JP 4538579 B2 2010.9.8

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一方の部材が半導体であり、該半導体部材と金属類又は半導体部材とが接合
された半導体接合部材の製造方法であって、接合しようとする両部材の少なくとも一方の
部材が、陰極電解水素吸蔵法により、少なくとも表層部に水素を吸蔵させた水素吸蔵性部
材であるそれぞれの部材を、その水素吸蔵性部材面が界面を構成するよう圧接し、圧接し
ながら該水素吸蔵部材から、水素が放出される温度以上、７００℃以下で且つ界面に液相
を生ずる温度より低い温度で加熱することを特徴とする半導体接合部材の製造方法。
【請求項２】
前記水素を吸蔵した水素吸蔵性部材は、両面表層部が水素を吸蔵した水素吸蔵部材の薄
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片であり、その両面にそれぞれ金属類又は半導体部材を圧接し、圧接しながら加熱するこ
とによって三層構造とすることを特徴とする請求項１記載の半導体接合部材の製造方法。
【請求項３】
半導体部材と金属類とが接合された半導体接合部材の製造方法であって、接合しようと
する両部材の少なくとも一方の部材が、陰極電解水素吸蔵法により、少なくとも表層部に
水素を吸蔵させた水素吸蔵性部材であるそれぞれの部材を、その水素吸蔵性部材面が界面
を構成するよう圧接し、圧接しながら該水素吸蔵部材から、水素が放出される温度以上、
７００℃以下で且つ界面に液相を生ずる温度より低い温度で加熱することを特徴とする請
求項１又は２記載の半導体接合部材の製造方法。
【請求項４】
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前記金属類が、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｎｉ及び銀蝋の中から選ばれる少なくとも一
種の金属類である請求項１乃至請求項３のうちいずれか１項に記載の半導体接合部材の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、半導体接合部材の製造方法に関する。より詳しくは、半導体と金属、または
半導体の複数の部材を接合して半導体接合部材を製造する方法、例えば、基板上への電子
部品の実装等、異なる部材間を接合した複合体である半導体接合部材の製造方法に関する
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。
【背景技術】
【０００２】
従来、固体材料の接合は、接合しようとする２つの部材を直接接合する場合には、溶接
やロウ付け、半田付け等の液相接合、乃至は拡散接合やアンカー接合、超音波接合等の固
相接合によって行われている。又、２つの部材の間に中間材を設ける間接的な接合方法と
しては、上記の直接接合を利用する方法の他、有機の接着剤や無機接着剤による方法があ
る。
【０００３】
かかる従来技術に共通しては、当然のことではあるが、それぞれ好適に接合し得る部材
の組合せに制限があり、多種多様な多くの部材間に対して容易に適用し得るものではない
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という問題がある。例えば、両部材間で分子又は原子或いは結晶構造が入り乱れて、両部
材の固溶体が形成され界面が不明確となる拡散接合は、接合強度が大きく、界面での剥離
が生じ難い接合方法ではあるが、接合される両部材を構成する物質間の拡散性の難易が問
題となり、拡散し難い部材間の接合は困難となる。又、両者が同種の部材であっても必ず
しも相互に拡散し易いとはいえず、場合によっては、両者の焼結温度程度までの加熱が必
要となる等、多くの部材間に対して容易に適用し得る技術ではない。
【０００４】
例えば又、部材表面を粗化し、両部材を強圧接してその粗面に他方の部材を押し込むア
ンカー効果で接合するアンカー接合にあっては、少なくとも一方の接合部材はその接合面
の粗化を容易に行うことができ、他方の接合部材は比較的展性を有するという特定の関係
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を必須とする等の問題があり、多くの部材間に対して容易に適用し得るものではなく、更
