
 はじめに
前回は、評価基板の仕様及び評価基

板を使った信頼性評価試験の結果のう

ち、QFPパッケージの引っ張り試験の

方法と強度のデータについて説明しま

した。鉛フリーはんだを使って実装し

た場合、実装後のはんだ接合部分の外

観（はんだぬれ性）をチェックするこ

とは広く実施されており、多くの資料

を目にすることができます。しかし、

基板の経年劣化のデータについては、

評価を実施した会社のノウハウに関わ

ることや、データからでは具体的な耐

用年数の想定が難しいこともあって、

市場に提示される頻度が少ないのが実

状です。外観のチェックだけでは、は

んだがぬれていてもボイドを目視する

ことができませんし、引け巣の深さも

わかりません。つまり、長期間にわた

って製品を保証する裏付けにはなりま

せん。

プリント基板は、使用される環境の

中で必ず劣化していきます。経年劣化

による不具合の多くがはんだに起因す

ることは周知の通りで、はんだに生じ

たクラックは進行し、やがて接合部分

が破断します。破断に至る過程でも、

接合面の抵抗値が上がることでジュー

ル熱が発生し、最悪の場合には発火す

るリスクもあります。最近の新聞紙上

で、大手電機メーカーがプリンタの『は

んだ割れ（クラック）』による発火の危

険性を告知する記事がありました。昨

年の湯沸し器の事故も、記憶に新しい

ところです。実装品の品質は、時に人

命すら左右することがありますが、前

回も述べた通り、共晶（Sn−Pb）はん

だに比べて歴史が浅く組成も標準化さ

れていない現状で、表面のぬれ性だけ

で鉛フリーはんだの実装品の長期信頼

性を保証することはできません。鉛フ

リーはんだの経年劣化への取り組み

は、これからが本番になると認識して

います。

当社では、自社で設計・開発した評

価基板を使った評価・試験を2年前よ

り実施してきましたが、前述の事情か

ら、基板の長期信頼性の評価データを

広くお知らせしていくことを考えまし

た。差し当たってできることは、従来

のSn−Pbはんだとの比較であり、その

データは前回提示した通りです。

  評価基板の仕様と使い方 
②せん断試験

前回は、実装当初における基板の品

質確認と温度サイクル試験の内容や結

果について紹介しましたが、今回は、

チップ部品のせん断試験の試験内容と

評価データについて説明していきたい

と思います。せん断試験は、引っ張り

試験と同様に、基板と部品の接合信頼

も比較評価ができるようにしました。

評価基板での実装位置は、写真1の通

りです。コンデンサと抵抗、ダイオー

ドは10個、トランジスタは形状ごと

に4個ずつ3種類のパッケージを実装

できるようにして、基板中央部にサイ

ズ別に集中的に配置しています。さら

に、部品面とはんだ面の同じ座標上に

同じ部品を配置して、1個の断面観察

サンプルで表裏の実装状況を観察でき

るようにしました。

これらのチップ部品に横からの圧力

を加えて、どの程度の力に耐えるかを

測るのがせん断試験です。圧力を加え

ていくと、ある段階で基板と部品の間

が破断しますが、このときの破断に至

る強度及び破断した部位を観察して、

実装信頼性を評価します。はんだの品

質の他、基板と部品の表面状態も強度

に影響を及ぼしますから、基板や部品

の表面が酸化していると、接合強度が

著しく低下することがあります。当社

で評価したときに良く目にしたのが、

部品のリードや端子部分の酸化が進行

して強度が低下するケースです。写真

2．チップ部品のせん断試験と断面観察

性を判定する試験です。

当社の評価基板では、せ

ん断試験のために表面実

装タイプのダイオード、
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2aは、リード先端にはんだがぬれてお

