
1　まえがき

近年，電子機器製品の小型化や高密度化に伴い，大容量
から小容量までのさまざまな熱容量の電子部品やベアチッ

プの半導体デバイスを同一の基板に実装している。

中 で も，BGA（Ball Grid Array） や CSP（Chip Size 
Package）などのベアチップのパッケージは，QFP（Quad 
Flat Package）などの一般的なパッケージに比べると，

チップ本体と実装するプリント基板との熱膨張差が大きく

なり，かつリード電極による応力緩和が期待できない。そ

のため，製品動作時の発熱や周囲温度変化に対する信頼性
を確保することが課題である。また，車両用電子機器や産
業用電子機器では，屋外あるいは振動など厳しい環境下で

使用することが多く，かつ大電流を制御する。はんだ接合
部は絶えず過酷な状況に置かれ，長期的な信頼性を確保す

る必要がある。

富士電機では，これらの電子機器の信頼性を向上するた

めに，鉛フリーはんだ接合部の高精度寿命予測技術（熱応
力解析技術，評価解析技術）を構築した。

2　鉛フリーはんだ接合部の寿命予測手法の課題

これまで実機の加速寿命試験により電子機器製品の信頼
性評価を行ってきた。加えて近年では，CAE（Computer 
Aided Engineering）を用いたはんだ接合部の寿命予測手
法や信頼性設計技術が確立されつつある。CAE を用いた

寿命予測手法では，製品動作時の電子部品とプリント基板
の熱膨張差により生じる熱ストレス（非弾性ひずみ）を

CAE で求め，はんだ材料の低サイクル疲労特性から寿命
を推定している。

一方，RoHS
〈注 1〉

指令に従って，鉛フリーはんだの適用が進

められており，富士電機では，Sn-Ag-Cu 系鉛フリーは

んだに微量元素（Ni，Ge）を添加したはんだ材料（SACNG
はんだ）を開発

⑴，⑵

し，パワーエレクトロニクス（パワエレ）

や産業分野の製品に適用・展開している。この鉛フリーは

んだは，従来の鉛入りはんだ（Sn-Pb 共晶はんだ）に比
べると塑性変形が主であるため，塑性変形機構を再現する

近似式（塑性構成則）を導出する必要があった。

また，φ10 mm の標準試験片
⑶

を用いたこれまでのはん

だ材料の疲労特性を取得する低サイクル疲労試験では，実
際と異なる凝固組織の材料特性を使用していたことが，

CAE を用いたはんだ寿命推定の乖離（かいり）要因の一
つとして考えられる。

これらのことより，鉛フリーはんだ接合部の寿命予測技
術の構築に当たり，塑性構成則と寿命予測精度の関係およ

び，疲労試験片サイズと疲労寿命の関係について検討した。

3　鉛フリーはんだ構成則の導出

₃.₁　鉛フリーはんだの材料特性

図₁に示すように，一般的な Sn-Ag-Cu 系鉛フリーは

んだは，従来の Sn-Pb 共晶はんだに比べると引張強度が

高く，耐クリープ性に優れているため，応力緩和しにくい

材料であり塑性変形が支配的である。クリープ変形しやす

い Sn-Pb 共晶はんだでは，塑性変形とクリープ特性を個
別に定義（弾塑性クリープ分離型）し，非弾性ひずみを算
出していた。一方，Sn-Ag-Cu 系鉛フリーはんだは，塑
性変形が支配的になる。実際には，塑性変形と応力緩和を

組み合わせた塑性変形機構（粘塑性）が生じるため，両者

〈注 1〉RoHS： 電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に 

 ついての EU（欧州連合）の指令
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Lead-free Solder Lifetime Prediction Technology to Improve Reliability of Electronic Devices

近年の小型化や高密度化に伴い，電子機器のはんだ接合部にはこれまで以上の過酷な環境での長期信頼性が要求され

る。一方，環境対応に伴い，鉛フリーはんだ材料の適用が進められているが，その変形機構が従来の鉛はんだと異なるため，

新たな寿命予測手法が必要であった。富士電機では，これらの電子機器の鉛フリーはんだ接合部の信頼性を向上するために，

鉛フリーはんだ特有の塑性変形機構を再現する近似式を導出するとともに，はんだ接合部の凝固組織レベルでの疲労特性
を取得する評価技術を構築し，高精度な鉛フリーはんだ接合部の寿命予測技術を確立した。

