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ろう付の際に，レーザを加熱源として用いるレーザプ

クスと組み合わせる材料として優れた特徴を持つ

レージング7）・8）は，これまでセラミックス／金属接合に

WC−Co系超硬合金（ISO使用分類KlO相当材93〜95

多用されてきた炉中での加熱を必要とせず，局所的な短

mass％WC＿4〜5mass％ColOmmxlOmmx2mmt，接

時間加熱が可能であり，長時間の加熱によって劣化する

合面をSBC＃140にて加工）を使用した。供試材料の詳

母材のろう付への適用が可能となる特徴を持つ。

細を表1に示す。

したがって，この手法はダイヤモンドと金属の接合に

Ag−Cu−Ti合金ろう材には，市販の活性ろう材（Ti添

有効であると考えられる。しかしながら，これまでの研

加率1．68％）を用いた。ろう材の厚さは0．1mmとした。

究は主に高真空雰囲気を用いたものであり，接合プロセ

なお，AgとCuの調合比率は共晶組成となっている。使

スが特殊なものになるとともに，コストアップの要因と

なっていた。そこで筆者らは．多品種少量生産に対応し

用したろう材を表2に示す。
ベース材である超硬合金と単結晶ダイヤモンドとの間

た水冷不要かつ高真空排気不要な小型チャンバーによる

にろう材を挟み，真空排気後，Ar雰囲気中にてろう付

セラミックス／金属接合プロセスの研究開発を進めて

を行い，試料を作製した。

きた9）〜15）。

2．2 接合方法および装置の概要

本稿では，このプロセスを用いた単結晶ダイヤモンド

図1に，試料作製状況の模式図を示す。試料は直径

と金属の接合研究事例11）について解説する。

2

使用材料，接合方法および装置
の概要

100mmの真空チャンバーの中にセットする。試料上面

は透明石英ガラス板で覆われている。この透明石英ガラ

スは試料を固定する機能も兼ねている。試料固定のた
め，接合界面に対して1．2MPaの加圧を行った。試料を

2．1使用材料

真空チャンバー内部にセット後，ろう村中に含まれる活

実験材料として利用可能なダイヤモンドには，天然ダ

性金属であるTiの酸化を防ぐため，真空チャンバー内を

イヤモンドと人工ダイヤモンドの2種類がある。天然ダ

10−1pa以下に排気し，純度99．999％のArガスにより置換

イヤモンドには不純物・内部欠陥やひずみを含むものが

するサイクルを最低3回繰り返した後，ろう付を行っ

多いことから，今回は品質の安定した人工単結晶ダイヤ

た。なお，供試材料はあらかじめアセトン中で10分間超

モンドとして，住友電気工業株式会社製合成単結晶ダイ

音波洗浄後 乾燥してから実験に用いた。

ヤモンドIb型4），5）（4mmx4mmx2mmt）を使用した。

接合面には，Rα＝15nmの（100）面を用いることとし

