
 
 

 
 

プリント配線板材料の評価・解析技術 

Evaluation and Analysis Technologies for Printed Wiring Board 
Materials 

あらまし  

電子機器にとって，プリント配線板は欠くことができない重要な部材である。製品の多

様化や開発サイクルが短期化する今日，求められる性能や信頼性を満たすプリント配線板を

最短期間で開発するためには，数多く存在する市販の材料から目的に合致するものを的確に

選定して使いこなすことが重要な課題となっている。富士通では10年以上前より，プリン

ト配線板を使用する立場から絶縁材料の評価を独自に行い，その結果をプリント配線板とし

ての評価結果と照らし合わせて検証，蓄積することを行ってきた。現在では，新規な絶縁材

料に対して，様々な富士通製品のプリント配線板に要求される性能が実現できるかどうかを，

材料単体の評価で判断することを可能にする評価技術の開発を進めている。 
本稿では，それらの中から，熱機械特性，耐熱性，伝送特性を対象とした評価技術につ

いて紹介するとともに，今後の展望について述べる。 

Abstract 

The printed wiring board (PWB) is a vital component of electronic equipment.  Today, 
with product diversification and a shorter development cycle being dominant trends, it is 
essential to develop PWBs that satisfy performance and reliability requirements as quickly 
as possible.  It has therefore become important to correctly select and appropriately use 
PWB materials that suit objectives from among the many commercially available materials.  
Over the last ten years, Fujitsu has been independently evaluating insulation materials for 
PWB use and has been comparing those results with the results of evaluating PWBs 
themselves while performing tests and accumulating data.  We are currently developing 
evaluation technologies for determining whether new insulation materials can achieve the 
performance demanded of PWBs used in a variety of Fujitsu products.  Among these 
technologies, we introduce ones that target thermomechanical properties, heat resistance, 
and transmission properties and mention their future directions. 
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ま え が き 

 携帯電話に代表される小型のユビキタス端末から

大型のスーパーコンピュータまで，富士通の電子機

器にとって，プリント配線板は部品間の電気的な接

続を行うと同時に，部品を支える支持体として，欠

くことができない部材である。プリント配線板の多

くは，銅の配線と樹脂の絶縁材料を交互に積み重ね

て一体化することで構成されているため，絶縁材料

の様々な物性がプリント配線板としての特性を左右

する。用途，形態が異なる電子機器ではプリント配

線板に求められる特性も異なるため，絶縁材料とし

ても様々な種類が市販されている。したがって，製

品の開発サイクルが短期化する今日，求められる性

能や信頼性を満たすプリント配線板を最短期間で開

発するためには，数多く存在する市販の材料から目

的に合致するものを的確に選定して使いこなすこと

が重要な課題となっている。 
 従来，この材料選定の指標となるものは材料メー

カから提供されるカタログ値であったが，必ずしも

必要な情報が網羅されていないこと，提供される物

性は代表値であって保証値ではないことなどの問題

があった。これに対して，プリント配線板への要求

特性は厳しくなり，より高精度で仕様を満足するこ

とが求められるようになっている。 
 この状況に対して富士通では10年以上前より，

プリント配線板を使用する立場から絶縁材料を独自

で評価し，その結果をプリント配線板の評価結果と

照らし合わせて検証，蓄積することを行ってきた。

現在では，新規な絶縁材料に対して，様々な富士通

製品のプリント配線板に要求される性能が実現でき

るかどうかを，材料単体の評価で判断することを可

能にする評価技術の開発を進めている。 
 本稿では，それらの中から，熱機械特性，耐熱性，

伝送特性を対象とした評価技術について記述する。  
ガラスクロス銅配線

熱硬化性樹脂  
図-1 プリント配線板断面 

熱機械特性 

Fig.1-Cross section of printed wiring board. 

