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半田付け

1.半田付けとは
半田付けは Sn ・ Pb合金を主体にしたろう付け方法として発達し、近年、鉛の環境問題から、錫を主体にし

た Sn-Ag-Cu半田が鉛フリーの半田として用いられている。

その接着構造はろう材で固着すると共に、接着材としての金属間化合物を作り出すことにある。銅ランドに

半田付けを行った断面構造を図 1.1に示すが、接合面には、①半田の Sn、半田中の Sn と、ランドの Cu と

の相互拡散で生成された数μ厚の金属間化合物の②Cu6Sn5、③Cu3Sn、および④プリント基板配線の Cu

が見える。(http://www.jfe-tec.co.jp/jfetec-news/k_news/news/46.html)

＊一般にカーケンダルボイドは、相互拡散の不均

衡により発生した原子空孔（格子欠陥）が消滅す

ることなく集積したことにより発生します。

Sn／Cuの界面の場合、Cuの拡散に対して Snの拡

散が少ないため、金属間化合物と Cu界面に空孔

が集積すると考えられています。

この金属間化合物の生成には、単に金属が接

触するだけではなく、次の 4条件が管理されな

ければならない。

①反応を起こす適度な温度

②表面の酸化膜を除去する適切なフラックス

③適量・適切な半田

④クリーンな表面の母材

従って、手半田においては①の温度管理、③の半田量の管理がしにくく、信頼性のある手半田付けは誰に

でもできる訳ではなく、良質な手半田には幾多の経験と知識が必要になる。

ましてや、体験を伴わない、DVDやネットで配信されている半田付け講座などではこれらの4条件を体得で

きるものではない。

2.クリープ現象
半田は普通の構造材とは違い、その寿命を溶解温度近辺で全うする。例えば、Sn-Ag-Cu半田の溶解温度

221℃を熱エネルギーのケルビン温度で表せば、100℃での動作は溶解温度のほぼ、75.5%に相当する。

溶解温度 :221+273=494K

動作温度 :100+273=373K(75.5%)

これがどの程度の環境なのか、他の材料で比較してみる。SPCC軟鋼だと約 1530℃程度が溶解温度であ

るので上記の換算式に当てはめてみると、

溶解温度は 1530+273=1803K ⇒その 75.5%は 1361K(=1088℃)になる｡

想像はつくと思うが、半田がいかに過酷な環境に耐えているかが理解できる。

このような環境で動作させると、種々な特殊特性が現れるが、その一つであるクリープ現象について記す。

図 1.1半田接合面の断面図

ランド寄りの Cu3Sn層には、原子の拡散速度の差異によって発

生するカーケンダルボイド（中央矢印）が見え、このボイドが成長

するとクラックに発展し、半田接合が破壊されて故障の原因となる

①

②

③

④
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一般に材料に力を加えると、材料は変形するが、力を継続して与えても変形量が増減する事はない。例え

ば、バネ秤の指示が時間で変わることはない．．．．．．．．．．．．．．．．．．。これは弾性変形でも、塑性変形でも同じである。

しかし、クリープ現象が発生すると、時間とともに変形量が増大し、応力(∝力)を緩和しようとする。

例えば、熱膨張で寸法が 1%伸びようとした時、クリープ材は、当初は変形が少ないため、応力が高い＊１が、

時間とともに、1%まで変形し、応力を 0にする。

(＊1：応力が発生して変形を押さえ込んでいる)

問題のない特性の様にも思えるが、材料にとっては原子間結合をつなぎ替えるダイナミックな現象であり、

繰り返し発生すると原子間の結合が切れてしまい、結晶粒の粗大化から強度が大幅にダウンすることにな

る。これがクリープ破壊と言われる現象で

ある。

図 2.1、図 2.2に応力によって歪速度が

どう変化するかの曲線を示す。

本来なら歪は時間変化しないので"0"に

ならなければならないが、ある応力から急

速に半田が変形しだすクリープ特有の現

象が見える。

これらの曲線は温度依存性があり、この

ことからも熱エネルギーの支配率が高い

現象であると推定できる。

又、図 2.1の応力 10MPa、温度 90℃

(▼印)の時の歪速度は 3.7×10-8程度で

あるので、時間速度に換算すると、

3.7×10-8×3600≒1.33×10-4になる。

この値を図 2.2の 85℃(▲印)を 90℃へ外

挿した値 1.5×10-4と比較するとほぼ、同

じ値が得られている。(両社はほぼ同じ材料?)

