
  鉛フリー実装の 
市場での認知
最近、RoHS指令を始めとした環境

への配慮から、電子部品に含有される

有害物質の除去や抑制についても、市

場でのコンセンサスが得られてきまし

た。電気・電子機器の分野も民生系の

機器に留まらず、産業機器関連での鉛

フリー実装の導入が進みつつあるよう

です。

しかし、周知の通り、はんだが使用

されてきた歴史を顧みれば鉛フリーは

んだの実績はまだ微々たるものであ

り、数々の問題を抱えながら試行錯誤

を繰り返す局面から抜け切れていない

のも事実です。確かに、鉛フリーはん

だは浸透し、生産設備が最新鋭のもの

に更新されてきましたが、従来の共晶

（Sn−Pb）はんだにおいて諸先輩が培

ってきた品質に近づくには、まだ時間

がかかるように思います。鉛フリー化

を義務付けられた製品が限定されてい

ることがその証左であり、すべての電

気・電子機器のはんだが鉛フリー化さ

れるまでには、まだ多くの課題が山積

しています。市場では、生産台数が多

い製品の鉛フリー化が進展しており、

生産額を基準にすれば鉛フリー化が進

んでいるものと認識しがちですが、製

品のアイテム数を基準に考えると、品

質の評価まで含めた鉛フリー実装への

本格的な移行にはまだ相応の時間がか

かるというのが個人的な印象です。

当社では、2年前から鉛フリーはん

だで実装したプリント回路板の信頼性

評価の受託を手がけてきましたが、よ

うやく製品の評価や解析に関する意識

が浸透してきたところではないかと思

います。当初は、はんだのぬれ性や外

観を中心に判断されていましたが、鉛

フリーはんだ自体が硬いことや実装作

業での温度管理が難しいことから、基

板の経年劣化を考慮して長期にわたる

品質確保を目指した試験や評価が、大

手メーカーから浸透しつつあるようで

す。実際に、実装当初の外観に問題は

なくとも熱衝撃試験でいとも簡単にク

ラックが生じる例は枚挙にいとまがあ

りません。不幸にして、市場で製品が

不具合を起こしたりすれば、販売した

企業の存続すらおびやかすことになり

ます。

  評価基板の仕様と使い方
大手メーカーでは自社内で評価基板

を開発して評価・解析を実施していま

すが、当社では可能な限りどの企業で

も評価・解析に使用できることを前提

とした評価基板を開発し、評価・解析

を進めてきました。本稿で評価基板の

紹介と実際の評価データを披露するの

で、参考にしていただければと考えて

います。データの作成に当たってはソ

ルダーソリューション㈱のご協力をい

ただきました。

写真1は当社が使用している基板

で、基板の仕様は表1の通りです。通

常の基板に使われる部品もほとんどが

評価できるよう選定しました。また、

周囲のスルーホール部分は36通りの

仕様を配置しており、はんだのぬれ上

がりも比較評価できるようにしていま

す。

従来のSn−Pbはんだから鉛フリー

はんだに移行する場合、まずは基板の

仕様を検討するところからスタートし

ますが、表面処理はどうしたら良いか、

写真1　評価基板

試料 鉛フリー実装検討用評価基板

型名 A−16Cu−G及びA−16Au−G

基材 ガラスエポキシ（FR−4）
松下電工㈱製　R−1705

板厚 1.6mm

銅箔厚 18μm

表面処理 銅スルーホールプリフラックス処理
及び金フラッシュめっき処理

表1　基板の仕様

＜実装できる部品一覧＞
1．面実装部品

BGAパッケージ（2種類）

QFPパッケージ（3種類）

SOPパッケージ（1種類）

チップトランジスタ（4種類）

チップダイオード（1種類）

チップ電解コンデンサ（2種類）

チップセラミックコンデンサ（4種類）

チップ抵抗器（4種類）

チップ半固定抵抗器（1種類）

2．貫通部品

DIPパッケージ・SIPパッケージ
インダクタ・トランジスタ・ダイオード・LED
CE04型コンデンサ・固定抵抗器・リレー
コネクタ・端子台・スイッチ関係　その他