 プリント配線板は電子部品を電気的に接続すると

同時にプリント配線板上に固定するために，接合材

料であるはんだ（錫
すず

を主成分とする合金）の溶融

温度まで加熱される。この温度変化に対して，プリ

ント配線板の絶縁材料である樹脂は熱膨張率，弾性

率が変化するが，その物理量および変化挙動は材料

によって異なる。一方，配線材料である銅はおおむ

ね一定の物理量，変化挙動であることから，絶縁材

料の評価を行うことによって，プリント配線板とし

ての機械的な特性（寸法変化，反り）を予測するこ

とが可能となる。微細化や高密度化が進むプリント

配線板では，電子部品を確実に搭載し，機器の信頼

性を保証するために，数μmの精度で寸法変化や反

りを制御することが求められている。したがって，

絶縁材料の物理量の測定については絶対値としての

精度が要求される。 
 一般に，熱膨張率の測定方法としてはTMA
（Thermal Mechanical Analysis）が，弾性率の測

定方法としては DMA （ Dynamic Mechanical 
Analysis）が用いられている。 
 プリント配線板用の絶縁材料は図-1に示すように，

ガラスクロスに熱硬化性樹脂（加熱することで硬化

する）が含浸された複合材料である。このため，ガ

ラスクロスの繊維（面）方向と厚さ方向では物性が

異なるという，異方性を有している。したがって，

熱膨張率としては必ず面方向，厚さ方向の測定が行

われている。 
 熱硬化性樹脂は温度が上がっても溶融することは

ないが，硬化した後は，ガラス転移点温度（Tg）
と呼ばれる温度以上で弾性率が低下する特性を有す

る。この特性は弾性率変化だけで表現することは困

難であり，粘弾性という，変位速度に比例する力

（粘性）を考慮した評価が必要となる。Tgははんだ

の溶融温度よりも低い場合がほとんどなので，プリ

ント配線板としての特性を予測するためには非常に

重要な物性である。この粘弾性を評価する手法とし

て最も有効な手法がDMAである。 
 DMAでは周期的な変位を与えることによって弾

性と粘性を同時に測定しており，tanδ（両者の

比）の極大点からTgを求めることができる。図-2
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の粘弾性比較において，汎用材料はおよそ120℃ま

でほぼ一定であった弾性率が150℃付近で急激に低

下し，その後一定となる。これに対して高Tg材料

では，明らかに弾性率が低下する温度が高い。さら

に，低熱膨張材料では，弾性率がほかの材料よりも

高くなっているなど，材料の機械的な特性を定量的

に評価することが可能となる。 
 また，tanδの変化挙動および極大値は重要な意

味を持っており，汎用材料のようにtanδのピーク

が鋭く極大値が大きな材料は，電子部品を搭載する

ことによる機械的なストレスを緩和することを目的

に，柔軟でしなやかさが要求されるプリント配線板

に適している。これに対し，低熱膨張材料のように

tanδのピークが緩やかで極大値が小さな材料は，

ストレスに負けないように，剛直で温度依存性の少

ないことが要求されるプリント配線板に適している

といった判断をすることができる。(1)
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図-2 各種材料のDMA比較 

Fig.2-Dynamic mechanical properties of various 
materials. 

 
銅配線

樹脂ガス成分

微小な空間

膨れ発生

 
図-3 プリント配線板膨れ発生メカニズム 

 さらに，富士通では，プリント配線板加熱時の変

形（反り）シミュレーション技術の開発も行ってお

り，先に述べたTMA，DMAによる材料の熱機械特

性の評価技術は，物性パラメータ取得方法として，

シミュレーション精度向上に欠くことができない技

術である。同時に，実際のプリント配線板を加熱す

ることによる反り挙動評価精度の向上を図っており，

反りのシミュレーションは，これら評価技術により，

その精度を大幅に向上できる。(2)