に加工条件の僅かな相違により、剥離し易くなり、製品安定性に欠けるという問題もある
。例えば又、接着剤を用いる粘着接合にあっては、好適な接着剤の有無が問題であり、特
に金属部材や高結晶性部材に対して有効な接着剤は、殆ど存在しないのが現状である。
【０００５】
ロウ付け法や半田付け法は、接合部材を製造するに際し、接合部の高精度な加工処理が
不要であり比較的高い接合強度が得られることから、広く採用されてきた接合方法である
が、接合材を必要とするなどの問題がある。即ち、セラミックスは、電気絶縁性や高温で
の強度、耐摩耗性等に優れた特性を有する材料であり、このようなセラミック部材と加工
性に優れた金属部材を組合せて複合化することにより、セラミックスの優れた特性を活か
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した電子部品や構造部品の構成部材として好適な複合体が製造されており、その複合化に
際し、特にはロウ付け法と半田付け法が広く採用されてきており、かかる従来技術として
は、例えば、特許文献１、特許文献２が挙げられる。
【０００６】
特許文献１には、窒化アルミニウム部材と金属部材とを接合するためのロウ材として、
窒化アルミニウムとの反応性を有する活性金属、例えば、チタン、ジルコニウム、ハフニ
ウム、又はその水素化物の粉末を所定の割合で含んでなる金属粉末ロウ材が開示され、窒
化アルミニウム部材と金属部材との接合方法として、そのロウ材を少なくとも一方の部材
の接合面に、例えば、スクリーン印刷、ロールコート、吹き付け、転写等の方法により塗
布した後、これらを貼り合わせ、次いで加熱して接合する方法が開示されている。特には
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、水素化チタンを用いることにより、接合工程前に酸化されて活性を失うことがなくなり
、接合工程の加熱処理で活性な金属チタンとなるため、好適な接合状態が得られることが
示されている。
【０００７】
特許文献２には、白金とマンガンとからなりマンガンの含有量が所定範囲内である活性
金属ロウ材を用い、セラミックス側の接合面にスプレー塗布やペースト塗布して焼成する
方法などにより水素化チタンを被覆した後、セラミック部材と金属部材とを接合する方法
が開示され、接合時に水素化チタンが分解して生じる水素がロウ材中のマンガンを還元し
セラミックスに対する活性を向上させ、又、分解後のチタンはセラミックスに対する活性
金属として作用することが示されている。
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【０００８】
然しながら、これらのセラミックス部材と金属部材を接合する従来技術は、ロウ材など
の接合材を必要とする液相接合法であって、接合材の塗布やその残渣除去の工程を要する
など煩雑な接合方法であり、又、その接合材の溶融温度との関係において好適に接合し得
る部材間の組合せが制限され、更には、製造した製品の使用温度は、当然ながら、その接
合温度より大幅に低く制限される。とりわけ、半導体部材等を接合するに際しては、接合
時に液相になった接合材の金属が半導体部材等の内部に拡散し易く、半導体部材等の性能
劣化をもたらすなどの問題もあった。
【０００９】
なお、特許文献１と特許文献２は、両部材の接合に係り、活性金属の水素化物を用い、
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接合時にそれが分解して生じる水素は還元剤として作用させ、分解後の活性金属はセラミ
ックスに対する活性金属として作用せしめることにより、好適な結合を得ようとするもの
ではあるが、両部材の接合は、上述のように、ロウ材により行うものであって、又、ロウ
材を溶融して液相接合する技術である。
【００１０】
この活性金属の水素化物の他、両部材の接合に係り、水素吸蔵性材料を用いた従来技術
が開示されているので、以下、この従来技術について説明する。先ず、特許文献３には、
銅、錫、鉛、ニッケル等の酸化皮膜を形成しやすい金属の半田付けに際して、この水素吸
蔵性を有する金属部材に水素を吸蔵させておき、半田付け時の熱により水素を放出させ、
その還元作用を利用して酸化皮膜を破壊し半田付けを確実に行う方法が開示されている。