これらの資料から耐クリープ寿命を延ば

すのは、

・熱応力を緩和する⇒応力集中を低減、

材料間の線膨張率を合わす、材料のピ

ッチを小さくする、等。

・温度差を低減する。

事が有効である。

3.半田クラック
又、半田クラックによる寿命も温度の影響を受ける。

図 3.1に非弾性歪エネルギー密度と寿命回数のクラフを示すが、同じエネルギー密度であるなら、高温時

に寿命が短くなる事が示されており、熱エネルギーによる関与が見える。しかし、 -40℃のほうが室温より弱

い、等複雑な一面も同時に示している。

図 2.1 応力と歪速度 ダイキン工業

2010 応力特異場パラメータを用いた電子部品はんだ接合部の熱疲労寿命の評価

図 2.2応力とクリープ歪速度

鉛フリーはんだ接合部の疲労信頼性評価 2009サンデン株式会社
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半田の場合は多くは電子回路の接続に用い

られ、クラックが発生すると回路の接続が切

れる。従って、回路動作不良になって製品の

寿命が尽きるので、寿命に対応した耐久性が

要求される。例えば、次の仮定では約、3.6×

104回の耐久性が要求される。

10年 365日稼働

10回/日 膨張・収縮

N=10×365×10=36500回

半田クラックの進行の様子を図 3.2に、クラ

ックの詳細を図 3.3、図 3.4に示すが、いずれ

も応力の集中するコーナー部からクラックが進行しているのが分かる。

熱歪は温度変化幅に比例するので、寿命回数．．．．N．を延ばす＝温度変化を抑制．．．．．．．．．．．．することになる。

図 3.3

2008 川鉄テクノリサーチ株式会社 物理分析関連技術のご紹介

図 3.4

富士ゼロックス(株)プリント基板はんだ接続部の熱疲労解析 2010年 11月 19日

図 3.1 歪エネルギーと寿命回数

NEC Usermatによる鉛フリーはんだの疲労寿命シミュレータ開発

図 3.2熱衝撃試験による半田クラック進行の様子

TDK･Tech-Journal Vol05 2010
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4.半田付けの評価
半田付け品質を左右するキーワードに

「濡れ性」がある。

濡れとは、半田づけにおいて、半田が金属表

面にスムースに流れてなじむ事です。

ですから、濡れ易いというのは、いわば半田が

広がり易い、なじみ易いということです。通称、

半田がのる、のらないといった感覚になります。

濡れ易さの評価には、図 4.1のように液体の半田が母材に接触したときの濡れ角で表します。

この角度は一般に 20°前後が良いとされていますが、半田とフラックス、半田と母材、母材とフラックス、そ

れぞれの界面張力が影響し合って決まるので評価の都度変わることがあります。

又、左の玉のような半田になる原因は母材の酸化や汚れ、半田の温度不適切などがあります。

半田付けの仕上がり外観については表 4.1に、不良の用語については図 4.2にそれぞれの一覧を記す。

×半田の量が少ない状態 ×半田の量が多い状態 ×オーバーヒートした状態 ×クラックが入った状態

×半田が剥がれた状態 ×ブリッジになった状態 ×ヤニ付けになった状態 ツノ半田

表 4.1半田付けの外観 http://www.hakko.com/japan/namari/pages/index.html

図 4.2 半田付け不良とその呼称

図 4.1半田の濡れ角とは

http://www.k3.dion.ne.jp/~kitt/craft/fan/solder/property.html

○良好な半田付けの状態

トンネル半田
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5.手半田の問題点
以上述べたように、半田付けは材料の溶融を伴う限界の作業であり、この作業を安定的に行うには自動

