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1.は じめに

一般的に,セ ラミックスは高融点で硬 くもろい難加工

性材料であり,共有結合やイオン結合によって構成 され ,

構造材料や機能 ll■ |と して用いられる
1)。  一方,金属は

その名の とお り金属結合により構成 され,延性や展性に

富む。そこで魅力的な性質を示すセラミックスを金属材

料 と接合 。一体化することでその特徴を生かしつつ,そ

れぞれの素材が単一材半斗では実現できないような優れた

特性をもつ高機能部材の作製が可能 となる
J'3)。

一方,セ ラミックスと金属は,脆性・延性や熱膨張係

数,電気伝導性等の性質が大きく異なるため,そ の接合

は本に竹を継 く
゛
ような困難さがある。例えば溶接の適用

は困難であ り,機械的締結 も広範囲への適用は実現でき

ていない。焼き嵌めや鋳 く
゛
るみ (心材の周 りに高温溶融

状態の金属を流 し込み,一体化する方法)な どもあるも

のの,適用形状には制限がある。

ろう付法は,接合する部材 (母材)よ りも融点の低い

合金 (ろ う)を 溶か して接合材 として用いることにより,

母材を溶融することな く,複数の部材を接合させ る方法

である。この技術は,ほかの方法では接合困難な材料や

形状に適 し,機械的締結よりも高精度な接合が可能であ

る。このろう付を用いてセラミックスと金属を接合する

には,金属 とのぬ″ピ1生 の悪いセラミックス表面を改質す

る必要がある・
.5)。

そこで,セ ラミックス表面をメタラ

イズによりあらか じめ改質 し,金属 と同等のぬれ性を付

与 した後,大気中で使用可能な金属ろう材を使用する場

合が多い。 ところが, この方法では工程が複雑 とな り,

製造 コス ト増加が問題 となる。一方,Tiな どの活性金

属を添加 したろう材 (活性金属ろう材)を 用いると,ろ

う付時の加熱溶融工程において,セ ラミックス表面をろ

う材中の「『 iで改質で きる。 この場合,複雑なメタライ

ズエ程の省略が lll能 である一方,活性金属の酸化抑制の

ために10 3Pa程度の高真空や還元雰囲気が必要 とな り,

大型炉内での長時間加熱 (炉中ろう付)が一般的に用い

られている。これは,一般的にセラミックスが金属 と比

べて高価であることから,大量生産によるコス ト低減を

企図 して行われているものである。

近年の製造工程では,多品種少量生産,短納期が求め

られてお り,セ ラミックスと金属の接合部品においても

同様である。特に,非常に高価な高純度の立方晶窒化ホ

ウ素 (c BN)6)ゃ 単結晶ダイヤモン ドな どを用いた高

精度切削工具などでは,そ の傾向が強い。一方,従来の

長時間の炉中ろう付は,製造 コス ト増大や短納期対応が

難 しいなど工程 上のボ トルネックとなっている。そのた

め,セ ラミックスと金属の接合においても多品種少量生

産に適 したプロセスの確 1ヽが必要 とされている.

ろう付の際にレーザーを加熱源 として用いるレーザー

ブレージングは,局所的な短時間加熱
つ～9)を

実現でき,

長時間の加熱によって劣化する母材に対するろう付適用

が可能 となる特徴をもつ。そこで,われわれはレーザー

ブレージング法をセラミックス/金属接合プロセスに適

用 し,小型部品の多品種少量生産に対応 した水冷不要か

つ高真空排気不要な小型チャンバーによる異種材料接合

の確立を日的 として研究を行つている。

プロセス開発 に際 しては,セ ラミックスとして液体金

属 に対 してぬれに くい特徴 をもつ六方晶窒化ホウ素
6)

(h一 BN)を用いて先行評価を行い,サ イアロン (SAЮ N:

せち よしひさ,ながつか きみあき,つ かもと まさひろ,な かた かずひろ
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図1 試料作製状況の模式図Ю)