30

又、その実施例中、この方法における金属部材への水素吸蔵方法として、金属部材を陰極
とした陰極電解水素吸蔵法（以下、「陰極電解法」と略称することがある）による水素吸
蔵が例示されている。この従来技術は、接合時に、水素を吸蔵させた水素吸蔵性部材を加
熱することによって吸蔵水素を放出させるものであるが、その放出水素を金属部材表面の
酸化皮膜の除去に利用しようとするものであって、両部材の接合は、上述のように、半田
材を用いた半田付けで行う技術であり、又、半田材を溶融して液相接合する技術である。
即ち、この従来技術は、特許文献１や特許文献２と同様の問題を有する。
【００１１】
特許文献４には、異種のアルミニウム合金部材をレーザースポット溶接で強固に一体接
合することを目的に、水素吸蔵性金属、例えば、Ｎｉ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｔｉ、
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Ｚｒ、Ｖ等を主要成分とする合金の粉末を接合面にショットブラスト加工して、接合部材
の内部に水素吸収層を生成し、溶接の加熱時、雰囲気中の水分がマグネシウムやアルミニ
ウムと反応することにより生成する水素をその水素吸収層に吸収させることにより、溶融
アルミニウム合金の凝固速度の感受性を制御する技術が開示されている。この従来技術は
、水素吸蔵性金属を、溶接時に発生する水素を吸蔵させるために利用しようとするもので
あって、両部材の接合は、上述のように、レーザースポット溶接を用いて行う技術であり
、又、両部材を溶融して液相接合する技術である。溶接を用いるこの従来技術は、その両
部材の溶融温度との関係において好適に接合し得る部材間の組合せが制限され、又、両部
材を溶融して接合させるため、半導体部材等の接合には適さず、基板上への電子部品の実
装や配線、電極とリード線の接合等、微細な電子部品や構造部品の構成部材の製造にも適
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さない。
【００１２】
なお、水素吸蔵性金属を、接合の分離を容易にし、再利用の可能性を拡大させ、複合体
の廃棄・処理の負担を軽減させるために利用しようとする技術が開示されている。例えば
、特許文献５には、接合しようとする部材と部材との間に、水素により脆化する材料、例
えば、水素との反応により膨張し粉化又は剥離を生じる材料、特には水素吸蔵性合金から
なる中間材を、例えば、薄板状又は薄膜状に配し、この中間材を介して部材同士を、例え
ば、半田付け、アンカー接合、超音波接合、接着、表面活性化による常温接合法などによ
り接合する分離可能な接合構造物が開示され、分離に際しては、この水素吸蔵性合金から
なる中間材に水素を吸収させる分離方法が開示されている。
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【００１３】
同様に又、特許文献６には、半田材料中に水素吸蔵性金属、特には、実質的に水素を吸
蔵していない状態にある水素吸蔵性金属の粉末を混合分散した接合材料が開示され、その
接合材料を用いた半田付けにより電子部品の基板への実装接合等を行い、分離に際しては
、この水素吸蔵性金属粉末に水素を吸蔵（又は放出）させ、これによって生じる膨張（又
は収縮）により分離する方法が示されている。
【００１４】
この特許文献５と特許文献６に開示された従来技術は、上述のように、水素吸蔵性金属
を、接合の分離を容易にし、再利用の可能性を拡大させ、複合体の廃棄・処理の負担を軽
減させるために利用しようとする技術であって、部材間の接合に際しては、半田付けなど
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別の接合技術を必要とするものである。即ち、接合を好適に行うことができる新たな方法
を提供するものではない。
【特許文献１】
特開２０００−２８１４６０号公報
【特許文献２】
特開２００３−３４２０８３号公報
【特許文献３】
特開平０５−０６９１２２号公報
【特許文献４】
特開２００１−１９８６８６号公報
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【特許文献５】
特開平１０−２６１８６６号公報
【特許文献６】
特開２００１−３３４３８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
本発明は、複数の部材を接合してなる接合部材に係る上述した状況に鑑みなされたもの
で、多種多様な多くの部材間の組合せの接合、特には、従来技術で接合が容易でなかった
半導体と金属部材の接合、金属部材を中に挟んで両側面に半導体部材を配した所謂サンド
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イッチ構造の３層接合、に対して容易に適用し得る、特には、接合しようとする部材の他
に接合の目的のみで用いるいわゆる接着剤を要さず容易に適用し得る、半導体接合部材の
製造方法及びその接合部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
上記の目的を達成するための手段として、次のような構成の半導体接合部材の製造方法
を提供する。
即ち、請求項１の発明は、少なくとも一方の部材が半導体であり、該半導体部材と金属
類又は半導体部材とが接合された半導体接合部材の製造方法であって、接合しようとする