機に頼らざるを得ない。手動で行うには根本的にムリ・ムラがある。

しかし、それでも、試作品とか、自作の場合にはどうしても手動で行わざるを得ないケースがある。その場

合の作業手順を次に記す。しかし、1項で述べた 4条件を満たせないので信頼性確保は困難である。

＊1：電極の裏側へ半田が流れたか、否かの訓練は何回も練習を行い、都度、剥がして電極の濡れ具合を確認して

作業レベルを体得するしかない。"体験を伴わない講座ではダメ"とはこのようなことを言う。

電極裏面・背面の半田フィレットをバックフィレットと言い、表面の接続だけでは接続強度が不足し、バックフィレットを

充分に作れない手半田の信頼性低下の一因になっている。従って熱に弱いチップ部品は、手半田ではバックフィレット

を充分に作れないので高い信頼性は得られない。

リード部品 チップ部品 作業内容

予
備
過
熱
＆

予
備
半
田

ランドを半田が溶ける程度まで温

度を上げる為、半田ごてをランド

に当て、昇温させる。チップ部品

は仮固定用の予備半田を行う。

仮
固
定

部品を載せ、予備半田を再溶融さ

せて仮固定を行う。予備半田は厚

み管理ができないので片方の電

極のみに行う。

半
田
供
給

高温になったランド．．．．．．．．．に糸半田を供

給し、フィレット形成に十分な量の

半田を溶融させる。

注意事項：糸半田を半田ゴテに当てない事。糸半田中のフラックスが急速に蒸発し、充分なクリー

ニング効果が得られないばかりか、半田の酸化を招いてイモ半田、等の半田付け不良になる

フ
ィ
レ
ッ
ト
形
成

ランドが適切な温度に保持され、

十分な量の半田が供給されてい

れば、半田は自動的に濡れて流

れ、適切なフィレットが形成され

る。

チップ部品は仮固定した電極を修

正して形状を整え、且つ電極の裏．．．．

側へ半田が流れる．．．．．．．．よう、細心の注

意を払う。*1

終
了

表 5.1 手半田の作業手順と注意事項
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＊1の課題に加えて、基板の熱収縮の速度差による熱応力の発生も見逃せない。

フロー/リフロー半田付けの場合、予備過熱によって基板全体が均一に加熱･冷却されるのに対して、手半

田付けの場合、部品のみが集中的に加熱・冷却される。

つまり、半田付け部の応力集中部にかかる残存応力が高くなり、半田付け強度は低下する事になる。

6.インターネット情報への疑問
次の表はインターネット上の、コテ先で半田を溶かしていると思われる情報である。確かに半田は溶け易

いが、母材の温度が不充分なのでなじみが悪く、信頼性の高い半田付けは得られない。

表 6.1 Web上での疑問情報

あるWebで「プロの技」と題して公開している半田付けの資料からいくつか課題を挙げて見ました。

これがプロのレベルなら企業は苦労しなくて済みます。

画像資料 問題点

・強引に半田を付けるため、ランドを温めることなく、いきなり

糸ハンダをコテで溶かしている。

・コテの影で半田量がコントロールできない

・対象物に対してコテ先が太すぎ、コントロールがしずらい。

・母材温度が低いため、半田が流れていない。

・ランド全体に流れていないので予備半田の意味を成していな

い。

・予備半田としては半田量の絶対量が不足している

・上記のまま部品を装着した為、部品側のコム（放熱板）が半田と

接触する事ができず、放熱が悪くなっている。

(後加熱では部品裏へ半田は流れない)

・再び、糸半田を直接、コテで溶かしている

・半田ゴテの影になって半田量がコントロールできていない。
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・高温で半田付けした為、半田にツヤがなく、くすんでいる。

(半田が酸化している)

温度管理ができていない為、半田にシワが発生している。

(急激に半田温度が低下した）

表 6.2 手半田付けの課題

7.半田付けの最新技術
チップ部品の極小化に伴い、クリーム半田塗布用メタルマスクの孔サイズが小さくなりすぎ、充分な精度・

形状でクリーム半田を塗布することができなくなってきている。(図 7.1)

又、部品をクリーム半田上へ装着・加圧する時に、クリーム半田上を滑る現象が起き、セルフアライメント

だけでは装着位置精度を上げることができなくなってきている。(図 7.2)

図 7.1抜け不良 図 7.2 装着不良

この問題の解決索として、半田入り樹脂ペーストによる工法が考えられている。クリーム半田と異なり、溶

けた樹脂が接着剤の役目をし、さらにはセルフアライメント効果で、高い位置精度を得ることができている。

8.クリープ破壊のメカニズム
クリープ破壊についてはそのメカニズムが幾つか提案さ

れているが、EBSPを用いた結晶粒の界面観察や SEM画像

から、クラックが半田の成分の界面に沿って走っている事

が観察されている。これらを踏まえて、メカニズムは次のよ

うに考えられる。

当初、均一に拡散していたマイクロボイドが、熱膨張によ

る摩擦熱で結晶粒が局所溶解し、再凝固する時にボイド同

士が合体・成長する。いわゆる、結晶粒界に沿ってボイド

初期状態 再凝固後

図 8.1再溶融による成分の析出とクラック

●はボイドを有する結晶粒
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が成長していく。その結果、局所溶融の起こりやすい応力集中部からクラックが成長し、全体が継った時に

