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鉛フリーはんだのフローはんだ付け技術

Development of Lead-free Flow Soldering Technology

近年，電気・電子機器のはんだに含まれる鉛の環境汚染が問題となっており，ヨーロッパなどでは鉛規制が

始まろうとしている。このような状況から，日本のメーカーにおいては鉛を含まないはんだ（鉛フリーはんだ）

の適用が始まっている。

当社でも，地球環境保全の一環として鉛フリーはんだの実用化をすべく，まずフローはんだ付け技術の確立

を目指している。鉛フリーはんだは現行のSn-Pb共晶はんだと比較し，「融点が高い」，「ぬれ性が劣る」などの特

長がある。この点を克服するために，フラックス，電子部品，プリント配線板，はんだ付け装置など実装技術

の総合的な検討を実施している。ここではSn-Ag系とSn-Cu系の２種の鉛フリーはんだを用いた実験に基づき，

フローはんだ付け装置の改善結果と，はんだ付けの信頼性試験結果について述べる。
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Lead (Pb) in solder used in electric and electronic equipment has recently become an issue of envi-

ronmental pollution, and its restriction is going to be set in Europe and other countries.  Under such

circumstances, not a few manufactures in Japan have already started a program of applying Lead-free

soldering to their products.

To achieve the practical use of Lead-free soldering as one of the measures for global environment

preservation programs, Yokogawa has first aimed at the establishment of Lead-free flow soldering

technology.  Compared with the present eutectic Sn-Pb solder, Lead-free solder has features of a high

melting point, poor wetting, and the like.  In order to compensate for such rather inferior performance,

we have worked on this issue from an overall point of view necessary for mounting process, including

flux, electronic components, printed wiring boards and soldering machines.  This paper describes the

improvement of a flow-soldering machine and the results of soldering reliability test both of which have

been obtained from experiments using 2 types of representative Lead-free soldering, Sn-Ag type and

Sn-Cu type.

1．は  じ  め  に

廃棄家電などのプリント基板が酸性雨にさらされるこ

とにより，はんだに含まれる鉛が地下水へ溶出し，飲料

水として人体に入り，様々な影響を及ぼすことは以前か

ら知られている。近年，地球環境保全に対する関心と対

応が高まっていることから，鉛に対しても排除の意識が

強まっている。日本においては，2001年の家電リサイク

ル法施行により，廃棄製品からの有害物質除去・取り外

しが必須な状況になってきている。また，EUにおいて

は，2004年から鉛の使用を禁止する規制案が各国に向け

て提示された。鉛の影響と鉛の規制動向を図１に示す。

このような背景の中，通産省の『鉛フリーはんだ規格のた

めの研究開発プロジェクト』など，官民一体となって実用

図１　鉛の影響と鉛規制動向

化に向けた活動が始まった。

当社では，国際規格ISO14001に適合した環境マネジメ
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ントシステムを国内外の関連会社と共に構築・実践し，