た。接合部材の表面租さは，ろう付特性，とりわけ接合

強度に大きく影響し，ある程度の租さで接合強度最大値

Glassabeミ5。′IJaSerbeam
Beanユhead

Singlecrystal

Laserradiation
aj：ea

diamOnd

etalsubstrateplate

を示す。今回の事例では，ダイヤモンドとろう材の接合

界面評価に重点を置いたことから，鏡面状態に研磨した
ものを接合面に用いている。

金属材科には，低熱膨張かつ高剛性であり，セラミッ

Chamber

plate
Ag・Cu−Ti

表1

brazemetal Stage

供試材料の特性

図1
（mass％） Bendstrengthat
roomtemperature （MPa）
Material COmpOSition
Nominal

（×103kg／m3）
Density

WC：94． Co：6

32000

14．9

レーザプレージングの模式図

（mm）
Size

表3
Tungsten Carbide

Specimen

レーザプレージング条件

10＊10＊2

PulsedYAGAverageOutput（kW）
Single Crystal Diamond

C＞99．99

−

3．515

4ネ4＊2

0．134

PulsedYAGwavelength（nm）

1064

CWIJDOutput（kW）

0．02

CWLDwavelength（nm）

808

Pulsefrequency（Hz）

表2

100

供試ろう材
（2nds

Scanningspeed（mm／S）

de）

1．0

（lStside）

0．6

（3rdside）−

1．0

（4抽side）

1．0

Laserbeamdiameter（mm）

0．5

溶

接

技

術

gg

tへユG葦マ賢敏葦裡也ユキ封や碑裾等部開封韮α烏艦首
部樽顎 諸芸 〇㌢卓立箇葦年季藤島蘭留笥闇α帽軌 q

葦封軌如障購射拍絹代糟粕巧埠偲□出払嘗胆葦郡安

吉日9卓SLC三
1り・∠乙□∠畢貰砂型革〇〇一〇仙び中、多く仁一1乙ムー1

己区

（〇台S）uu址

89

0⊆

0ケ

0g

OZ

OL

O

ムー1 引立与教官しへ肘孝筆圭早着￥、へ財孝軸岩波0㌢
管立並国利苛つ9本涛鴨孝都￥帽′岩αユt Gニ

4−ム
0

0

ケ

ひ値軌 q呼よせα苗姫葦雲散岸里与上り若里二日嘗胆卜 羊封
一

0

0

風評

e

尋敏也・捗を94頭

V

0

9

n

t

0

エ

0

窟∃POratUrO︵K︶

α㌢宅立置教理都￥kQ姫埠

召卓也三関一難止む閣漱尋常・
0⊂・封キ渕 砲割り〉＝ウ1苛蕃沌鼻怨む〃−ムユ
諦工α常雄 与埠てこ管葦マ鞘也沌婁顎誌工α＼ノ記砺イ
′妄イ′与t字面；両手√ゝ′097呈才筆壬尋安葦唯旦芋ウ二つ
首二FJく壬ふ′∠管岩音91宰宝等潜さ寧恥第97二つ封渚シ凶

