
 はじめに
最近、鉛フリーはんだに関して「外

観上は問題なくはんだがぬれているの

に、正常に動作しない」とか「はんだ

と部品、または基板の界面で剥離が起

こる」といった相談をよくいただきま

す。不具合を突き詰めていく過程で、

原因が『基板』『部品』『製造（はん

だ）』のどこにあるのか特定できず、立

ち往生してしまうケースは残念ながら

珍しいことではなく、それらのお客様

に共通しているのは『はんだは（ほぼ）

ぬれている』という認識です。『鉛フリ

ーはんだはぬれ性が悪い』という情報

から、『はんだがぬれていれば問題はな

い』という誤った理解が市場で認識さ

れているような気がします。確かに、

ぬれ性の確保や引け巣・はんだボール

の確認などの外観の確認は最低限必要

で、実際、目視検査のみで出荷してい

るケースも少なくないようです。しか

し、目視検査に頼ると部品とはんだ、

または基板とはんだの接合部分の界面

の状態がわからず、不具合が発生した

場合の原因の特定が難しくなります。

不具合の因子は、基板・部品・はんだ

のいずれにも内包されています。

鉛フリーはんだが扱いづらい一番の

理由は、『融点が高い』ことです。従来

の共晶（Sn−Pb）はんだの場合、融点

（183℃）から実装温度まで相当の温

度差（マージン）があり、温度の管理

はそれほど難しいものではありません

でした。しかし、ご承知の通り鉛フリ

ーはんだでは、もっとも一般的なSn−

3.0Ag−0.5Cuの は んだの融点が

220℃ほどで、実装に必要な温度マー

ジンが、従来のSn−Pbはんだと比較し

て著しく少なくなっています。そこで

設備の導入や更新が必要になるわけで

すが、これにより問題が解決するわけ

ではありません。前回も取り上げまし

たが、基板の表面の温度にはバラつき

（⊿t）があり、これを最小限に抑える

ためには、同じ温度プロファイルでは

賄い切れないのではないかと考えま

す。そこで、実装品質を標準化するた

めに、いくつかの温度プロファイルで

基板上の温度分布を測定することが重

要になります。はんだのぬれ性をチェ

ックしただけでは、鉛フリー実装にお

ける品質を確保したことにはなりませ

ん。

当社では、図1のような鉛フリーは

んだの導入フローを提案し、その際の

条件出しに使うために評価基板をお勧

めしています。一般的に、図1の2の項

目までは実施されているようですが、

本来は3と4までが必要な作業です。

温度プロファイルについては前回も触

れましたが、しっかりはんだを溶かし

て気化したフラックスを放出させ、迅

速に固めることが必要です。はんだが

未溶融の場合は写真1のような未接続

不良になりますし、温度が高すぎると

フラックスが飛んでしまってはんだが

ぬれず、俗にいう『芋はんだ』になり

ます。ぬれ性を改善するために、リフ

ローのピーク温度やフロー槽の温度を

一層高く設定するケースがあるようで

すが、逆効果になるだけでなく、設備

の劣化を加速させることにもなりま

す。

そこで、上記のような不具合の発生

を防ぐために、鉛フリー実装を導入す

る際の実装品質の評価が必要になりま
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図1　鉛フリーはんだの導入フロー 写真1　はんだ未溶融による接合不良
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す。前回までに、実装基板の品質評価

