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　まえがき

　地球環境問題は今や深刻な状況にあり，地球温暖化，酸
性雨，海洋汚染，土壌汚染などに対し，電子機器に使用さ

れている有害物質の影響が懸念されている。これら環境を

視野に入れた環境調和型製品が今や高機能・高性能製品と

同様に求められている。また欧州では，2006年 7月 1日
に RoHS指令「有害物質の使用禁止指令」が施行され，鉛，

水銀，カドミウム，六価クロム，特定臭素系難燃剤（2種）

の計 6物質が電気電子機器への使用を禁止された。同様の

規制は中国，韓国，米国カルフォルニア州ほか世界中に拡
大されようとしている。

　富士電機においては，積極的に電子機器の JISSO（230
ページの「解説」参照）に対する環境調和型化への取組み

を推進し，RoHS指令確定前の 1998年にパワー半導体モ

ジュールの鉛フリーはんだ接合品の発売や，トラッキング

耐性の高いハロゲンフリー配線基板の開発などの取組みを

行ってきた。

　本稿では，環境調和型製品への取組みのうち，開発した

鉛フリーはんだの特徴と成形樹脂用反応型ノンハロゲン難
燃化技術の開発の 2テーマについて，その内容を紹介する。

　鉛フリーはんだ材料の開発

　富士電機が独自に開発した，5元系鉛フリーはんだ（Sn-

Ag-Cu-Ni-Ge）の特徴について紹介する。このはんだは，

Sn-Ag-Cuをベースにし，Ni（ニッケル）と Ge（ゲルマ

ニウム）を微量添加したことを特徴としている
（1）

。現在，国
内（特許第 3296289号），米国（特許第 6179935B1号），

およびドイツ（特許第 19816671C2号）で特許を取得して

おり，日本，中国，韓国，欧州，米国など世界の材料メー

カー数十社とライセンス契約を結び，鉛フリーはんだの実
用化の促進や課題解決に貢献している。

2.1　背　景

　産業用電子機器は，大電流製品や屋外の厳しい環境下で

使用されることが多く，大容量から小容量の電子部品まで，

さまざまな品種を採用している。さらにはベアチップもフ

リップチップ実装形態で基板上に混載実装される。

　このような背景の中，富士電機では多様な接合工法（例
えば，リフロー，フロー，水素還元無フラックスリフロー

工法など）に適用可能，加えて熱ひずみ変化，熱疲労に対
する耐久性やはんだ接合部を介した熱伝導性（放熱性）な

どの観点から，はんだ接合部性状の安定性を重視した鉛フ

リーはんだ材料を選定し，材料と製造プロセス技術の両面
での開発をこれまで行ってきた。

2.2　従来のはんだ材料と鉛フリーはんだの特徴

　表１に現在実用事例のある代表的な鉛フリーはんだの特
性を，Sn-Pb共晶はんだ材と比較した結果を示す。

　従来の Sn-Pb共晶はんだから鉛フリーはんだに切り替
えるにあたっては，はんだの基本的な特性である融点や接
合材料とのぬれ性，信頼性としての機械的特性や熱疲労特
性，欠陥発生の有無，接合プロセスの安定性，作業性など

を考慮しなければならない。

　特に，はんだ接合部の信頼性における重要な項目とし

て，熱疲労破壊が挙げられる。これは，樹脂配線板（熱
膨張係数：16 ppm/K）と電子部品や Siチップ（熱膨張係
数：3.5 ppm/K）とはんだ（熱膨張係数：22 ppm/K）と

の熱膨張係数の差から生じる熱応力により，接合材であ

るはんだが繰り返し熱ひずみを受けて発生する現象である。

そのため，弾性率が高く，融点が高い鉛フリーはんだでは，

表1　Sn-PbとSn-Ag-Cu系はんだの代表特性
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Sn-Pb共晶はんだのような，塑性変形による応力緩和など，