らず、温度サイクル試験で破断したケ

ースですが、この場合、リードの先端

部分が酸化していることが考えられま

す。したがって、基板の表面に限らず

端子やリードなど、部品とはんだの接

合面の管理にも気を配ることが必要と

なります。特に、QFPパッケージで発

生するフロント/バックフィレットの

不ぬれは、信頼性低下のシグナルにな

る場合もあり、注意を払うことが求め

られます。長期間経過した部品も表面

が酸化している可能性があり、注意が

必要です。

写真2bは、バックフィレット部分で

発生したクラックです。前回述べた引

っ張り試験でも同じことがいえます

が、基板と部品の接合部分に問題があ

ったりボイドが多く発生していると、

この強度が低くなります。Sn−Pbはん

だでは、融点から実装温度までの差（マ

ージン）が20℃以上あったため、はん

だが十分に融けた状態で実装すること

ができ、ボイドも鉛フリーはんだと比

較して相対的にあまり発生しませんで

した。しかし、JEITA（電子情報技術

産業協会）推奨のSn−3.0Ag−0.5Cu

はんだは、融点が220℃程度まで上が

ることから、従来のSn−Pbはんだに比

べて実装温度とのマージンが小さくな

ります。このように、はんだが十分に

融けていない状態で実装すると、気化

したフラックスがはんだ内部にボイド

となって留まってしまいます。写真

3a、bは、BGAのボール内部及びチッ

プ抵抗の断面ですが、ボイドは様々な

大きさのものがはんだのどの部分にも

発生し、写真3cのような細かいボイド

もあります。チップ部品のはんだ部分

に大きなボイドが発生していると、せ

ん断強度に影響します。

図1a〜 dに、評価基板のコンデンサ

の各サイズで実施した、せん断試験の

結果を示します。実装後の初期段階と、

温度サイクル試験の500サイクル、

1,000サイクル終了時の強度を測り

ましたが、前回説明したQFPパッケー

ジのリード線の引っ張り試験と同様

に、銅スルーホールに水溶性プリフラ

ックスを塗布した基板と金フラッシュ

めっきを施した基板では、強度の違い

は認められませんでした。ちなみに悪

い例では、引っ張り・せん断強度が

1,000サイクル実施後に初期の半分

以下まで落ち込むケースもあり、この

ような場合は実装方法や基準の見直し

が必要になります。また、写真4は温

度サイクル試験後の断面写真ですが、

このようにはんだは経年劣化から逃れ

ることはできません。

 長期信頼性評価のすすめ
当社では、実装後の基板の長期信頼

性を検証するために、寿命を推定する

試験は必須ではないかと考えます。そ

のため、温度サイクル試験機を使って

JEITA推奨の条件で温度サイクルを

実施した上で、引っ張り試験とせん断

試験により基板と部品の接合強度を具

体的に数値化していますが、1枚の基写真2
a　フロントフィレット部分の破断 b　バックフィレット部分の破断

写真3

a　BGAのボール内部のボイド b　フィレット部分のボイド c　ランド部分のボイド
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板で多くの部品の試験・評価を実施す

