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まえがき

電子装置で構成される制御システムなどは公共・産業分

野で不可欠な役割を担っており，安定稼動が求められてい

る。電子装置の劣化要因の一つである腐食は，その置かれ

た環境の影響を受けやすい。周囲環境が悪ければ，言い換

えると腐食性ガス濃度が高ければ，電子装置の期待寿命は

一般的に短くなる。また近年では電子装置の余寿命を予測

し，延命・更新対策を行うといった予防保全のアプローチ

が求められている。

上記の観点から，電子装置の置かれた環境を調査して把

握することはきわめて重要であり，さらに，腐食状況を把

握して具体的な対応を取ることが電子装置の安定稼動に必

要である。

本稿では電子装置の劣化に影響する環境因子の中でも腐

食性ガスを中心に，その種類・測定方法を述べる。また，

周囲環境の変動を受けない製造環境実現や防食法検討のた

めに環境調査を実施した事例についても紹介する。

腐食性ガスの性状と電子装置の故障モード

（社）電子情報技術産業協会（JEITA
〈注〉

）が定める規格で

は，環境因子による電子装置への影響を調査するときの項

目として，表１に示す腐食性ガスをあげている。

電子装置の構造が微細化・薄膜化するに従い，影響を及

ぼす腐食性ガス濃度の下限が低くなり，ppb（parts per

billion：10億分の 1）オーダーの腐食性ガス濃度で致命的

損傷を起こしかねない。特に硫化水素は湿度がゼロ（実環

境ではありえないが）であっても電子装置に多用されてい

る銀や銅と反応し，湿度の増加に伴って反応速度，すなわ

ち腐食速度が増加することが知られている。これらの金属

は電気特性上，使用が避けられない材料であり，信頼性確

〈注〉JEITA：（社）日本電子工業振興協会（JEIDA）と（社）日本電

子機械工業会（EIAJ）が2000年11月に統合して誕生し

た組織

保のためにこれまで以上に封止などのパッケージングも含

めた，腐食性ガスとの接触防止が重要になってきている。

電子装置の故障モードと，関連する腐食現象を図１に示

す。腐食性ガスが影響しない酸化のような腐食現象もある

が，腐食性ガスと水分の存在によって，腐食という化学変

化は促進される。硫化水素が存在する高湿度環境下で，運

用開始から 1 ～ 2か月でマイグレーションが発生した例を

図２に示す。分析評価の結果，パッケージ内部のリードに

塗布された銀ペースト中の銀がマイグレーションを起こし

て短絡していることを確認した。

腐食性ガスの調査方法

調査方法としてはガス種とその濃度を測定する方法と，
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図１　電子装置の故障モードと関連する腐食現象

表１　腐食性ガスの種類とその特徴�

腐食性ガス� 特　徴�

二酸化硫黄�
（SO2）�

銅，鉄，亜鉛やアルミニウムを腐食させる。化石燃料の�
燃焼ガス，製鉄・製紙工程の排出ガスなどに含まれる。�

硫 化 水 素�
（H2S）�

銅や銀を腐食させる。相対湿度の増加により，腐食速度�
が顕著に増大する。地熱ガス，下水処理工程，生物分解�
により排出される。�

窒素酸化物�
（NO2，NO）�

空気中の湿分により硝酸を形成し，銅，鉄，ニッケルや�
アルミニウムを腐食させる。自動車排ガスなどに含まれ�
る。�

塩　　　素�
（Cl2）�

空気中の湿分により塩酸を形成し，銅，すず，銀や鉄を�
腐食させる。製紙工程や上水処理工程などで排出される。�

アンモニア�
（NH3）�

銅や黄銅を腐食させる。化学肥料製造工程やフェノール�
樹脂からも排出される。�
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30日間における腐食膜厚を測定する方法に分けられる。こ