いわば自己犠牲材（応力緩和材）の働きが期待できないた

め，その異なる物性により起こる現象を注意深く検証する

必要がある。

2.3　鉛フリーはんだの信頼性

（1）　熱サイクルに対する特性
　鉛フリーはんだ材の主流となっている Sn-Ag-Cu系材
など析出・分散強化型の材料の場合，凝固時に初晶 Snが
大きく成長し，強い異方性を持つ凝固組織となることが多
く報告されている。特に結晶数が 1〜 2個と少ない，BGA
（Ball Grid Array）や CSP（Chip Scale Package）などの 
微細接合部では，接合部信頼性に影響が大きいことから，

研究が盛んに行われている。

　Sn結晶の異方性凝固組織は，微細接合部にのみ起こる

現象ではなく，挿入部品にとっても同様に発生する。

　図 1に Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだで接合したパワートラン

ジタ部品の熱サイクル試験 1,000サイクル後の接合組織を

示す。

　Sn-Ag-Cu系材料は，Sn-Pb共晶はんだとは異なり，

数個の結晶から成る組織であることが確認できる。また，

熱サイクルによる熱ひずみによって，結晶粒界に対応した

クラックが確認できる。挿入部品などの接合部においても，

ひずみ負荷条件によっては，結晶粒界など組織的に弱い箇
所に破壊が生じるケースが発生し，従来の Sn-Pb共晶は

んだとは異なる様相，すなわち強い異方性を持つ結晶が起

因となる破壊形態が確認されている。

　Ni，Ge添加はんだでは，凝固時の結晶数が多く，組織
が無添加材に比べ微細になっており

（2）

，これらの課題に対し

有効な特性を示す。またこれらに関係し，引け巣の抑止や

クリープ特性の向上などを確認しており，力学特性に対す

る Ni，Ge添加による凝固組織制御が信頼性に与える効果
は大きいと考えている。

（2）　実装品の信頼性評価
　産業用電子機器のプリント基板では挿入部品が搭載され

ることが多い。ここでは，挿入部品（DIP-IC）の接合部
の信頼性評価として－40〜＋125℃，1時間/サイクルの

ヒートサイクル試験を行った事例を示す。評価方法は，所
定のサイクル数で抜き取った基板のはんだフィレット部の

外観を観察し，フィレットに発生した円周方向のクラック

長さから累積損傷率を算出した。

　図 2に Sn-Ag-Cu，Sn-Ag-Cu-Ni-Ge，Sn-Pb共晶はん 
だそれぞれで実装した基板の累積損傷率の推移を示す。

Sn-Pbに比べ，Sn-Ag-Cu系材料は，損傷率が小さく外
観から判断できる劣化は少ないといえる。また Sn-Ag-

Cuに比べ，Sn-Ag-Cu-Ni-Geのほうが損傷率が小さく，

その理由として先に述べたように Niの添加により，高温
時効条件下での析出物の急激な成長，組織変化が抑えられ

ることによって，高温域でのクリープ強度が高くなってい

ることが作用していると考えている。

（3）　接合界面の特性
　マイクロソルダリングにおけるはんだ接合部界面に形成
される金属間化合物の析出・成長は，はんだ接合継ぎ手強
度や信頼性に影響が大きく，成長が遅く安定した金属間化
合物の形成は長期信頼性が高いことを示している。

　図 3に Sn-Ag-Cu，Sn-Ag-Cu-Ni-Geはんだの 120℃
× 1,000 h後の銅電極との界面を電界放射型走査電子顕微
鏡にて観察した二次電子像を示す。Ni，Ge添加はんだで

は，化合物厚み成長が遅いことを確認している
（3）

。また，フ

ローはんだ工法などのプリント基板銅電極の溶食において

も Sn-Ag-Cuに比べ遅いことが確認されている
（4）

。

（a）金属顕微鏡像 （b）偏光顕微鏡像
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図1　 熱サイクル試験後のパワートランジスタ部品はんだ接合部
の断面組織
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図2　挿入部品はんだ接合部の累積損傷率
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図3　はんだボール銅電極とはんだ接合界面
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　 反応型ハロゲンフリー難燃剤による環境調和型
成形樹脂ナイロン