耐  熱  性 

 前章で，プリント配線板は部品を実装するために

加熱されることを述べた。このとき，絶縁材料の耐

熱性に問題があると，プリント配線板に膨れが発生

する場合がある。このプリント配線板の膨れを対象

とした耐熱性評価基準はJEDEC(注)で規定されて

いる。 
 この膨れが生じる要因としては配線層の密着力や

絶縁材料の吸湿が考えられる。それらの物性は絶縁

材料のカタログに記載されているが，著者らは図-3
に示すように，加熱によって絶縁材料から発生する

ガス成分が絶縁材料と配線層の界面に存在する微小

な空間に集中して局所的な剥
はく

離を発生し，これを

きっかけに界面方向へ剥離が広がって膨れに至ると

いう要因も重要と考えている。 
 この樹脂を加熱した際に発生するガスは，ガスク

ロマトグラフィ-質量分析を用いて評価することが

できる。評価例として，異なる絶縁材料の加熱時発

生ガス挙動比較を図-4に示す。 
 図中，温度が上昇するに従ってガスの発生量が増

加していくが，その挙動は絶縁材料によって異なっ

ており，何度で，どんなガス成分が発生するか，そ

してそれは多いか少ないかを定性的に比較できる。

汎用材料に対して高耐熱性材料から発生するガスは

明らかに少なく，低コスト材料では低い温度から既

にガスの発生が多い。 

Fig.3-Mechanism of PWB blistering. 

                                                      
（注） Joint Electron Device Engineering Councilの略。半導

体技術の標準化を行うためのEIA（米国電子工業会）の

一機関。 
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図-5 伝送損失実測値と計算値の比較 

Fig.5-Comparison of measured and simulated 
transmission losses. 
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図-4 各種材料の加熱時発生ガス挙動の比較 

Fig.4-Outgassing profiles of various materials. 
 