両部材の少なくとも一方の部材が、陰極電解水素吸蔵法により、少なくとも表層部に水素
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を吸蔵させた水素吸蔵性部材であるそれぞれの部材を、その水素吸蔵性部材面が界面を構
成するよう圧接し、圧接しながら該水素吸蔵部材から、水素が放出される温度以上、７０
０℃以下で且つ界面に液相を生ずる温度より低い温度で加熱することを特徴とする半導体
接合部材の製造方法である。
【００１７】
請求項２の発明は、請求項１の製造方法において、前記水素を吸蔵した水素吸蔵性部材
は、両面表層部が水素を吸蔵した水素吸蔵部材の薄片であり、その両面にそれぞれ金属類
又は半導体部材を圧接し、圧接しながら加熱することによって三層構造とすることを特徴
とする半導体接合部材の製造方法である。
【００１８】
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請求項３の発明は、半導体部材と金属類とが接合された半導体接合部材の製造方法であ
って、接合しようとする両部材の少なくとも一方の部材が、陰極電解水素吸蔵法により、
少なくとも表層部に水素を吸蔵させた水素吸蔵性部材であるそれぞれの部材を、その水素
吸蔵性部材面が界面を構成するよう圧接し、圧接しながら該水素吸蔵部材から、水素が放
出される温度以上、７００℃以下で且つ界面に液相を生ずる温度より低い温度で加熱する
ことを特徴とする請求項１又は２記載の半導体接合部材の製造方法である。
【００１９】
請求項４の発明は、前記金属類が、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｎｉ及び銀蝋の中から選
ばれる少なくとも一種の金属類である請求項１乃至請求項３のうちいずれか１項に記載の
半導体接合部材の製造方法である。
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【００２１】
本発明は、以下、詳細に説明するように、接合しようとする両部材の少なくとも一方の
部材の少なくとも表層部が水素を吸蔵した水素吸蔵性部材を用い、この水素吸蔵性部材を
両部材接合の接合材として機能せしめることにより、従来技術で接合が容易でなかった部
材同士の接合、すなわち半導体部材と金属部材の接合、金属部材を中に挟んで両側面に、
半導体部材及び金属部材を配した所謂サンドイッチ構造の３層接合、に対して容易に適用
し得る、半導体接合部材の製造方法を提供することができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
以下、本発明の好ましい実施の形態について説明する。なお、本発明でいう水素を吸蔵
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させる表層部とは、部材の接合面の表面、及び／又は、その接合面近傍の部材内部（以下
、「近傍層」ということがある）を意味する。又、本発明でいう水素を吸蔵させる水素吸
蔵性部材とは、水素吸蔵性を有する金属や合金などからなる均質な部材に限らず、例えば
、水素吸蔵性を有さない部材に水素吸蔵性を有する金属をドープし、その接合面近傍の部
材内部に水素吸蔵層を生成して、これを水素吸蔵させる水素吸蔵性部材とした形態など、
種々の形態を含み意味する。
【００２３】
本発明の半導体接合部材の製造方法は、上述のように、接合しようとする両部材の少な
くとも一方の部材の少なくとも表層部が水素を吸蔵した水素吸蔵性部材であるそれぞれの
部材を、その水素吸蔵面が両部材の界面を構成するように圧接し、圧接しながら、該水素
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吸蔵性部材から水素が放出される温度以上、７００℃以下でかつ界面に液相が生じない温
度で加熱することによってその吸蔵水素を放出せしめる方法であって、この水素吸蔵性部
材を両部材接合の接合材として機能せしめることに最大の特徴がある。従って、本発明は
又、特には接合しようとする部材の他に、特殊な接合材やフラックス等、即ち、接合の目
的のみで用いる接着剤等を用いることもなく実施できるという特徴を有する。
【００２４】
本発明の作用機構は定かではないが、圧接しながら加熱することによって、水素をその
水素吸蔵性部材から放出せしめ、水素吸蔵性部材に活性元素の発生を促すか、又は少なく
ともその接合面の表面又はその近傍層を活性化すると共に、接合相手部材の接合面に対し
て、発生期の活性な水素として作用せしめ、その接合面の表面及び近傍層を還元活性化す
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ることにより、結晶構造を乱し、或いは原子の移動を容易にして、両部材界面における原
子やイオンの拡散を惹起せしめるか、或いは両者間に化学結合を結成させるか、少なくと
も水素結合等の原子間インタラクションを形成させることにより、種々の部材の組合せに
おいてそれを接合することができるものと考えられる。
【００２５】
かかる実施の形態でも明らかなように、本発明でいう水素吸蔵は、それを液相が生じる
温度より低い温度で加熱し吸蔵水素を放出せしめ得るものである限り、反応、吸着、吸収
など、如何なるメカニズムで生じるものであっても良い。例えば、化学量論的にある種の
化合物として表示できる水素化物として水素吸蔵する形態、或いは、所謂「水素吸蔵合金
」のように、水素化合物として定義できず、もとになる材料の結晶格子が膨張して水素吸