3.1　難燃性と高温時の力学強度

　富士電機では以前から電気・電子機器の環境調和化を推
進しており，配電機器用熱可塑性樹脂のハロゲンフリー化
に取り組んできた

（5）（6）

。

　ハロゲンフリー難燃剤は，分子構造内に ,リン（P）・窒
素（N）元素を含有し，さらに熱・放射線照射により樹脂
と化学的に結合する反応基を有する。これまで，この単一
の反応型ハロゲンフリー難燃剤を添加したナイロン樹脂を

用いることで，UL94規格で V-2〜 V-1相当の難燃性を

有する樹脂を開発した。しかしながら UL94V-0を得るに

は，単一の難燃剤だけでは困難である。

　そこで，反応型ハロゲンフリー難燃剤だけでなく，物理
的に樹脂を混合する，ハロゲンフリーの添加型リン系難燃
剤を併用することで従来のハロゲン含有難燃剤よりも少量

（20〜 30%）で UL94V-0の難燃性を得ることができた。

　また，熱・放射線照射によりナイロン樹脂と反応型ハロ

ゲンフリー難燃剤を架橋反応することで，融点以上におい

てもある程度の力学強度を有し，耐熱性を大幅に向上させ

ることができる。

　図 4に反応型難燃剤とナイロンとの架橋反応前後での貯
蔵弾性率（G’）の温度依存性を示す。架橋反応前のナイ

ロンでは 250℃付近での融解温度付近から急激に G’が低
下し，試験片が流動化する。一方，架橋反応後は G’の低
下が少なく試験片は形状を維持する（図 5参照）。

3.2　ハロゲンフリー難燃化樹脂の諸特性

　開発した反応型ハロゲンフリー難燃剤による環境調和型
成形樹脂ナイロンの力学的・電気的特性を表 2に示す。力
学強度をハロゲン含有の難燃化ナイロンと同等以上とす

るために難燃性は V-1となったが，衝撃強度，発火性お

よび電気的特性ではハロゲン含有樹脂と同等以上の特性が

得られている。特に CTI（Comparative Tracking Index）
ではハロゲンフリー化することでハロゲン含有樹脂の特性
（300V）を大幅に改善できることが分かる。

3.3　ハロゲンフリー難燃化樹脂の発生ガス特性 

　従来，ハロゲン含有難燃剤を用いた樹脂は成形時に発生
するガスにより金型の汚れが促進され，金型のメンテナン

スに時間と費用がかかるという問題があった。そこで，ハ

ロゲンフリー難燃剤を用いて難燃化した樹脂およびハロゲ

ン含有難燃剤を用いた場合の樹脂ペレットからの発生ガス

について検討した。

　ハロゲン含有難燃化樹脂（ハロゲン系）およびハロゲン

フリー難燃化樹脂（ハロゲンフリー系）のペレットをそ

れぞれ窒素雰囲気下で 350℃，20分加熱し，発生したガ

ス成分を GC-MS（Gas Chromatography-Mass Spectro-
meter）で分析し，有機成分の発生ガス総量および成分の

同定をした。なお，この加熱条件は成形時に金型から採取
したガスの成分と比較検討してほぼ同様な発生ガス組成が

得られることを確認している。

　図 6に各サンプルの GC-MSによるトータルイオンクロ

マトグラム（TIC）を示す。また，表 3に各サンプルの有
機成分の発生ガス総量を示す。ハロゲン系では，難燃剤由
来の臭素系化合物が多種類検出されている。特に高沸点化
合物が多く，金型内に凝集残存し，付着物の原因になって

いることが考えられる。またこれらの化合物が二次分解す

ることで腐食性の強い酸性成分（HBr）が生成される可能
性が高い。一方，ハロゲンフリー系では発生ガスの種類が
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図4　架橋反応前後の力学強度