るには評価基板が有効です。表面実装

部品の中でも小さいチップ抵抗やチッ

プコンデンサは、温度サイクル試験で

膨張と収縮を繰り返してもZ軸方向の

応力が比較的少ないことから、相対的

に不具合が起こりにくい傾向にありま

すが、それでもボイドや大きな引け巣

から発生したクラックにより破断に至

ることは、珍しいケースではありませ

ん。写真5は、金フラッシュめっき処

理をした基板での1,000サイクル終

了時の断面写真です。フィレットの上

部から部品に沿って進行したクラック

が、ボイドまで到達してしまっていま

す。表面付近で気化したフラックスが

外部に放出されると、ブローホールと

して実装後に大きな穴が残ってしまう

こともあります。ひどい場合はフィレ

ットの半分近くを占めることもあり

（写真6）、飛び散ったはんだが『はん

だボール』となって基板上に残ってし

まうと、様々な不具合を引き起こす元

凶となります。前回掲載したような、

大きなボールが発生してしまうことも

珍しいことではなく、これが狭ピッチ

の端子間やリード間に残ってしまった

場合には、パターンショートを誘発し

ます。はんだボールはランダムに発生

するため、セットメーカー各社では、

基本的に大きさに関係なく外観上の不

良として捉えられています。はんだボ

ールが多発する場合には、実装後の除

去作業だけでなく原因の特定のため

に、ボイドの多寡も調べる必要がある

と考えます。斜め方向からボイドを観

察できる機器もあり、ボイドの位置も

ある程度わかるようになりました。

ボイドの他に、基板の劣化の潜在的

なリスクをもつのが『引け巣』です。

引け巣とは、はんだが凝固する際の割

れであり、原則的に進行性はないとい

われてきましたが、深い引け巣の場合、

割れた底の部分に膨張と収縮の応力が

かかることからクラックが発生する恐

れがあります。写真7は、チップ抵抗

の断面写真です。かなり深い引け巣が

ありますが、温度サイクル試験を実施

すると、この部分に膨張と収縮の応力

が繰り返し加わることでクラックを誘

発するケースがあります。そのため当

社では、極力断面観察により引け巣の

深さを確かめ、深い引け巣が多発する

場合には温度の設定条件を見直すよう

お勧めしています。引け巣については

次回以降で、ラジアル/アキシャル部品

についても断面写真を紹介していきた

いと思います。

  評価基板の使い方 
③温度プロファイル

鉛フリーはんだで実装すると、ボイ

ドや引け巣が発生しやすくなるのは事

実ですが、放置するわけにはいきませ

ん。ボイドや引け巣をゼロにすること

は至難の業ですが、これらを減らすこ
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図1　コンデンサのせん断試験の結果
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とは可能です。しかし、そこで問題に

なるのが温度プロファイルです。温度

プロファイルが適正であれば、実装時

の気化したフラックスははんだの内部

に滞留することなく放出されるので、

実装後のボイドを減らせるはずです。

引け巣についても、実装後の冷却を迅

速にすれば改善できると思われます。

私見では、温度プロファイルは顧客ご

とに独自の条件を構築することが必要

ではないかと考えます。至極当然のこ

とですが、基板の仕様に始まり実装設

備やはんだの組成、フラックスの種類・

管理条件などは千差万別ですから、そ

の都度必要な条件は各社で異なりま

す。そのため当社では、評価基板のい

くつかの個所において、実装時の温度

状態を測定することをお勧めしていま

す。温度プロファイルに問題があると

基板上の温度分布にバラつきが生じま

すから、実装時に評価基板を使って基

板上の数個所の温度を測定し、⊿tを極

力小さくすることを提案しています

（写真8）。特に多層板では、内層のパ

ターンに疎の部分と密の部分があり、

温度の分布にバラつきが生じる可能性

が高まります。BGAパッケージが実装

されている場合は、ボール部分の温度

測定も必須です。温度不足ではんだが

未溶融のうちに実装すると、写真9の

ような不具合が発生します。また、多

層板でなくとも銅のパターンが疎にな

る部分と密になる部分がある場合に

は、温度のバラつきが生じます。一方、

部品の耐熱特性を考えると、安易に実

装温度を上げることはできません。

実際の製品に使われる基板では、単

価が高いこともあって安易に実装に使

用できませんが、評価基板であれば費

用を抑えて試験を繰り返すことができ

ます。当初は、繰り返し温度プロファ

イルなどの実装条件を検討した上で、

外見上の問題を解決してから、温度サ

イクル試験などの加速試験に取り組む

ことが、品質向上への近道ではないか

と考えます。現在、国内で使われてい

る 鉛 フ リ ー は ん だ（Sn−3.0Ag−

0.5Cu）は、共晶合金（融点と凝固点

が同じ）でないことから多くの問題点

を包含していますが、最適な温度プロ

ファイルをいかに構築するかがもっと

も大きな課題ではないかと考えます。

そして、それを解決するために、評価

基板を使って基板上の⊿tをいかに小

さくするか、その上でいかにボイドや

引け巣を少なくしていくかを考えるこ

とを提案しています。
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