について評価基板を使った方法を強度

データに基づいて述べてきましたが、

今回は基板の断面観察についてお話し

ていきたいと思います。これまで、引

っ張り試験・せん断試験といった機械

強度に関連した内容に触れてきました

が、断面観察も、目視では確認できな

いスルーホールやはんだの内部を確認

するためには重要な作業です。当社で

は確認の際に、仕様の異なる部品の断

面をいくつか観察することをお勧めし

ていますが、評価基板を使うと多くの

部品について断面を確認することがで

きます。参考までに、断面観察をする

べき部品を表1に示します。これらの

部品を選ぶ理由は、端子やリード線の

形状、部品の放熱性などが部品ごとに

各々異なり、はんだ上がりや実装品質

に影響を及ぼすためです。

 貫通部品用評価基板
基板の寿命を考えたとき、表面実装

部品では基板の膨張と収縮の応力のう

ち、Z軸方向の応力の影響が貫通部品

に比べて小さくなります。そのため鉛

フリー実装の導入は、ラジアル/アキシ

ャル部品に比べて相対的に難しくあり

ません。むしろラジアル/アキシャル部

品で多くの問題点が発生しています。

そこで、前回までにご紹介した評価基

板の他に、貫通部品用の評価基板を開

発しました（写真2）。この基板では、

スルーホールのピッチが2.54mmの

他、ハーフピッチコネクタ用の

1.27mm、また、大型のコンデンサや

端子台、電源用コネクタといった部品

用にピッチを広めに取ったものなど、

4種類のピッチのスルーホールを配置

してあります。さらに、これらのスル

ーホールの穴径・ランド径のバリエー

ションを変えて、数十通りの異なる穴

を1枚の基板に配置しました。また、

両面板と多層板（4層板）を用意し、

多層板の場合も含めると百通り以上の

スルーホールの形状が、1枚の基板上

に配置してあります。多層板は、内層

に電源層などのベタパターンを使うケ

ースが一般的ですが、内層部分の銅箔

に熱を奪われてはんだ上がりが阻害さ

れることが少なくありません（写真

3）。

板厚は1.6mmと0.8mmの2種類

を用意しましたが、販売されている材

料であれば選択も自由です。銅箔も

18μmが一般的ですが、同様に選択が

可能です。材質については、通常のFR

−4（ガラスエポキシ）材の他、CEM−

3（ガラスコンポジット）材も用意し

ました。図2に概念図を示しますが、

CEM−3材は、スルーホールにかかる

膨張及び収縮の応力が大きく、クラッ

クのリスクがFR−4材より相対的に大

きくなります。国内メーカー製では膨

張係数を抑えた材料が開発・発売され

ているようですが、海外メーカーの材

料を使用する場合は、国内製より性能

が劣る場合があるため、使用前に膨張

係数を比較検討することをお勧めしま

す。詳細については、使用する基材の

表1　断面観察部品（推奨）
熱膨張量（Z方向）＊参考

FR-4

CEM-3

（温度）

（膨張量）

ハロゲンフリー
（低膨張材）

図2　基板材料による熱膨張の違い写真2　ラジアル/アキシャル部品用評価基板 写真3　内層部分ではんだが止まった例
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材料メーカーに問い合わせてみると良