伸̈

窒化ケイ素 (Si3N4)に アル ミナ (A1203)が固溶 した酸

窒化物)や炭化ケイ素 (SiC)な どへの応用展開を図った。

また,金属材料 としては,低熱膨張かつ高剛性で,セ ラ

ミックスの本H手材 として優れた特徴をもつ超硬合金を用

いた。本稿では, これらの接合事例について紹介する。

2.接 合方法および装置の特徴

2.1.接合方法

図 1に , レーザーブレージング装置の模式図を示す
1°

t

また,供試材料を表 1に示す
1°

。なお,ろ う材には活性

材 として代表的なTiを合有する厚さ01 mmの板状活性

金属ろう材を用い,ろ う材の主成分には最 も 一般的に用

いられ るろう材であるAg― cu共 品組成 を用 いた。ベー

ス材である超硬合金 とセラミックス との間にろう材を挟

み,真空排気後にAr雰囲気中にて,ろ う付を行った。

試料は直径 100 mm φの真空チャンバーの中にセットさ

れる。試料上面は, レーザー透過機能 と試料固定機能 も

兼ねる透明石英ガラス板で覆われている。

ろう材中の活性材であるTiは酸化 しやすいため,加

熱前の段階でチャンバー内の酸素を取 り除 く必要があ

る。具体的には, ロータリーポンプなどによる真空排気

後Arガス置換する方法や,チ ャンバーの内容積に対 し

て十分に多い量のArガ スを流 して排気装置そのものを

省略する方法などがある。詳細条件を表 2に 示す
1°

。ま

た,熱電対を用い,超硬合金裏面の温度をモニター可能

である。

2.2.装置の特徴

従来法 と本技術を比較 した場合の長所を,以 下に記す。

(1)高真空排気 (油拡散ポンプやターボ分子ポンプな

ど)が不要=装置コス トの低減

表1 供試材料の特性
n,

材料 組成 (m ass%)
室温での曲げ強度

(MPa)
密度 (x103 kg/m3) 相対密度 (%) 試料寸法 (mm)

超硬合金 WC:94,Co:6 32000 149 10*10*2

h―BN h― BN>99993 325 193 825 5*5*35

サイアロン Si3N4>9° 980 323 >999 5*5*35

SiC SiC>99 100 265 830 5*5*35
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表2 レーザーブレージング条件
い

'

Puised YAG平均出力 (kW) 0134

Pulsed YAGレーザー波長 (nm) 1064

CW半導体レーザー出力 (kW) 002

CW半導体レーザー波長 (nm) 808

周波数 (Hz) 100

走査速度
(mm/s)

(lSt run) 06

(2nd run) 10

(3「
d run) 10

(4th run) 10

レーザー照射径 (mm) 05

(2)部 分ろう付可能 =消費電力/環境負荷の低減,環境

に優 しいプロセス

0短 時間で接合完了=工程短縮

14)コ ンパク トで水冷設備が不要 =装置コス トの低減

(5)自 動化が容易=イ ンライン化が可能

(6)界面反応層の厚膜化を抑制 =強度低下の回避

0セ ラミックス素材の材質劣化抑制 =母材の特性維持

(8)接 合部分の確認が容易=接合状況の可視化が可能

(9)ろ う材組成の多様化 nI能 =溶 け分かれが発生 しや

すいろう材組成でも適用可能

このように,短時間で必要な部分のみ局所加熱を行 う

ことで,水冷を行わない小型チャンバーであっても,問

題な くセラミックス/金属の異材接合を実現できる
11)。

こ

れは,人熱が効率よく試料加熱に用いられるためである。

図 2に示す温度プロファイルでは,1辺日の加熱開始時

から4辺 目の加熱終 了時まで温度はほぼ一定に上昇 した

後,急速に冷却され,加熱終了後 100秒で 400K以 下 と

なった。このように,数時間の工程 となる従来の炉中ろ

う付 と比べ,短時間での接合を実現 した。

なお,ろ う材領域の面内温度分布に関しては,加熱終了

時でも最大40K程度の温度差が存在するのみであり
121

ろう材全体が融点を超える条件 となっている。
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図 2 レーザーブレージング中の超使合金裏面の温度ファイル m,