実効を挙げると共に，さらに継続的改善を図っている。

鉛フリーはんだの実用化はその中の重要なテーマとして

推進されている。

2．鉛フリーはんだの種類と特長

現在一般的に使用されているSn-Pb共晶はんだは，スズ

（63%）と鉛（37%）の合金である。これに対し鉛フリーはん

だは，スズをベースとし，鉛の代わりにAg（銀），Cu

（銅），Zn（亜鉛），Bi（ビスマス）などの金属を少量添加し

て構成された合金である。

鉛フリーはんだとSn-Pb共晶はんだの特長比較を表１に

示す。鉛フリーはんだの一般的な特長として，Sn-Pb共晶

はんだに比べ，①融点が高い ②ぬれ性が劣る ③酸化物

発生量が多い ④流動性が劣るなどが挙げられる。した

がって，現在の所，単にはんだを置き換えただけでは，

鉛フリーはんだの実用化は難しい状況である。

3．実用化への課題

鉛フリーはんだを実用化するためには，はんだ以外

に，フラックス，電子部品，プリント配線板，はんだ付

け装置など総合的な対応が必須である。まず我々が取り

組みを開始したフローはんだ付け技術の主な検討項目と

して，

（1）はんだ付け部の温度ばらつき抑制

（2）ぬれ広がり率のアップ

（3）ぬれ時間の短縮

（4）酸化物の発生抑制

が挙げられる。

4．フローはんだ付け技術の検討

4.1 予  備  調  査

（1）プリント配線板および電子部品の耐熱性を調査した

結果，現行のフローはんだ付け作業温度（250℃）以上

でのはんだ付けは困難であり，250℃ではんだ付け可

能な方法を検討することにした。

（2）電子部品の電極部表面処理（めっき材質）を調査した

結果，そのほとんどでSn-Pbはんだめっきが施され

ていた。この鉛がはんだ槽に混入すると，はんだ付

け性や強度に悪影響を与えることが懸念されるの

で，十分な検討が必要である。

（3）手はんだ付け時（後付け工程や不良修正）の異種鉛フ

リーはんだの混同も避けるべきであるため，“棒はん

だとやに入りはんだは同一組成であること”として検

討を始めた。

　

4.2 フローはんだ付けテスト

鉛フリーはんだのはんだ付け性を確立する手法とし

て，装置による改善に着目した。その改善事例について

以下に記す。

表２に，実験に使用した基板の仕様を示す。この試験

基板には，挿入部品としてのトランスやアルミ電解コン

デンサからチップサイズの表面実装部品まで，熱容量の

大きく異なる多種多様な電子部品が搭載されている。

実験に使用したSn-Ag系，Sn-Cu系の鉛フリーはんだ

は，Sn-Pb共晶はんだと比較して溶融温度が高く，ピーク

温度との温度差が小さくなるため，プリヒート工程での

基板上の温度ばらつき（以下，ΔT）を小さくすることが

要求される。

プリヒート工程には，“はんだ噴流ゾーンに入る前に，

フラックスの活性力を高め，維持する”目的がある。ここ

でΔTが大きくなると，フラックスの活性状態にばらつ

きが生じ，はんだ付け性に影響を与えるため，ΔTはで

きるだけ抑制する必要がある。

この試験基板では，熱容量の大きい部品と小さい部品

のそれぞれのはんだ付け部で，最大約50℃もの温度ばら

つきが現れた。そこで，ΔTを抑制するために，プリ

ヒート工程に高効率の熱風循環式プリヒーターを用いる

試験を実施したが，そのまま適用したのでは効果が少な

く， “熱風の吹き口”，“風量”などのプリヒータ仕様の見

直しが必要であることがわかった。

図２に，はんだ付け時の基板上の温度変化を示す。基

板がプリヒートゾーンから1次はんだ噴流ゾーンへ移行す

る際に，基板のはんだ面温度が下がってしまう点（図２の

Δx）に着目し，フローはんだ付け装置の基板搬入口から

基板取出口までの全行程をフードで覆う（以下，フルフー
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表１　鉛フリーはんだとSn-Pb共晶はんだの特長
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表２　試験基板仕様