With the recent trends towards miniaturization and higher density, the soldered connections in electronic devices are required to provide 
longer-term reliability under severe environmental conditions. Meanwhile, with the trend toward eco-friendliness, the use of lead-free solder 
material is being advanced, but because that lead-free material has a different deformation mechanism than conventional lead solder, a new 
lifetime prediction technique was needed. To improve the reliability of lead-free solder connections in these electronic devices, Fuji Electric 
has derived an approximation equation for reproducing the distinctive plastic deformation mechanism of lead-free solder and has created 
evaluation technology for acquiring fatigue characteristics at the solidification structure level of soldered connections to establish highly 
accurate lifetime prediction technology for lead-free solder connections.



を考慮した統一型の塑性構成則を導出する必要がある。

₃.₂　粘塑性構成則（Anand モデル）の課題 

市販の有限要素法（FEM：Finite Element Method）を

用いた汎用の構造解析ソフトには，Anand らが提唱して

いる粘塑性則（Anand モデル）が構成則として組み込ま

れているものがある。Anand モデルは式⑴〜⑶に示すよ

うに，粘塑性ひずみをε・vp，応力をσ，気体定数を R とし，

九つの材料定数（A1，Q，m，n，ξ，h0，a，ŝ，s0）から

なる構成則である。

                                       　　　　…………………⑴

　　　　　　　　　　　　　　　　……………………⑵

　　　　　　　　　　　　………………………………⑶

この Anand モデルは，図₂に示すように，温度やひず

み速度依存性が高いはんだの非線形性（引張特性）を従来
の弾塑性構成則（直線近似法）で表現するよりも降伏応力
近傍の材料特性が高精度で再現できる構成則である。

ところが，図₃に示すように，引張−圧縮の繰返し応力
を伴う疲労では，ひずみ−応力曲線の再現精度に誤差が生
じる。一般的に，はんだの疲労では，引張時の降伏応力に

比べると圧縮時の再降伏応力は低くなるバウシンガー効果
と呼ばれる現象が生じる。従来の弾塑性クリープ解析では，

このバウシンガー効果を考慮するために，移動硬化則を用
いてきた。Anand モデルは引張特性を再現するための構
成則であり，バウシンガー効果を考慮できない。このため，

先述したひずみ−応力曲線の再現に誤差が生じるので，バ

ウシンガー効果を考慮した新たな粘塑性則の導出が課題で

ある。

₃.₃　鉛フリーはんだ塑性構成則の検討

粘塑性変形下ではクリープ速度は現在の応力値のみなら

ず非弾性ひずみ履歴に依存するなど，クリープと塑性変形
には相互関係がある

⑷

。
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そこで，統一型粘塑性構成則を用い，バウシンガー効果
を考慮できる新たな構成モデルを検討した。

新たな統一型粘塑性構成則での非弾性ひずみ速度ε・in
ij

テンソルは次式⑷のように表される。

                                                                  ……⑷

ここで，p（ε・）はひずみ速度に依存する項，Δσ は内部
応力変数，Q は活性化エネルギー，R は気体定数，T は絶
対温度，n は応力指数，nij は流れテンソル，A，κは材料
定数である。

〈 〉は Macauley のカッコであり，x が 0 以下なら〈x〉

＝0，x が 0 以上なら〈x〉＝x である。また，内部変数には

等方硬化則に関連した応力空間における降伏曲面の半径を

支配する抗応力および移動硬化則に関連した応力空間にお

ける降伏曲面の中心を支配する背応力があるため，背応力
の移行式に Armstrong-Frederick 則

⑸

を用いた。

                                 …………………………………⑸

ここで，α・ij は背応力速度テンソル，αij は背応力テンソ

ル，C，βは材料定数，ε・in
ij は非弾性ひずみ増分テンソル，

p・は相当非弾性ひずみ増分で式⑹で表される。

                              ……………………………………⑹

一方，定常クリープ変形のみ生じる場合，非弾性ひずみ

速度は拡散係数に比例する
⑹

ことから，温度依存項は次式で

表せる。

　　　　　　　　　　……………………………………⑺

本構成則では，非弾性ひずみはクリープひずみだけでは

なく塑性ひずみも想定するため，⑺式の温度依存項を次式
のように修正した。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　………………⑻