今回紹介する事例では,試料形状に最適な条件 として

セラミックスの周囲の超硬合金に対して一月するように

レーザー照射を行っており,超硬合金基板全体が加熱さ

れ,熱伝達によってろう材とセラミックスが加熱され,

ろう材が溶融する。この際,適切なデフォーカスを行う

ことで効率的な加熱を実現している。

また,今回用いた条件以外でも,試料サイズや日標温

度などに合わせ,照射条件や走査条件を変更することに

より, より短時間 (数秒～ 10秒程度)での加熱や部分

的な加熱も,可能 となる。加えて,Ar流量を増加するこ

とでより短時間で冷却することも可能となる。さらに
,

使用するレーザーに対する吸収率の高いセラミックスに

対しては,直接の照射も有効である。また,光源の出力

によっては,フ ァイバーレーザー単独や半辱体レーザー

単独などの光源を用いた加熱も可能である。

3.代表的な接合事例

3.1.h…BN/ろ う材界面の構造

図3に ,h― BN/ろ う材界面の電子プローブマイクロア

ナライザー (EPMA)に よる面分析結果を示す
1°

。ろう

材中に含有されるTiが,接合界面よりもh―BN側 に人 り

込んで偏析 していることが確認された.こ れは,h― BN
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(a)SEM image

の表面の微細な開気子L部分にまで溶融 したろう材が入 り

込んでセラミックス と反応 したことを示す と考えられ

る。したがって,ろ う材 とぬれにくいh―BNに おいても,

ろう材 とのぬれ性
13)は

微細な領域において も良好であ

ると考えられる。

さらに,微細な領域でのセラミックスとろう材中のTi

との反応を明らかにするために,透過電子顕微鏡観察を

異なる種類の材料をレーザT光で接合する .

行った。図4に その結果を示す。全体で数十秒程度, ろ

う材融点以上となるのは十数秒程度の短時間加熱である

にもかかわらず,h― BNの nmオ ーダーの微細な空隙に

溶融したろう材が浸入しているc制限視野回折図形から

わかるように,接合界面に存在する界面反応層はTiN13)

であった。このように,ろ う材中のTiと 窒化物セラミッ

クスに含まれるNが反応 し, ろうA/1と セラミックスの界

獅】

図3 h―BN/Ti1 68mass%含有ろう材接合界面のEPMA面分析結果
1°

(り 制限視野回折図形

い)明視野像

Yol.41 , No.2'O plus E

図4 h BN/Ti 1 68 nlass%含 有ろう材接合界面の透過電子顕微鏡観察結果
い

'
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異なる種類の材料をレニザ■光き接合する

試料外観         接合界面の超音波顕微鏡像

図5 h BN/■ 168%含有ろう材/超硬合金接合界面の超音波顕微鏡による観察結果
Ю)

‐ｍｍ】

面にTiNが生成することで,セ ラミックスに対 してろう

材がぬオt拡がることが
‐
0き る。

3.2.超音波顕微鏡を用いた接合界面の非破壊検査

図50お よび(b)に ,h一BN/超硬合金ろう付試料の外

観および界面の超音波顕微鏡像を示す
1°

。0の 中央正

方形の自色部分はh―BN,そ の周辺の金属光沢部分は超

硬合金である。また,(b)の 中央部黒色の領域が接合界

面で溶融したろう材である。接合界面の密着性は,接合

強度に大きく影響する要素である。密着面積が大きいほ

ど接合強度が高 くなる。(b)に 示されるろう材が溶融 し

た領域には大きな欠陥がなく,h―BNと 超硬合金に挟ま

れたろう材の密着性は良好であることが明らかとなった。

3.3.サイアロン,SiCへの適用事例とせん断強度

図6お よび図7に ,そ れぞれサイアロン,SiCと ろう材

接合界面の透過電子顕微鏡観察結果を示す
1°

。Si,Nが

図6 サイアロン /Tl1 68 mass%含 有ろう網接合界面の

透過電 r顕微鏡観察結果“'

238

主成分であるサイアロンの場合にはろう材中のTiと の

反応によりTiN,Ti5Si3の界的i反応層が生成 し,炭化物セ

ラミックスであるSiCの 場合にはSiCと Tiが反応す るこ

とでTiC,Ti5Si3の 界面反応層が生成 した。 さらに,ろ う

材成分であるCuと「riの反応生成相 (Cu3Tl)と の複層構

造が生成 していた。 このように,反応層の生成状況や厚

さは構成元素 とTiの反応性の違いによって異なってくる。

さらに,反応層の生成状況はせん断強度に大きく影響

する。図 8に ,せん断強度 とろう材中のTi添加率の相関

を示す
m)。

h一BNの 場合,破壊 は接合界面近傍のh―BN

側で発生 し,平均せん断強度は65 MPaであつた。これ

は,表 1に 示すように高純度h―BNの 相対密度が低 く,

強度 も低いことに起因 し
14),母

材 よりも界面反応層の

方が高い強度を示すことが原因である。類似する特性を

示す黒鉛の場合 も同等の傾向を示 した
15)。

したがって ,

図7 SiC/1｀ 1 1 6811lass%含有ろう材接合界面の

透過電子顕微鏡観察結果
い

'