鉛フリーはんだのフローはんだ付け技術

55 横河技報　Vol.44 No.2 (2000) 105

ド）対策を試みた。これにより，プリヒートゾーンから

1次はんだ噴流ゾーンへの移行時の基板温度低下を約　

（約10℃→約3℃）に抑制することができた。

次に，片面プリント回路板の代表的なはんだ付け不良

である“穴あき”を低減するため，フィレットを厚盛りす

る（はんだ付着量を増す）効果があるとされる２次はんだ

噴流ノズルをはんだ付け装置に設置して，はんだ付けテ

ストを実施した。このノズルは，ピールバックポイント

（はんだが基板から離れる点）におけるはんだの切れ方向

を制御することにより，フィレットを厚盛りする。この

ノズルの採用により，約20%のはんだ付着量増加が得ら

れた。

表３に，２種の鉛フリーはんだによるはんだ付け試験

結果を示す。装置仕様で“改良型”とあるのは，現行仕様

に上述のフルフードと２次はんだ噴流ノズルを組み込ん

だ装置を意味する。比較のため，現行と同一仕様の装置

（表３の現行仕様）で，Sn-Pb共晶はんだのはんだ付け試験

も行った。尚，はんだ付け温度は，現行と同じ250℃で

行った。その結果，鉛フリーはんだでも，改良型装置を

用いることで，現行と同等以上のはんだ付け性を得るこ

とができた。また，２種の鉛フリーはんだを比較する

と，Sn-Ag系の方が，より良好な結果を示した。

4.3 信頼性試験　

信頼性試験として，温度サイクル試験，高温放置試

験，振動試験などを行い検討中である。ここでは，温度

サイクル試験について述べる。

温度サイクル試験は，低温側－40℃／30分，高温側85℃

／30分を１サイクルとして，300サイクルである。調査項

目として，顕微鏡によるはんだ付け外観検査，SEM（注１）

によるはんだ付け部の断面観察，EDS（注２）による組織観

察，引っ張り強度測定の４項目とした。図３は，挿入部

品のトランスとチップコンデンサの温度サイクル試験前

後におけるはんだ付け外観である。いずれの部品のはん

だ付けフィレット部にも，クラック発生の異常はなく，

ぬれ性も良好であった。

図４に断面観察を行う際の重要観察ポイント，図５に

断面観察結果を示す。いずれの部品もクラックの発生は

見られなかった。また，ある種の鉛フリーはんだで懸念

されるリフトオフ（注３）についても確認を行ったが，いず

れも発生していなかった。リフトオフの発生ポイントで

あるランドとはんだの界面付近には，ソルダーレジスト

がにじんでいる場合があり，注意して観察しないと，リ

フトオフの発生と間違えることがある。（そのため，基板

を水平に360度回転させながら，はんだ付けフィレットを

斜めから観察すると良い。）また，鉛フリーはんだ２種間

図２　はんだ付け時の基板上の温度変化

図３　温度サイクル試験前後のはんだ付け部外観状態
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の違いも特に見られなかった。

図６は，温度サイクル試験前後のはんだ組織の状態に

ついて，鉛フリーはんだ２種とSn-Pb共晶はんだを比較し

たSEM写真である。観察箇所は，挿入部品のリードとは

んだとの界面である。Sn-Pb共晶はんだには，組織の粗大

化が見てとれるが，２種の鉛フリーはんだには，ほとん

ど試験前後の組織状態に変化は見られないことがわか

る。また，合金層については，Sn-Pb共晶はんだ，鉛フ

リーはんだとも，成長はほとんど認められない。これに

よりSn-Pb共晶はんだと同等以上の信頼性を確認できた。

図４　図５の観察ポイント

5．お  わ  り  に

鉛フリーはんだを用いたフローはんだ付けにおいて，

装置に求められる機能と鉛フリーはんだ２種のはんだ付

け信頼性試験結果を述べた。はんだ付け装置の根本的な

見直しを行うことで，鉛フリーはんだの実用化に一歩近

付いたと言える。

地球環境問題を解決するには，企業間の壁をなくし，

地球規模での情報オープン化のもと，人間の知恵と努力

の結集を図る必要があると考える。今後，更に実用化を

推進していくため，実装材料（はんだ／フラックス），電

子部品，プリント配線板，はんだ付け装置を含めた総合

的な検討を行い，鉛フリーはんだ化を推進し，社会に貢

献していく所存である。
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注1：SEM：走査型電子顕微鏡観察（Scanning Electron Microscopy）

注2：EDS：エネルギー分散法（Energy Dispersive Spectroscopy）

注3：リフトオフ：ランド部とはんだ部の界面で剥離する現象

図５　温度サイクル試験前後のはんだ付け部断面写真

図６　試験前後の組織変化
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