軸苦習さ撃

切￥抄を

00t彰土嚢憾岬

0㌢明宝醇戟ユ革製￥Ⅹ00膵立億

q葦二つHEA9立刀別個SZ彰土嚢礎叩

判

＝沌日剥菅〇㌢智之雛也さ 即座樫＼′要事蟄営舎富市 q

智之凶制覇才幹催肺沌凶軸礎岬判ユ旭塵芳1杉野回右
上警蔓′著ユ凶軸葛・

ム＼′甘口〃 し 肘孝料簡㌍様段 7苫脚む等華媚7ヰ
〇二￥、へ財孝睾勒墨筆呈評 引二つ等瞳α製哩娼
尋葦に†詔う葦妙進也制掌峯α些歯早葦とα煙害呈￥1活動

考量甘さ寧醇顔亡へ賢二拍吏

9Ⅵ責苛茎・許 ユ劇官主￠轟唯礎叩引￥堂塔叩適智97二つ

召卓也ユマニヰ古勘考嘗筆QJVケ甘彰土嚢壕岬 判る魯

明宝離車重軍 中耳むご Oc・封孝職劫り卓中頭年翌革儲

〇㌢葦マ

091字音獣謝三年恕皆語数9、へユ

ムー1

ン1才7−4一コイ普一年㌢明宝財夢二り感毒草

畢謝孝堕等致蟄／年蟄碁観・
0㌢葦マ召鼻血主宰評判単量若手射苔掌二や971Y⊂∠くこく

妄 1どこYをα盈苛 1声音恥勧駄寧賢碧雷憲 ユ仁君
0㌢葦マ董辿主宰掛諜戟平 申￥、へ章句主宰丁さ学事部羊ウ対日

−ゝ′左り竜宮机摘珊債酌踊仰葦‖沌個与1ほ
閻町炉卸別封蛸掌

や時犯せ09卓上駄￠憾叩ユ凶軸萄

勺t寧苛つ巧星二つ鼻キ憾叩孝嘗胆考量冊立＝礎叩始留

／19与呼軸申出磁叩

ユ墾筆頭与著ユり財孝等非陀f二∠イ

沌㌢りユG身ユ1苫囲；押u

尊書響αJV￥1肘掛二つ軍室Yg

α切な、．〉盟孝郡現エα車座 を 引立瞳童弦0㌢管ユヨ早

良沌マ二㌢ヰ宣逐二割凶等ユー（ユニ劫等脂顔 ユマ畔
〇㌢智之∃卓也等マ二㌢土樽
叩ユ羊等暫裡車個を官立苛諺億Ol （っ了ニウマ二㌢阜亘孝

孝（長考娘ヨ革革

笥繁華芋）封等革￥を制等躇邑旨 ユ

キ年号ニウ泰等習手数冒さy′ヰ棟梁

今立14閏制等なり

財回与09tへユG身ユ1宰罫孝制等革宰二つ追う革労等躇
箆旨α誼一一1

蔓延三年勧賞戟）Fユ14ゝ′イこ・

〇㌢

ら79阜習冬営ユ1警尊蕗等胃に凶9本尉l

孝固尉α」く壬ふ′∠管聖青む彰UuUu予

￥

ユ睾与り肘立言1ニ立筆

筆尋着

引立他車車
0倖l㌢lへエコ寄

浮華回申拍罷＼レ q葦マ茎延長年製豊舟をウ由感葦掛筆立

華劫αス葦頭等固望聖賢写り財孝肇平を劇毒￥望む−∠
一幸ed卜Ot〜edgrOt

主字書等署をα考課Ⅹ091割；つ臨む哩￥等与範寄切封軍塵を
ウ

皆等制早さ￥、へ肘与野専制型二つ朋妄恥切々葦A Jつ ！エ

茎立浮動器等滑毒草葦華劫・
〇才・苫＝⊥田寺

￥1速射孝雄筆致

√rlrα尋魯

く壬ん′∠管繋青む革製

獅御の字半熟

L■C

罫馳創耶相和睡マ翳湘唆

C

O㌢tへユ1才等畢媚7尊卑尉￥G瞳ユ金型湛早

ウマ埋草等号謹啓 与埠マ二号睾宝塔顎婚儀α塾′晋 （ク
等ユ1宴轟二つ暫早棟梁羊1埋草寄与範評 尊卑 0号りユ1
＝圧で官 立菩脚孝等習砂型葦導管寄与塾評 し 財孝郎
整頓