試料外観
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の低減が見込まれる。ただし,ろ う付温度が低すぎると,

Tiな どの活性成分 とセラミックス との反応が低下する

ことから,実用的な接合条件 となるように留意する必要

がある。

4。 まとめ

小型部混1の 多品種少量生産に対応 した水冷不要かつ高

真空排気不要な小型チャンバーによるセラミックス/金

属の異材 レーザーブレージングプロセスを確 アヽし,各種

材料への適用を図った。誌面の都合で割愛 したが,今回

示 したセラミックスのほかにも,黒鈴
15)ゃ

単結晶ダイ

ヤモンド (せん断強度 200 MPa以 上)18),バィンダレス

c― BN19,ア ル ミナ (A1203)や 窒化ケイ素 (Si3N4),金

属材料 としてステンレス鋼などにも適用が可能である。

詳細は参考文献を参照されたい。

また,使用ろう材に関 しても,耐熱温度の高いろう材

や今回用いたAg― cu系 よりも低温でろう付「」能なろう

材など,多 くの種類がある。ろう付の使用目的に応 じて

これらのろう材を使い分けることにより,高機能な接合

継手を実現することが可能 となる。

今回示 したセラミックスと金属の異種材料 レーザーブ

レージングの結果から,接合強度などへの継手特性に対

]40

120

]00

貧
Ｌ
Σ
）
拠
無
当
く
コ

05

Ti添加率 (mass%)

図8 ろう材中のTi添加率とせん断強度の相関
lⅢ

Ti添加率の増加に伴ってせん断強度が増大 し,界面反応

層が連続的に生成するとせん断強度が飽和する。

一方,サ イアロンやSiCの ように,セ ラミックス母材

自体の強度が高 く,Ti添加率が少ない場合,Ti添加率の

増加に従って界面反応層が連続的に形成 し,母材破断 と

なり強度が増加 した。サイアロンは0 28 1111ass%以 上 ,

SiCは 0 41 mass%以 Lの Ti添加により,レ ーザーブレー

ジングによる接合が可能 となっている。サイアロンの場

合,1'i添加率 1 68 mass%に て 120 MPa以 上のせん断強

度が得 られた。一方,Ti添加率が過剰な場合,界面反

応層 として形成されたTiC,TiN,T15Si3な どのもろい化合

物層の微小な割れやボイ ドなどの欠陥発生割合増加,熱

膨張係数差に起因する残留応力増加等が原因
1° '17)と な

り,強度は低下傾向を示 した。

また,使用するセラミックスによって,せん断強度の

最大値が異なる。 これは,前述の界面反応層の形成状況

の違いにも起因すると考えられる。そのため,使用する

セラミックスに対応 したTi添加率の最適値を見いだすこ

とが重要になる。加えて,接合界面に発生する残留応力

の低減には, ろう材の融点に大 きく影響する主成分の組

成 も重要 となる。接合部の耐熱温度に影響の無い範囲で

低温接合可能なろう材を使用することにより,残留応力
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異なる種類の材料をレーザ∵光‐で接合する

し,接合界面の構造や熱膨張係数などの接合部材の物性

が影響を与えることを明 らかにで きた。液相焼結セ ラ

ミックスのように焼結助却|の 添加率が多い場合には,結

晶粒界の助剤成分 と活性金属ろう材 との反応性について

の検討 も重要である。また,接合強度に影響する因子 と

なる,母材の表面粗 さも考慮に入れる必要がある
2い

。

実用に際 しては, これらの要因を踏まえた接合を行うこ

とにより,良好な継手が形成できる。

また,今回はエンジエアリングセラミックスの接合事

例を示 したが,電子デバイスのように対象物が小さい場

合は, さらに短い数秒程度での局所的な加熱・接合の実

現が可能 となる。今後 も,異種材料 レーザーブレージン

グに関する研究開発を進め,幅広い分野に役立てていた

だ くことができれば幸いである。
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