1．実装基板評価の仕方
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ランドの寸法やレジストのクリアラン

スの数値をどうするかを考える必要が

あります。厳密にいえば、基板を設計

するためのライブラリも鉛フリー用に

更新する必要があります。しかし、通

常の製品で使われる基板では、複数の

仕様の基板を作成する必要が生じてイ

ニシャル費用がかさみます。そこでこ

の基板では、通常の製品に使用される

基板とコンセプトを変えて設計しまし

た。通常の基板では、同じ部品のラン

ドやパッドの仕様を統一しますが、こ

の基板は、あえて同じ部品に複数の仕

様を設けました。つまり、一つの基板

に仕様の異なるランドやパッドを使

い、部品の配置も評価のしやすさを念

頭に置き、実装する側の条件出しを導

きやすくしてあります。さらに、JIS

規格に準拠したマイグレーション評価

用のパターンも配置することで、通常

の製品に比べて、より評価を簡略化で

きるよう設計しました。今回の評価で

は使用しませんでしたが、FR−4以外

の材料を使用したり、板厚・表面処理

もバリエーションを変えたものを提供

することが可能です。

ーンを配置

⑤ 　フロー /リフローいずれの実装

方法にも対応

⑥ 　同じパターンで異なる基材/板

厚/表面処理の製品をラインアッ

プ

はんだや基板の仕様が異なれば、実

装時における温度条件なども変える必

要がありますが、評価基板を使って検

討することで、鉛フリーはんだを使う

際の条件の設定がよりスムーズになる

と考えます。その際に仕様をある程度

標準化した基板であれば、比較評価が

しやすくなります。

うにスルーホール内部に大きなボイド

が発生する場合もあります。ボイドは

このように、QFPやチップ抵抗のはん

だ部分など、はんだ付けされたあらゆ

る場所に発生します。鉛フリーはんだ

の特性上、ボイドが発生しやすいこと

は周知の通りですが、ボイドが当然の

ような感覚をもつことは禁物です。ボ

イドを完全になくすことは至難の業で

すが、大きなボイドをなくしたり発生

量を抑制することは可能です。なお、

余談ですが、ボイドを観察する際に利

用するX線検査装置については、可能

な限り管電圧が高い機器を使用するこ

以下に、鉛フリー信頼性

評価用基板の特徴を記しま

す。

① 　実装される部品を広

く網羅している

② 　同じ部品の仕様を変

えて配置（チップ部品・

スルーホールとも）

③ 　評価試験をしやすい

よう部品を配置（表裏

の同じ位置に仕様を変

えた同一部品を配置）

④ 　JIS規格準拠にマイ

グレーション評価パタ

写真2はコンデンサの直下

のはんだボールですが、この

他にも、写真3a、bのような

引け巣の観察、X線検査装置

を使ったボイドの観察など、

当初の実装条件を検討するこ

とは重要な作業で、いずれの

現象も基板の寿命を左右する

ファクタです。写真4a〜 cの

ようなボイドは決して珍しい

ものではありませんし、BGA

ボールに限らず写真4bのよ 写真2　はんだボール

a　引け巣（断面） b　引け巣（表面観察）

写真3
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とをお勧めします。ディテクタや管タ

イプの違いにより見え方に差はあるも

のの、50kV程度の低い管電圧のタイ

プでは焦点が甘く、拡大してもボイド

が鮮明に見えません。最低でも80〜

90kV程度の電圧は必要ではないかと

考えます。写真4aは100kVの管電圧、

写真4cは50kVの管電圧の機器で撮

影したものです。

  信頼性試験の内容
鉛フリー実装に伴う基板の仕様が固

まり引け巣やボイドの発生を抑えるこ

とができれば、次に実施することは、

基板の長期信頼性を評価することで

す。㈳電子情報技術産業協会(JEITA）

で推奨された条件の下で、この基板に

温度サイクル試験を実施しました。試

験条件は以下の通りです。

温 度条件：−40⇔＋125℃　各30

分　1,000サイクル（途中500

サイクルで一部抜き取り）

試 験機：エスペック(株)製TSA−

100L−A

ただし、上記の温度設定では条件が

かなり厳しく、一部の電解コンデンサ