10

蔵する形態など、種々の形態で実施することができる。
【００２６】
例えば、水素化金属として水素吸蔵する形態で実施した場合、水素化金属は、ある温度
以上で急激に脱水素化を始め、今まで水素化していた金属はフリーエナジーの高い状態、
即ち、活性の高い状態で取り残され、接合界面に脱水素化した金属を主成分とする反応層
が形成されて、容易に近傍にある元素と化合して安定な合金相を生成し、これによって強
固な接合がもたらされる。この脱水素化を始める温度は、合金自体の融点より遥かに低い
温度であって、この特徴を利用して、液相接合と比較し取扱いが容易で製造プロセスが簡
素な、固相接合を行うことができる。
【００２７】

20

以上のような実施の形態により、本発明の半導体接合部材の製造方法は、その少なくと
も一方の部材は半導体であり、他方は金属類又は半導体部材であって、接合しようとする
両部材の少なくとも一方を水素吸蔵した水素吸蔵性部材として、その水素吸蔵面が両部材
の界面を構成するように圧接しながら加熱するという、極めて簡素な製造プロセスによっ
て、更には固相接合法により、特には接合しようとする部材の他に、特殊な接合材やフラ
ックス等、即ち、接合の目的のみで用いる接着剤等を用いることもなく、容易に適用する
ことができる。
【００２８】
以下、本発明の好ましい実施の形態について更に詳細に説明する。
【００２９】
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先ず、接合しようとする部材間の組合せについて説明する。即ち、少なくとも一方の部
材が半導体であって、他方の部材は金属類で又は半導体であり、両部材のうち、少なくと
も一方の部材の少なくとも表層部が水素を吸蔵した水素吸蔵性部材である組合せであって
、少なくとも一方の部材が、少なくとも表層部、特には接合面の表層部が水素を吸蔵した
水素吸蔵性部材からなる部材であれば、他方は、水素を吸蔵した水素吸蔵性部材であって
も、水素吸蔵性部材でなくても良い。即ち、水素を吸蔵した水素吸蔵性部材同士の接合、
水素を吸蔵した水素吸蔵性部材と水素吸蔵性を有するが水素を吸蔵していない部材との接
合、水素を吸蔵した水素吸蔵性部材と水素吸蔵性を有さない部材との接合、いずれの形態
としても実施することができる。
【００３０】

40

又、単に２つの部材を接合し得るだけでなく、３部材以上を多層に積層し一体に接合す
る形態として実施することもできる。即ち、部材の形状は、何ら本発明を限定するもので
はなく、例えば、板状、或いは薄片状も可能であって、両面表層部が水素を吸蔵した板状
或いは薄片状の水素吸蔵性部材を用い、その両面にそれぞれ別部材を圧接し、これを一体
に接合する形態として実施することもできる。例えば、従来は接合が容易でなかった、金
属部材を中に挟んで両側面に金属部材又は半導体部材を配した所謂サンドイッチ構造の３
層接合部材の一体接合が可能となる。更には、この水素吸蔵性部材と別部材とを交互に積
層するなどして、４層以上の多層接合部材を製造することもできる。
【００３１】
次に、本発明で接合できる部材、即ち、本発明の接合部材を構成し得る部材について説
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明する。本発明で接合できる部材は、極めて多種類の材質にわたり、例えばＣｕ、Ａｌ、
Ｓｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、ＳＵＳ、青銅、
黄銅、銀蝋、金蝋等の金属類及びＢａＴｉＯ３、Ｂｉ２Ｔｅ３、ＣｏＳｂ、ＣｏＳｂＹｂ
等、及びこれらに各種金属をドープした半導体などが挙げられる。
なお、水素吸蔵性部材としては、水素吸蔵性を有する金属や合金、例えば、Ｌａ−Ｍｇ
、Ｌａ−Ｐｂ、Ｌａ−Ｓｍ、Ｌａ−Ｎｉ等のランタナイド系合金、Ｃｅ−Ｎｉ等のセリウ
ム系合金、Ｆｅ−Ｎｉ等の鉄系合金を用いるのが好ましい。
【００３２】
部材の形状は、特に限定されず、接合しようとする部材が互いに圧接し得る形状であれ
ばよく、従って、平板部材同士の接合物、例えば、半導体積層物等の製品の製造に適する