 
 これらの材料を用いたプリント配線板の膨れを

JEDECの耐熱性評価基準で評価した結果，発生ガ

スが多いものほど膨れが発生しやすいことが確認で

きた。このことから，たとえ新規の材料であっても，

過去に評価した材料のデータと比較することで，プ

リント配線板としての耐熱性をおおむね予測するこ

とが可能となった。 
 また，発生したガス成分と，その発生温度の情報

は，そのガス成分の由来（添加剤，材料中の不純物，

熱分解性生物など）を推定する根拠となる。これら

の情報は単に絶縁材料の耐熱性を評価するだけでは

なく，プリント配線板製造プロセス，基板製造ベン

ダの技術を評価する指標としても用いることがで

きる。 

伝 送 特 性 

 部品間の信号伝送は機器の高性能化に伴う高速化

が進み，現在では10 GHzを超える周波数での伝送

が求められている。プリント配線板の伝送特性の主

なものとしては，信号を一定距離伝送した際の減衰

（伝送損失）と，信号を一定距離伝送するのに必要

な時間（伝播遅延）が挙げられるが，これら二つの

伝送特性は一般に，絶縁材料の比誘電率ε，誘電正

接tanδを用いて以下の式で表される。 

伝送損失≒k×f ×ε1/2×tanδ 

伝播遅延≒ε1/2/c 

 k：定数，f：周波数，c：光速 

 したがって，伝送損失を低減するためには誘電正

接を小さく，伝播遅延を低減するためには比誘電率

を小さくすることが有効となる。それら絶縁材料の

電気特性（比誘電率，誘電正接）は材料メーカから

カタログ値として提供されているが，より高速化が

求められる中，より高精度で伝送特性を予測するこ

とが必要となってきた。 
 従来，絶縁材料の電気特性の測定は，JISで規定

された静電容量法が一般的に用いられてきた。しか

し，1 GHzを超える周波数領域では伝送における実

効的な電気特性とは大きな開きを生じるために，(3) プ

リント配線板の伝送特性を高精度で予測するには不

適である。そもそも，絶縁材料の電気特性は，あく

までプリント配線板としての伝送損失と伝播遅延を

予測するためのものであり，より高精度で伝送特性

を把握する必要があるならば，実測するのが最も妥

当ということになる。 
 そこで著者らは，絶縁材料の電気特性評価法とし

て，簡単な配線パターン（ストリップライン構造）

を作製し，ベクトルネットワークアナライザによっ

てプリント配線板としての伝送損失と伝播遅延を実

測する方法を用いている。(4) 実測では40 GHzまで測

定可能なプローブを用いることで，入出力構造，ビ

アによる層間接続構造など，配線パターンの伝送特

性そのものを評価する上で不要な要素の影響を最低

限に抑えている。 
 図-5は，汎用材料の配線パターンによる実測と，

カタログ値の電気特性を一般的な回路シミュレー

ションに入力して求めた計算結果の伝送損失比較で

ある。周波数が高くなると，実測値と計算値の開き

が大きくなり，実際の伝送損失はカタログ値で期待

される値よりも大きいことが分かる。 
 伝送特性を実測する利点は，絶縁材料の電気特性

を評価するにとどまらず，配線材料である銅箔や製
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図-6 銅箔の違いによる伝送損失への影響 
Fig.6-Effect of copper foil difference for transmission 

losses. 
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図-7 長短スタブ付ビアの構造 
Fig.7-Cross sections of printed wiring boards, 

(a) Long stub, (b) Short stub. 
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図-8 スタブ付ビア配線伝送損失の実測と計算値比較
Fig.8-Comparison of measured and simulated 

transmission losses for throughhole via to 
stripline transitions. 

造上のプロセスによる影響，さらには基板ベンダの

実力を，簡単な配線パターンで評価できる点にある。 
 図-6は，同じ低誘電率材料のプリント配線板で配

線に異なる銅箔を用いた場合の伝送損失比較（実

測）である。5 GHzでは数dBの違いが生じており，

プリント配線板の伝送特性向上のためには銅箔の選

定も非常に重要であることが分かった。 
 さらに，伝送特性評価における実測値を用いたシ

ミュレーション技術の開発も行っている。(4) ストリッ

プラインの伝送特性実測値があれば，3次元電磁界

解析によって絶縁材料の電気特性（比誘電率，誘電

正接）を求めることができる。この値を用いること

で，カタログ値を用いた場合よりも精度が高い伝送

シミュレーションが可能となった。 
 例として，図-7に示す構造の貫通ビアにおける

オープンスタブの影響について，ビア構造の等価回

路を用いた伝送シミュレーションを行った結果と，

同じ構造のプリント配線板を用いた実測結果の比較

を図-8に示す。 
 8 GHz付近まで，シミュレーション結果は実測と

1 dB未満の差で良く整合している。これはシミュ

レーションに用いた等価回路の妥当性を示すもので

あると同時に，簡単な配線パターンによる評価が，

伝送シミュレーションに用いる絶縁材料の電気性取

得方法として有効性を示すものである。高周波領域

でのずれは，等価回路の見直しや測定技術の向上に

よって改善できるものと考えている。 
 このようなシミュレーションの高精度化は製品開

発における試作回数を低減するための技術として有

効であり，開発期間の短縮とコスト低減への貢献が

期待されている。 

む  す  び 

 本稿では，プリント配線板材料を対象とした熱機

械特性，耐熱性，伝送特性の評価技術について述

べた。 
 今後も進む電子機器の高性能化，多様化，低コス
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ト化の要求に対しては，材料メーカからプリント配

線板用の絶縁材料だけではなく，様々な新規材料が

提案されることが予想される。また，新しい技術の

適用では，予測できない問題が発生する可能性があ

る。そのような状況において，適切な材料を選定し，

それを使いこなしていくことを可能にする評価技術

の重要度は高くなるものと考えられる。 
 近年，測定機器の高性能化によって，簡便に膨大

な情報が得られるようになってきた。しかし，評価

技術は単なる測定とは異なり，目的と対象物からプ

ランを策定してサンプリングを行うことに始まり，

測定によって得られた結果から必要な情報と不要な

情報を選別し，さらには検証を行うというプロセス

が必要である。評価技術は測定と検証を繰り返し，

経験を蓄積することによってのみ得られるものであ

り，富士通製品の信頼性を支える技術である。 
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