いでしょう。

 断面観察の勧め
ラジアル/アキシャル部品は、鉛フリ

ーはんだのぬれ性が従来のSn−Pbは

んだに比較して著しく劣ることから、

部品のリード径と基板の穴径の相関に

関しては、部品メーカーが推奨する部

品のライブラリがすべての基板に当て

はまるわけではありません。そのため

当社では、評価基板を使ってはんだの

ぬれ性を検証して、個別に最適な仕様

のスルーホールの形状を選択していた

だくことをお勧めしています。部品に

よっては、穴径を広く設計してぬれ上

がりが向上するケースと逆のケースが

ありえるためです。写真4は、はんだ

のぬれが不足している例です。

また、手はんだ作業も非常に難しく

なります。はんだごてを使用する場合、

従来のはんだは融点が低いことから、

はんだが十分に溶けた状態で作業する

ことができました。しかし、鉛フリー

はんだでは、むやみにこて先温度を高

く設定するとフラックスが飛んでしま

い、かえってぬれ性が悪くなり、芋は

んだが発生しやすくなります。写真5

に、手はんだで実装した場合の悪い例

を挙げてみました。スルーホール内に、

はんだがぬれていないものもあります

（写真6）。このように、手はんだ作業

は人によるバラつきが大きく、熟練の

度合いを個別に確認して作業を行う必

要があります。従来のはんだよりこて

先の劣化速度が非常に早いこともあ

り、こて先の温度は高過ぎても低過ぎ

ても不具合が発生します。温度調節機

能付きはんだごてを使用する方法もあ

りますが、当社ではコスト負担が小さ

く、レスポンスの早いこて先温度計を

推奨しています。

Z軸方向の膨張・収縮の影響を受け

やすく、流れる電流や電圧の値が大き

い挿入タイプの部品は、表面部品より

経年劣化への対応策が一層重要になり

ます。写真7は、クラックの表面写真

です。フィレット上のクラックは基本

的に同心円上に発生するものでした

が、鉛フリーはんだのクラックは同心

円になるとは限りません。チップ部品

のクラック（写真8）では、①部品と

はんだの界面、②はんだ内部、③はん

だと基板の界面のそれぞれにおいて、

異なる原因でクラックが発生します。

クラックの因子は、部品・はんだ・基

板表面のいずれにも潜んでいます。基

板表面の酸化に注意を払うことはもち

ろんですが、部品の端子部分の酸化に

も注意する必要があります。電子機器

で発生する不具合のほとんどのケース

にはクラックが関係していると考えら

れ、クラックが発生した部分では抵抗

値が上がってジュール熱が発生し、部

品によっては発火に至る危険性もあり

ます。従来のSn−Pbはんだでは、鉛が

基板から受ける膨張と収縮の応力を吸

写真4　不ぬれ

写真5　ぬれ上がり不足 写真6　手はんだ作業での不ぬれ

写真7　はんだクラック

写真8　はんだクラック（チップ部品）
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収する働きを担っていたこともあって

クラックの発生が抑えられていました

が、鉛フリーはんだは固いため、一度

クラックが発生すると一気に進行する

傾向にあります。

また、実装作業後に急冷するのが難

しいことから、引け巣やリフトオフも

発生しやすくなります。引け巣につい

ては、原則的には進行性がないものの、

深い引け巣は経年劣化の過程でクラッ

クを誘発する場合があります。写真9

は、引け巣の表面観察及び断面の写真

です。ラジアル/アキシャル部品の場

合、このような大きく深い引け巣では、

膨張・収縮を繰り返すうちにクラック

が発生するリスクがあります。写真10

は、引け巣から発生したクラックでフ

ィレットが完全に破断しています。引

け巣はフィレットの中ほどで発生する

場合が多く、膨張と収縮の影響を受け

やすい部位でもあり注意が必要です。

このように、引け巣は鉛フリー実装を

導入して最初に突き当たる問題です

が、発生した個所の断面を観察した上

で深いものが見つかった場合は、温度

管理条件の再検討をお勧めします。こ

の深さを把握するために、断面観察は

有効であるといえます。

また、引け巣の発生を抑えるために

は、実装後の迅速な冷却が有効です。

基板の冷却速度が遅くなると、リフト

オフが発生しやすくなります。ラジア

ル/アキシャル部品ではフィレットと

基板の界面が最後に凝固しますが、先

に凝固が完了したスルーホール部分に

引っ張られる形で基板とフィレット部

分が剥離する現象がリフトオフです

（写真11）。リフトオフの発生を予防す

る方策はいくつか提案されています

が、もっとも重要なのは実装時の温度

管理基準を確立することです。ランド

を小さくするなどの対策も誤りではあ

りませんが、この方法をすべての基板

に適用しようとするとイニシャル費用

がかかります。基板の材料をグレード

アップすると、材料費に跳ね返ること

も想定する必要があります。また、オ

ーバーレジストの採用を相談されるケ

ースがありますが、これはリフトオフ

の予防には有効性があるものの、ある

会社の特許に抵触するため容易に導入

することはできません。そこで当社で

は、写真2で紹介した評価基板により、

はんだのぬれ上がりを異なるスルーホ

ールで検証することを提案していま

す。特に穴径が大きい部品で不具合が

多発する傾向があり、実装品質を向上

させるためには、穴径とランド径の選

定が重要となります。従来と同じスル

ーホールの仕様で鉛フリー実装に移行

できれば問題はありませんが、実装品

質に問題が生じる前に手を打つこと

で、鉛フリー実装の導入はより容易に

なるものと考えます。
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