３４】

【表４】

【００３５】
　表４から発明品は比較品よりも刃先摩耗量が少なく平均穴あけ数が多いことが分かる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】単位面積に占める結合相の面積率を測定するときの概念図
【図２】結合相の面積を測定するときの概念図
【図３】結合相プールの概念図



(8) JP 2009-24214 A 2009.2.5

【図４】超硬合金Ａ（発明品）における結合相の面積率分布を示す。
【図５】超硬合金Ｄ（比較品）における結合相の面積率分布を示す。
【符号の説明】
【００３７】
　１…結合相
　２…硬質相
　３…硬質相の平均粒径
　４…結合相プール

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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