￥羊

0㌢＼へユ〇号マ労等97評孝冒裡主宰泌亭羊‡段

をウユ轡軸土嚢苛卯年 （Hq智之やα㌢ヰ受払年若等習伽
等致HO拍ユ￥啓隼ユしへ洋二闇軸α1半身仁へ 一引ユ1凶二つ

毀碁笥部仏軍f製糖を9
孝明宰射

0ヰ些二ほ図孝仰′∠エロ∠礎畔

二つC筆写劫等葦階蒙

○￥G身孝謝葦ユ1凄賢

専制等葦賢哲うー寧卓也等草津純旨さ勧学隼田Jトー1αケ封
引ユしへGニウ制等躇凌首○￥G身＝咤794尉一孝固尉α

。99ユ1撞こう塾晋0つつ瓜ユ1寧孝塾Y妄g尊堂髄賢

割ユ覇業姻γ碑 切な〉剖孝最渚む、封準媚7耳管了こう

」く壬み′∠管翳唐芋津純首αふ−10：ソ1躇鮎立寄専心

着￥1苫脾ユり財孝等詔軍事豊野α繋丁孝封年型￥Ⅵ与
恕哩尋牽0￥1響葦ユニ勅封等

叫Uu／uuS■0」一刀と」

判

詐正一10㌢智之u叩／19封書軍HL＃JVα由舟をセ

特集
はTiの濃度がほぼ0に近くなったあたりから濃度が増

3．2

加していた。Tiは接合界面にのみ濃化した領域が2〜3

継手性質

〟m程度の厚さで観察され，ろう材の母材部分にはほと
んど存在していない。

3．2．1断面観察結果

図3に接合試料の断面観察結果を示す。a）の光学顕

図4f）は，b），d）．e）の観察領域におけるC，Cu，

微鏡像の点線部分を切断した断面をb）に示す。C）は，

Tiそれぞれの線分析結果である。なお，線分析における

低倍のSEM写真である。単結晶ダイヤモンド／ろう材界

濃度は，面分析の濃度を平均して算出している。接合界

面は非常に平滑であるとともに隙間なくろう材が密着し

面においてCの濃度が急激に低下するとともにTiの濃度

ていることや，単結晶ダイヤモンド側面のすみ内部のろ

が急激に増加し．Cの濃度がほぼ0となった領域でTi濃

う材形状から，単結晶ダイヤモンドとろう材のぬれ性が

度が最大値を示し．その後急激に減少していた。Ti濃度

良好であることがわかる。また，超硬合金とろう材の接

最高値は．接合界面から1JJm弱の領域で得られた。Cu

合界面も同じく密着しており，ボイド等は観察されな

は，接合界面から少し離れた部分から濃度が高くなって

かった。単結晶ダイヤモンドの切断面には，切断時に生

いた。Cu濃度の最高値は，Ti濃度のそれと比較してろ

じたピット状の加工痕が残っているものの，接合界面へ

う材母材側に位置しており，その後，接合界面から離れ

の影響はパフ研磨後の観察に影響がない程度に抑えられ

るに従って濃度が減少していた。しかし．Ti濃度がほぼ

ている。

0になったあたりから，ろう材母材部分にかけて一定の

図4に，単結晶ダイヤモンド／ろう材界面のEPMA

濃度を保っていた。

による面分析および線分析結果を示す。a）は，図3の

図5は，図4に示すC．CuおよびTiの分布を重ねて表

単結晶ダイヤモンド／ろう材界面を拡大したSEM写真で

示した面分析結果である。接合界面に沿って，サブミク

ある。b）〜e）は，それぞれa）の領域におけるC，Ag．

Cu及びTiの面分析結果である。接合界面へのTiの層状
の分布や，Tiの存在領域へのCの重なりがわかる。Ag
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部分もある。そのため，時間軸やろう材中のTi濃度と界

面反応層の相関を含めた観点で接合に関する現象をさら
に整理していく必要がある。

twofoldhardnessincreasesforsomeallermetals WeldJ1980：

59（10）：267．S−277．S．
8）saidaK，SongW，NishimotoK．Laserbrazingphenomenaof
heat−reSistantalloyswithpreciousbrazingallermetals．Mater

また，ろう付部の強度は，母材の表面租さにも影響を
受ける。今回紹介した事例では，界面反応層の構造を明
らかにすることを主目的として平滑面を接合面に用いた
が，接合強度の観点からは，今回の事例よりも粗い面も
含めた形での影響評価が望まれる16）。

実用面からの展望としては，今回よりもさらに短い数

秒程度での加熱・接合の実現が期待される。これには，
高出力レーザ光源が必要となるものの，近年のレーザ光

源の高出力化，量産効果による価格低減傾向から，容易
に実現可能であると考えられる。
本技術が，セラミックスと金属を使用したマルチマテ
リアル実用化の一助となれば幸いである。

SciFor2007；539／543：4053−8．
9）SechiY．TakezakiA．Matsumoto T，Tsumura T，Nakata K．
Composltion Dependence of Titaniumin Silver−Copper−

Titanium Alloy Braze on Disslmilar Laser Brazing ofBoron
Nltrlde CeramlCS and Cemented Carbide，Mat Trans2009：50
（6）：1294−9．
10）SechiY，Tsumura T，Nakata K．Dissimilarlaser brazlng Of

boronnitrideandtungstencarbide．MatDes2010；31（4）：

2071−7．
11）SechiY，NakataKDissimilarlaserbrazingofsinglecrystal
diamond and tungstencarbide．TransJWRI2010；39（2）：
340−2．
12）Nagatsuka K．Sechl Y，Nakata K．DISSimilar joint

characteristicsofSICandWC−Coalloybylaserbrazing．JPhy

ConfSer2012，379：012047．
13）Nagatsuka K，Sechi Y，Miyamoto Y，Nakata K，
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