10

が、更に、基板上への電子部品の実装や配線、電極とリード線の接合、その他多くの半導
体接合部材の製造に応用することが可能である。
【００３３】
次に、水素吸蔵性を有する部材に水素吸蔵させて形成する水素吸蔵層の形態について説
明する。即ち、本発明にあっては、接合しようとする両部材の少なくとも一方の部材が、
少なくとも表層部、特には接合面の表層部が水素を吸蔵した水素吸蔵性部材からなること
を必須の要件とする。従って、水素を吸蔵している部材は、接合面の表層部にのみ水素を
吸蔵した形態であっても、全面にわたり表層部に水素を吸蔵した形態でも、或いは、部材
内部の深部にまで水素を吸蔵した形態であってもよい。
【００３４】
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但し、一般には、水素を吸蔵した金属は脆化し易く場合によっては粉化する傾向がある
ため、水素吸蔵性金属部材にあっては、例えば、表層部に多くの水素を吸蔵し、深部に向
けて少なく、金属としての強度を保持し易くした板や箔の部材を用いるのが好ましい形態
となる。即ち、水素吸蔵性金属部材にあっては、必要最小限の範囲に限って水素を吸蔵さ
せる形態として実施するのが好ましい。
【００３５】
なお、水素吸蔵層の厚みは、接合しようとする部材の組合せ等によって適宜決定すべき
ものであって、本発明を何ら限定するものではないが、通常、少なくとも数百オングスト
ローム、一般には、数十ミクロン、或いはそれ以上の厚さが好適である。
【００３６】
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次に水素吸蔵性を有する部材に水素を吸蔵させる形態について説明する。なお、この水
素を吸蔵させる方法は、本発明の課題が達成される限りにおいて、発明を限定するもので
はなく、例えば、陰極電解法、０．０１〜５０ＭＰａの水素圧下に室温乃至１００℃処理
する高圧水素化法、或いは、水素プラズマ照射法など従来技術も使用可能なものであるが
、部材が導体である場合には、通常、陰極電解法が好適に採用される。
【００３７】
部材が導体である場合、この水素吸蔵は、特には、その水素吸蔵性導体部材を陰極とし
て用いる陰極電解法により、水の電解を行わせることによって、容易に行うことができる
。即ち、陰極電解水素吸蔵法は、周知の如く、水素を吸蔵すべき部材を陰極として用い、
電解質水溶液中で、水の電解電圧以上、適宜選択される電圧を印加して水を電解する方法

40

であって、電解時に、発生期の水素は極めて短時間で陰極表面に吸着し、その後徐々に拡
散して陰極内部に広がっていくので、電解時間により、陰極への水素の吸蔵深度及び吸蔵
量をコントロールすることができ、本発明に好適に使用し得る方法である。
【００３８】
この陰極電解水素吸蔵法は、金属類に限らず、ＺｎＯやＢａＴｉＯ３などの半導体に金
属をドープしたもの、その他の半導体部材等であれば、同様に処理することができる。
【００３９】
具体的には、発明を限定するものではないが、電圧印加は、水の電解電圧以上、例えば
、水素の平衡電位と過電圧を考慮して、一般に数十ボルト程度で、電解質溶液のｐＨに応
じて適宜選択される電圧を印加する。このとき電流密度は余り大きくすると、水素ガスの
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発生が促進され、エネルギー的に無駄になるばかりでなく、陰極への水素の吸収が抑制さ
れるので、一般には、平方センチメートル当り、数ミリアンペア乃至１アンペア程度、特
には、数十ミリアンペア乃至数百ミリアンペア程度とするのが好ましい。
【００４０】
電解処理する時間は、通常、水素吸蔵性導体部材が、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ａｇ、Ｔｉ、
Ａｌ、Ｎｂ、Ｍｏ等の金属、及びこれらを主成分とする合金、Ｌａ−Ｍｇ、Ｌａ−Ｐｂ、
Ｌａ−Ｓｍ、Ｌａ−Ｎｉ等のランタナイド系合金、Ｃｅ−Ｎｉ等のセリウム系合金、Ｆｅ
−Ｎｉ等の鉄系合金、金蝋、銀蝋等、水素を吸収しやすい金属類の場合には、一般に数分
乃至数時間で目的を達することができる。特に、水素拡散性の高い肉厚の薄い部材を用い
る場合には、必要最小限の範囲に限って水素を吸蔵させるために、短時間処理すべきであ