れらの中でよく利用されている方法の一例を表２に示す。

常に腐食性ガスが存在する地熱環境などではその濃度変

化は少ないが，一般的な設置環境では濃度変化があると考

えられる。したがって，腐食性ガスの調査には時間をかけ

て期間平均の濃度または腐食膜厚を測定するのが望ましい。

加えて簡便さ・調査コストの観点から，富士電機では主に

市販の腐食性ガス測定キットによる腐食性ガス種・濃度の

測定と，無酸素銅試験片の腐食膜厚の測定を採用し環境診

断を行っている。瞬時値の測定が求められる場面において

は，表２に挙げた項目の中から適切な方法で対応している。

３.１ 腐食性ガス測定キットによる測定

本キットは金属試験片をケースに収納しており，測定箇

所に30日間放置した後，試験片の変色度合いを色見本と比

較して二酸化硫黄，硫化水素や塩素系ガスの有無とその大

まかな濃度が評価できる。1996年から2000年にかけて，10

事業所の合計66か所において測定した各腐食性ガス濃度を

JEITA規格に定められた区分で整理した結果は図３に示

すとおりで，区分１～４にわたって硫化水素の存在が頻繁

に確認される。区分１～４が示す各腐食性ガスの濃度範囲

は，表３に示す。なお，硫化水素の最高濃度は 240 ppbで

あった。

３.２ 無酸素銅試験片による腐食速度の測定

表面を清浄にした 30 × 30（mm）の無酸素銅試験片

（JIS C 1020）を 30 日間測定箇所に暴露した後，0.1mol/L

塩化カリウム水溶液中で陰極還元法を用いて試験片表面を

還元する。還元時に流れた還元電流から腐食膜厚を計算し，

この腐食膜厚の大小から環境を 4 段階に分類する方法であ

る。本手法は Instrument Society of Americaの規格に規

定されている。

環境調査の実施例

４.１ 周囲環境の変動を受けない製造環境の実現

電子部品は微細化・薄膜化が進んでおり，その製造には

環境が清浄であることが不可欠である。そこで周囲環境の

変動を調査するため，腐食性ガス調査キットを用いて工場

周辺の環境調査を通年で実施した結果を図４に示す。工場

周辺の環境変化の大きな特徴は，夏から冬にかけては工場
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図２　ICリード間のマイグレーションによる発生例
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図４　電子部品工場周辺の二酸化硫黄濃度の推移例

表２　腐食性ガスと腐食膜厚の測定方法�

分　類� 測定方法�

検　知　管�
測定対象ガスと反応する薬剤が入ったガラス管に大気を通気�
し，薬剤の変色長さからガス濃度を求める。ガス濃度は瞬時�
値である。�

ろ　紙　法�
測定対象ガスを中和できる薬品で湿らせたろ紙を一定期間暴�
露した後，定量分析する。ガス濃度は平均値（積算値）であ�
る。�

液 体 捕 集 �
大気をインピンジャ溶液吸収法で超純水に補集し，イオンク�
ロマトグラフ法でイオン成分を定量分析する。ガス濃度は瞬�
時値である。�

腐食性ガス�
測定キット�

測定箇所に1か月間暴露した後，試験片の変色度合いからガ�
スの存在とその濃度を測定する。ガス濃度は平均値（積算�
値）である。�

試験片暴露�
金属試験片を一定期間暴露した後，質量変化や膜厚測定から�
腐食膜厚を算出する。腐食膜厚は平均値（積算値）である。�
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図３　腐食性ガスの JEITA区分の分布

表３　JEITAの規定する腐食性ガス濃度範囲�

区分�

SO2�

H2S�

Cl2

腐食性�
ガス�

≦40�

≦3�

≦2

1

≦80�

≦10�

≦10

2

≦200�

≦100�

≦100

3

≦5,000�

≦10,000�

≦1,000

4

（単位：ppb）
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敷地境界付近，春から初夏にかけては自工場の煙突付近の

二酸化硫黄濃度が工場の空気取入れ口より高いことであっ

た。これらの特徴は，自工場のボイラ排出ガスと工場周辺

のビニルハウス加温用のボイラ排出ガス中の二酸化硫黄に

起因していた。製造環境をより清浄に保つため，自工場ボ

イラ燃料を硫黄分の少ない燃料に変更し，ケミカルフィルタ

を増強した。

４.２ 地熱発電所における防食法の検討

制御設備の更新にあたり，環境を把握し防食法を検討す

るため，1か月間腐食性ガス調査キットにより調査を行っ

た。調査状況は図５に示す。調査の結果，部屋の入口を二

重ドアにし，部屋内に硫化水素除去装置を導入することで，

200 ppbあった硫化水素を 10 ～ 20 ppbまで下げられるこ

とを明らかにした。さらに電子部品をコーティングするこ

とを検討し，腐食試験によりその有効性を確認したうえで，

ICリードなど金属が露出している部分は硫化水素との接

触防止のため，コーティングを施した。その後，設備を更

新して 4 年が経過しているが，腐食による問題は発生して

いない。

あとがき

腐食性ガスを中心に，測定方法，測定データと環境調査

の事例を紹介した。腐食は，材料と環境の兼ね合いで発生

するものであり，腐食性ガスは環境因子の一つである。電

子装置劣化の診断にあたっては環境の温度，相対湿度，た

い積じんあいの評価や分析的手法による劣化現象の調査も

含めた総合的な評価が必要である。

今後は環境調査と電子装置の劣化度合いのデータを蓄積

し，環境調査の結果から電子装置の余寿命を推測するとい

うアプローチを行い，納入されたシステムの安定稼動に貢

献したい。
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図５　地熱発電所における環境調査の実施状況例



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
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