クラックとして認識される。

9.マイグレーション

マイグレーションにはイオンマイグレーションとエレクトロマイグレーションの 2種類があるが、ここで取り上

げるのはエレクトロマイグレーションである。

半田も錫が主体の鉛フリー半田になり、又、BGA接続の高密度化によってサイズの微細化⇒電流密度の

UP となりつつあり、マイグレーションによる断線事故も散見されるようになってきたので注意や評価が必要

な項目である。

Wikipediaによれば、エレクトロマイグレーションは

「電気伝導体の中で移動する電子と金属原子の間で運動量の交換が行われるために、イオンが徐々に移

動すること…」とある。

"電子と金属原子の間で運動

量の交換"とは、分り易く言えば、

衝突によって弾き飛ばされるこ

とである。電子の質量は約

9×10-31Kg、陽子 1個の質量は

1.7×10-27Kg で、個々の質量比

は約 1836倍である上、金属原

子核は陽子や中性子が数多く

含まれるので、原子核に対する

質量比は原子量(錫では 118.7)倍される。

しかし、電子には"数"という武器があり、数多くぶつかれば錫の原子を移動させる事ができる。エレクトエロ

マイグレーションの原因は、上記したように原子の移動である。移動のし易さは

1)電流密度 ⇒ぶつかる電子の数に比例

2)温度 ⇒原子核の運動エネルギーであり、高温ほど移動しやすくなる

に左右される。

従って、評価試験で半田部の"痩せ、細り"が観測された場合は

・半田部はできる限り温度を上げない(100℃以下)

・電流密度もできる限り増大させない、必要に応じて Pin数を増す

等の見直しが必要になる。

もう一つのマイグレーションであるイオンマイグレーションについて簡単に説明する。

イオンマイグレーションは、導電路（主に水分)が存在する端子間に電圧を印加した時にメッキのように陽

極側の金属が正イオン化し，陰極側へ移動し，陰極側で再び金属として析出、成長する現象のことで、温

度依存性はあまりなく(100℃以下でも発生)、析出した金属の形状もデンドライド(樹状)、導電路の形状、

橋状、雲状、ウィスカ状、等多様な形状をとる。

(a)ハンダバンプのボイド発生

www.chukyo-u.ac.jp/liaison2/pics/gaiyou_pic/98/3.jpg

(b)電流依存性

東芝信頼性技術情報より

図 9.1 マイグレーション資料

ICではこのマイグレーションによってアルミ配線が断線する事故が一時期多発したことがある。その後、原因が分かると、

いろいろな対策が採られ、現在では ICの稼働寿命よりもはるかに長い寿命になるように設計されている
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10.錫ウィスカ(ホイスカ)

ウィスカはいわゆる「猫のヒゲ」と言われる金属原子の単結晶様の針状結晶である。(図 10.1)

鉛フリー半田の導入で部品リードに錫メッキが多用されるようになってきており、この錫メッキや鉛フリー半

田からウィスカの発生が報告されている。

図 10.1 ウィスカの写真例 (JEDEC Standard No. 22A121.01 より)

Wikipediaからウィスカ全般についての要点を抜粋すると次のようになる(最終更新 2012年 12月 4日 (火) 14:17)。

◇発生原因：結晶の表面付近に圧縮応力が発生すると、その応力を緩和しようとして新たな結晶がもとの

結晶の外側に向けて成長する。結晶成長の起点が小さく、連続的に成長し続ける傾向を持つ。

◇特徴：

・結晶成長の起点が小さく、連続的に成長し続ける傾向を持つことから非常に細長い髭状の単結晶が形

成される。

・錫ウィスカの場合は鉛を添加するとウィスカーの発生を抑制できる。(鉛フリーの条件下では対策不可)

・ウィスカーは単結晶であるため、多結晶体から成る一般的な材料とは異なり結晶粒界などの構造的な欠

陥が少なく、また不純物をほとんど含んでいないために強度が大きい

その他、経験的な特徴としては

・空気に触れていなければ発生しない。

・発生までは遅れ時間があり、評価時間は短縮できない。(加速性がない)