10

る。又、ＺｎＯ、ＢａＴｉＯ３などの半導体に遷移金属をドープした半導体等については
、例えば０．５〜５時間の如く、比較的長時間処理するのが好結果をもたらす。なお、こ
れらの陰極電解水素吸蔵処理にあっては、一般に電気量として１０−４〜１０−２ファラ
デー／ｃｍ２程度の処理で十分目的を達することができる。
【００４１】
次に、圧接しながら加熱するプロセス条件について説明する。本発明における部材の接
合にあっては、接合しようとするそれぞれの部材を、その水素吸蔵面が両部材の界面を構
成するように圧接し、圧接しながら、水素吸蔵性部材から水素が放出される温度以上であ
り、７００℃以下でかつ該界面に液相を生じない温度に加熱する。この場合の圧接圧力は
、接合しようとする両部材が密着し得る圧力であればよく、通常、０．０１〜１００ＭＰ
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ａ程度で十分である。
【００４２】
なお、一般に両部材の界面の均一な密着性を得るために、比較的展性の大きい、例えば
、アルミニウム、銅、鉛、亜鉛、金、銀、銀蝋、金蝋等は比較的弱い圧力、例えば０．０
１〜１ＭＰａ程度でよいが、錫、鉄、ニッケル、チタン、モリブデン、ステンレス鋼等に
あっては、比較的高圧、例えば１〜１０ＭＰａ程度で圧接することによって、界面に生ず
る歪みや凹凸を矯正し、均一な密接を得ることができる。
【００４３】
水素吸蔵性部材から水素を放出させるための加熱温度は、使用する部材について示差熱
吸収測定その他の手法で予め確認することができ、これを確認し実施するのが好ましいが
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、一般には、１００〜７００℃程度で十分である。なお、加熱は窒素等の不活性ガス雰囲
気、又は減圧下、若しくは真空下で行うのが好ましい形態である。
【００４４】
次に、本発明の接合部材の実施の形態について説明する。即ち、本発明の接合部材は、
上述した製造方法によって製造した複合体であって、上述の如く金属類と半導体部材を接
合した２層接合部材、金属部材を中に挟んで両側面に半導体部材を配した所謂サンドイッ
チ構造の３層接合部材、更には、金属部材とセラミックス部材等を交互に積層して接合し
た多層接合部材など、多種多様な組合せの接合に対し、容易に適用し実施することができ
る。
【００４５】
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又、本発明の接合部材は、上述の如く、その接合部に、実質的にその複数の部材を構成
する元素を除き、ロウ材やフラックスなど、当該接合の目的のみで用いたフラックス、接
着剤等の介在物を有さない形態として実施することができる。即ち、本発明の接合部材は
、実質的に、接合されたそれぞれの部材の元素のみを有し、且つ、少なくともその接合面
近傍に水素吸蔵性を有する物質からなる水素吸蔵層を有する形態として実施することがで
きる。
【００４６】
なお、かかる本発明の接合部材は又、上述した特許文献５、特許文献６などと同様にし
て、この水素吸蔵性を有する物質からなる水素吸蔵層を利用して、分離に際しては、例え
ば、この水素吸蔵層に対する水素の吸収と脱離を繰り返させることにより、接合の分離を
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容易にし、再利用の可能性を拡大させ、本発明の接合部材の廃棄・処理の負担を軽減させ
ることができる。
【００４７】
本発明の接合部材は又、その製造方法からも明らかなように、接合して製造する際の接
合温度よりはるかに高い使用温度まで、即ち、概ね接合させた部材の耐熱温度まで使用可
能であるという特徴を有する。
【００４８】
以上のような実施の形態により、本発明は、接合しようとする両部材の少なくとも一方
の部材の少なくとも表層部が水素を吸蔵した水素吸蔵性部材を用い、この水素吸蔵性部材
を両部材接合の接合材として機能せしめることにより、特には、従来技術で接合が容易で