などは保証温度を逸脱してしまうた

め、製品によっては温度を緩和する場

合もあるようです。その場合、−40/25

℃⇔＋85/105℃が採用されていま

す。今回は実施しませんでしたが、当社

では温度サイクル試験の他に、高温高

湿試験やPCT試験も実施することをお

勧めしています。参考までにこの二つ

の試験条件も下記に例示します。

高 温高湿試験例：85℃−85％（また

は60℃−90％）　1,000h

PC T試験例：121℃−100％　2気

圧　240h

温度サイクル試験では基板の経年劣

化を長期的に評価しますが、この試験

を実施した上で、基板と部品の接合強

度を評価します。図1のように、QFP

パッケージを実装した基板を斜め45°

に傾けて、フックを引っかけて5mm/

秒の速度で上へ引き上げ、どの程度の

力に耐えることができるかによって実

装強度を測定します。はんだを介して、

部品と基板がしっかり接合していれば

当然数値は高くなりますが、破断した

際の状態も重要な判断材料となりま

す。鉛フリーはんだは硬いことから、

クラックが破断に至る過程が急激に進

行するため、現状では、試験結果から

具体的な製品の耐用年数を導き出すこ

とは難しいようです。そこで当社では、

同じ基板で従来のSn−Pbはんだで実

装したものと鉛フリーはんだで実装し

たものを比較評価することをお勧めし

ています。この結果、鉛フリーはんだ

を使った基板のデータが従来のSn−

Pbはんだと比較して同等かそれ以上

であれば、従来品と同等以上の信頼性

を確保しているものと判断しています

（注：この方法は規格化されたものでは

ありません）。鉛フリーはんだと従来の

Sn−Pbはんだの信頼性の比較データ

を図2に示します。このデータでは、

1,000サイクルまでの引っ張り強度

に関して、鉛フリーはんだで実装した

基板が従来の基板より強度において優

れていることがわかります。なお、ど

のサイクル数で区切るか、また強度の

数値としてどの程度の劣化まで認める

のかは難しいところで、各社で微妙な

違いがあります。今回の評価基板は、

銅スルーホールのタイプと無電解金め

っき（金フラッシュめっき）の2種類

を使用してデータを比較しました。図

3に二つのQFPパッケージに関する引

っ張り強度の推移を示しますが、

a　BGAのボイド① b　スルーホール内のボイド c　BGAのボイド②

写真4
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IC11（208ピン　0.5mmピッチ）で

500サイクル後の強度においては金

めっき基板の強度が勝るものの、

IC13（144ピン　0.5mmピッチ）と

ともに、1,000サイクル終了時の強度

については、銅スルーホール基板、金

めっき基板ともに大きな強度の違いは

ありませんでした。従来は、ぬれ性を

考慮して基板の表面処理に金めっきを

採用するケースが多く見受けられまし

たが、このデータに限っては、金めっ

きの採用による優位性は見受けられま

せんでした。ただし、基板の保管期間

が長期にわたる場合には、今回のデー

タは参考になりません。

ここまで述べてきた通り、鉛フリー

実装の導入は、最新鋭の設備を導入す

ればできるようなものではありませ

ん。実装した基板の長期信頼性まで評

価する必要があるのはもちろん、評価

や試験を継続して品質データをより高

い次元まで積み上げていく必要があり

ます。次回は、チップ部品のせん断試

験のデータや断面観察のデータについ

て説明したいと思います。

協　力

ソルダーソリューション㈱
㈲ビーエスプロジェクト
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1）�E.M.S.ホームページ：目からウロコの
鉛フリーのお話、http://www.pbfree.
jp/index.html

図1　引っ張り試験

傾斜45°
引っ張り速度5mm/秒
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図2　信頼性の比較データ

図3　引っ張り試験
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