・形状は針状であり、屈曲することはあるが枝分かれや細りはない。

・成長長さは上限があり、無限に伸びるわけではない。

・素材の残留応力も結果を左右するので応力除去してから錫メッキをする。

・コネクタの接触部、等の応力印加部分は発生要注意の箇所である。

・錫メッキ箇所だけではなく、鉛フリー半田からもウィスカが発生することがある。

・薄いメッキ(5μm以下)程、発生し易い。

10.1 ウィスカ評価技術

発生の原因が残留応力や新たに発生する応力と考えられるのでウィスカ発生の評価は次のような 3条件

で行われる。ストレスが大きいほど発生しやすい訳ではないことに注意が必要である。強大なストレスはそ

れ自身でウィスカの発生環境を壊してしまうのである。

これらを踏まえて、日本のJEITA規格(ET7410)や、米国のJEDEC規格（JESD22A121.01）を持ち寄って審議さ

れた結果、国際規格として IEC 60068-2-82(2007)が発行され、日本でもこの規格の国内版として

JIS-C-60068－2－82(2009)が発行された。表 10.1.1にその概要を示すが、非公的規格の自社規格を優先

する企業もまだある。
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なお、ウィスカの判定には50～200倍程度の光学式実体顕微鏡が推奨されているが、慣れない内は図

10.1に挙げたように SEMが使いやすい。

10.2 対策

鉛フリー半田の導入に伴って数々の対策が検討されてきたが、現在、錫ウィスカの有効な対策として広く

用いられているのは次の対策を同時施行したものである。

・メッキはつや消し(マット)錫メッキとする。(光沢メッキの方が針状になり易い)

・メッキ厚を 10μ以上とする。

・錫メッキを施した直後に、150℃１Ｈｒ以上のメッキアニール処理を施し、組成の均一化を計る。

・素材にはニッケルメッキや銅メッキの下地処理を施す。ただし、ニッケルメッキはポーラスなのでピンホ

ールを少なくするためにはニッケルメッキの下地処理(多くは銅メッキ)も重要になる。

これらの対策を同時に施す事で、電子回路上で問題になるような巨大なウィスカの発生はないとされてい

る。

規格／試験名
試験項目 (下地やメッキ種類により条件を組み合わせる） ウィスカ長さ

判定基準室温 高温高湿 温度サイクル

JIS-C-60068－2－82

(IEC60068－2－82)

電気・電子部品の試験方法

30℃/60％

25℃/50％

4000h

55℃/85％

2000h

－40℃～85℃

－55℃～85℃

－40℃～125℃

－55℃～125℃

2000cy or 1000cy

50μm以下

自社規格の一例

室温放置6ヶ月（4320Hr）

（3ヶ月で発生なき場合は

打ち切り可）

60℃/93＋2/-3 ％RH
2000Hr

成長が止まるまで延長

-40～85℃ 1000cy 50μm以下

評価理由 下地のメッキ層への拡散 めっき酸化や腐食 母材とめっきの熱膨張差

表 10.1.1 JIS-C-60068-2-82の概要と自社規格の例
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Appendix 半田付け不良とその原因
半田ブリッジ 赤目半田 ツララ半田 上がり不足 半田ボール

発泡フラックスの成分変化(発泡式フラクサ) ○ ○

はんだ槽の温度コントロール不良 ○ ○

はんだ中の不純物増加 ○ ○

フラックス固形分の変動 ○ ○

クリーム半田のダレ性が悪い ○ ○

クリーム半田印刷量不適切 ○ ○

発泡フラックスの吸湿(発泡式フラクサ) ○ ○ ○

クリーム半田ぬれ性が悪い ○

クリーム半田の酸化・吸湿 ○ ○

クリーム半田印刷量が少ない(マスク厚・形状) ○

フロー時のはんだウェーブ当たり不良(影) ○

予熱時のランドの酸化(予備加熱設定不良) ○

手半田時の半田こての温度化不足 ○

噴流高さ、圧力の調節 ○

スルーホール径（=リード径＋0．20～0．25mm） ○

はんだ槽の温度調整（熱量不足） ○

予熱昇温速度が早い（クリーム半田のだれ） ○

表 A.1半田付け不良の要因分析

この他にもよく発生するものとして次の現象・原因がある。

・トンネル半田：リード線の汚れ・サビ/半田付け時間不足/半田付け直後の接触