10

なかった半導体部材同士の接合、半導体部材と金属部材の接合、金属部材を中に挟んで両
側面に半導体部材を配した所謂サンドイッチ構造の３層接合、に対して容易に適用し得る
、特には、接合しようとする部材の他に接合の目的のみで用いる介在物を要さず容易に適
用し得る、接合部材の製造方法及びその接合部材を提供することができる。
【実施例】
【００４９】
以下、実施例により本発明を更に具体的に説明する。先ず、表１に示す諸条件により、
接合を行った実施例について説明する。接合部材の構成は、表１に示すように、半導体部
材Ａ、水素吸蔵部材、部材Ｂとからなり、「部材Ｂ」欄中「−」は、部材Ｂを用いていな
いケースを意味し、この場合、半導体部材Ａと水素吸蔵部材との２層接合を行ったことを
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意味する。その他は、水素吸蔵部材を中に挟んで、その両側面に部材Ａと部材Ｂとを配し
たサンドイッチ構造の３層接合を行ったものである。
【００５０】
【表１】
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【００５１】
水素吸蔵部材は、１０ｍｍ×１０ｍｍの薄片であって、その厚みは表１に示す通りであ
る。この水素吸蔵部材に対し、又は、Ｒｕｎ Ｎｏ．１１では部材Ａと部材Ｂに対し、一
部のケース（表１中、「水素吸蔵条件」欄中「−」のケース）を除き、水素吸蔵部材を陰
極とし白金を陽極として、１規定の硫酸水溶液中、表１に示す電解条件（表１中の「水素
吸蔵条件」）で水素吸蔵化処理を行った。
【００５２】
即ち、表１中、Ｒｕｎ Ｎｏ．１からＲｕｎ Ｎｏ．１６までは、水素を吸蔵させたケー
スであって、本発明の実施例であり、Ｒｕｎ Ｎｏ．１７からＲｕｎ Ｎｏ．１８までは、
水素を吸蔵させないケースであって、比較例である。なお、表１の「部材Ａ」欄、「部材
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Ｂ」欄中の「（Ｈ）」は、水素を吸蔵させた部材であることを意味する。
【００５３】
接合は、かかる接合部材構成において、ホットプレスを用い、部材Ａ／水素吸蔵部材／
部材Ｂの如く積層し、０．０１から１００ＭＰａとなるように圧接しながら表１に示す温
度で加熱し水素を放出させて、その所定温度に到達後、即座に急冷する加熱処理によって
行った。即ち、本実施例は、加熱した温度に保持する工程を設けず実施したものであって
、本発明は、かかる簡便な方法によっても接合することができる。なお、これらの接合処
理は、常圧の窒素雰囲気下、但し、Ｒｕｎ Ｎｏ．６らＲｕｎ Ｎｏ．９は減圧下、で行っ
たものである。
【００５４】
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以上のようにして製造した接合部材に対し、接合性の判定として、その接合体の一方の
全面（概ね１ｃｍ２）に、一方向側から引き剥がし可能なようにして、粘着テープ（商品
名：セロテープ）を貼り付け、その粘着テープを急激に引き剥がしたとき、部材接合界面
で少なくとも一部剥離したものは正常な接合がなされていないものとして「×」、部材接
合界面で全く剥離せずに粘着テープが引き剥がされたものは正常な接合がなされたものと
して「○」、とする測定を行った。その結果を、表１に合わせて示している。
【００５５】
その結果は、表１に示したように、本発明の実施例は、その全てが正常な接合がなされ
ていたのに対し、比較例である、Ｒｕｎ Ｎｏ．１７からＲｕｎ Ｎｏ．１８までは、その
全てで正常な接合がなされていない。
【００５６】
以上の実施例は、本発明が、従来技術で接合が容易でなかった部材同士の接合、すなわ
ち、半導体部材と金属部材の接合、金属部材を中に挟んで両側面に金属部材又はセラミッ
クス部材或いは半導体部材を配したサンドイッチ構造の３層接合などに対して、容易に適
用し得ることを実証したものである。
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