（a）架橋反応前 （b）架橋反応後

図5　360℃のはんだ槽に5秒間浸漬したときの試験片
　　　（厚さ0.8mm）

表2　環境調和型成形樹脂ナイロンの特性

開発品

V-1

9.3 kJ/m2

227MPa

PLC-0

PLC-0

960℃

600V以上

2×1,014Ω・cm

試験条件

0.8mm

ノッチ付

－

0.8mm

0.8mm

3mm

3mm

60mm角

燃焼性

シャルピー衝撃強度

曲げ強さ

高電流アーク発火性（HAI）

ホットワイヤ発火性（HWI）

GW（Glow Wire flammability）

CTI

表面抵抗

試験項目
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大幅に減少しており，汚れを促進するようなガス成分や高
沸点化合物もほとんど見られない。また，ハロゲンフリー

系の発生ガス総量は，ハロゲン系に比べ 10%以下と，大
幅な減少を確認している。

　以上のことから反応型ハロゲンフリー難燃剤により難燃
化したナイロンは，成形工程での金型洗浄回数の低減など

による環境負荷低減にも寄与できるものと考えている。

3.4　今後の成形材料技術

　ハロゲンを含有した従来の難燃化樹脂と同等以上の力学
的・電気的特性を有する反応型ハロゲンフリー難燃剤を用
いた環境調和型成形樹脂ナイロンを開発した。今後は，熱
硬化性樹脂をリサイクル性の高い，熱可塑性樹脂へ代替す

ることで，全社製品へのハロゲンフリー難燃樹脂による成
形技術の適用を図り，環境に配慮したものつくりの推進に

尽力したいと考えている。また今後，より高い循環型社会

実現のためには，枯渇性資源である化石資源由来の樹脂だ

けではなく，生分解性樹脂材料の開発が重要になるものと

考えている。

　あとがき

　地球環境保全のための資源循環型社会の構築は省エネル

ギーとともに，今後もますます重要な分野となると考えて

いる。環境保護を意識した電子機器の創出，すなわちエレ

クトロニクス実装の環境対応技術開発には，金属，高分子，

有機・無機材料などいずれも，微量元素の添加が大きな効
果をもたらす。今後も，大学，中立機関，素材・原料メー

カーなどとの幅広い協業により，系全体の最適化を図り，

有害物質の代替，省エネルギー，可逆性のある材料開発な

どにより，環境に優しい製品を提供していく考えである。

　本件に関して，群馬大学大学院工学研究科荘司郁夫准教
授，東京農工大学大学院重原淳孝教授から多くのご指導を

いただいた。末筆ながら関係各位に心から謝意を表する次
第である。
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図6　樹脂ペレット発生ガスのトータルイオンクロマトグラフ

表3　樹脂ペレットの発生ガス総量

開発品

4.7

ハロゲン系

75発生ガス量（mg/g）

解　説 JISSO

　「JISSO」とは，電子機器製造に関する材料，プロセ

ス，設計，検査など，関連する技術を称した用語である。

　一般的に用いられる「実装」とは，国語辞典などで

調べると，「装置を構成する部品を実際に取り付ける

こと」と記されているが，電子機器の製造分野で使用
されている実装では，固有技術分野により用いられる

範囲が大きく異なる。例えば，電子情報技術産業協会
（JEITA）の「日本実装技術ロードマップ」に用語の

定義が記されているが，実装部品などの装着やその接

続に，実装部品技術（半導体部品，受動部品，機構部
品）から実装技術（回路パターン設計，プリント配線板，

はんだ材料，はんだ材料供給，実装プロセス・設備装
置，検査プロセス・設備装置）にわたる固有技術と全
体を最適化して設計するシステム設計技術とを横断的
にかつ有機的に結びつけたシステム設計統合技術とし

た広い意味で JISSOと表現している。これは国際電気
標準会議（IEC）や国際実装技術会議（JIC）などで

も採用され，国際的に用いられている用語である。



＊ 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

商標または登録商標である場合があります。