本モデルでは材料定数決定の際に基準の試験結果を選択
するため，Ta はその試験条件の温度である。

SACNG はんだの引張特性から得られた材料定数を基に

繰返し疲労時のひずみ−応力曲線を算出した結果を図₄に

示す。Anand モデルに比べると，圧縮降伏応力近傍およ

び再引張降伏応力近傍の再現精度が実験値とよく一致して

おり，温度を室温から 125 ℃に変化した場合でも高精度で

再現できることを確認し，導出した構成則が適用できると

判断した。

4　はんだマイクロ組織レベルでの材料特性の取得

これまで，CAE を用いてはんだ接合部の寿命推定を行
う場合の乖離（かいり）要因の一つとして，試験片サイズ

が凝固組織に影響を及ぼし，疲労特性に影響していると考
えた。CAE での寿命予測手法をより高精度化するために

は，はんだ接合部の凝固組織を想定した結晶レベル（マク

ロ組織レベル）での疲労特性取得が重要である。

しかしながら，実接合部サイズレベルの試験片を用いた

疲労試験を行うには，試験技術的に困難なため，実接合部
よりはるかに大きい試験片を用いて疲労寿命を取得して
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きた
⑺

。この大型試験片と実接合部の組織比較を図₅に示す。

実接合部に比べると，大型試験片は結晶粒径が大きい組織
であり実接合部との凝固組織は大きく異なる。また，亀裂
進展則や損傷機構に対する試験片サイズの因子も示唆され

るため，実接合部の疲労特性を持っているとはいい難い。

このため，エレクトロニクス実装学会では実接合部のマク

ロ組織レベルでの疲労特性を明らかにするため，微小試験
片での疲労試験方法を提唱している

⑻

。

試験片サイズの違いによる SACNG はんだの凝固組織の

比較を図₅に示す。微小試験片（φ1.0）の凝固後の組織
は大型試験片とは大きく異なり，明らかに結晶数も少なく

実接合部の凝固組織に近い形態を示している。試験片サイ

ズの違いによる SACNG はんだの室温疲労特性を図₆に示
す。

微小試験片（φ1.0）の室温疲労寿命は大型試験片寿命
に比べると，1/5 〜 1/10 ほど短寿命である。微小疲労試
験片の凝固組織は実接合部の組織形態に近いため，大型試
験片に比べると実機寿命に近い特性を持っていると考える。

5　熱疲労寿命予測精度の検証

一般的なチップ部品を対象に，熱疲労試験を想定した熱
応力解析を行い寿命予測精度の検証を行った。実機熱疲労
試験でのクラック進展状況と非弾性ひずみ分布を図₇に示
す。クラック発生位置はチップ下はんだ接合部であり，同
位置で非弾性ひずみが最も高くなることが確認された。こ

の最大ひずみ発生部に生じる非弾性ひずみ振幅を基に寿
命推定した結果を表₁に示す。比較として，弾塑性クリー

プ解析結果も併せて記載する。実試験での熱疲労寿命は

366 cycles であるのに対し，従来の弾塑性クリープ解析で

は 20% 以上の誤差が生じ，実際の寿命より短寿命の予測
結果である。一方，粘塑性解析では，実機寿命とほぼ一致
する結果が得られた。CAE でのはんだ接合部の寿命予測
手法として，はんだ材料の粘塑性構成則の導出ならびにマ

クロ組織レベルでの疲労特性の把握を行い，予測精度の向
上が図れた。

6　あとがき

電子機器の信頼性向上を図るため，はんだ構成則の導出
とマイクロ組織レベルでの材料特性の評価の必要性を紹介
した。

今後は，安定した信頼性（品質）製品とはんだ接合部の

限界構造設計を両立させた製品開発に向けて，CAE 技術
の有効活用に取り組んでいく所存である。
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