
 
 

 
 

プリント配線板のスルーホール接続評価
技術 

Interconnection Evaluation Technology for Printed Wiring Boards 

あらまし  

富士通は，サーバ製品やネットワーク製品など世界最高水準の製品を開発している。そ

の製品は様々な部品で構成されており，プリント配線板は，その構成部品の中でも基幹部品

と位置付けられている。プリント配線板品質を支える基本要素の一つにスルーホール接続信

頼性がある。従来の評価方法は，配線板を低温，高温にさらした温度サイクル試験が一般的

な手法として採用されていた。今回，配線板のスルーホールと配線パターンへ電流を印加し，

その配線板内部の加熱による温度上昇を用いた評価手法を確立した。この新評価技術により

温度サイクル試験よりも実際に近い温度負荷をかけることが可能となり，その結果，従来の

約1/5の期間で評価が行えるようになった。 
本稿では，これらのスルーホール接続評価技術について紹介する。 

Abstract 

As a developer of world-class products including server and network devices, Fujitsu 
recognizes the printed wiring board (PWB) as a core component among the various 
components of those products.  One basic element supporting high-quality PWBs is 
through-hole interconnection reliability.  Existing methods for evaluating interconnections 
typically involve temperature cycle tests that subject the PWB to low and high temperatures.  
We have developed an evaluation technique that applies current to interconnections and 
wiring patterns to heat the PWB’s interior and generate a temperature rise.  This technique 
can apply a temperature load closer to actual conditions than temperature cycle tests can, 
enabling evaluation in one-fifth the time.  In this paper, we introduce this new through-hole 
interconnection evaluation technique. 
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ま え が き 

 ハードウェア製品は様々な部品・ユニットで構成

されており，プリント配線板（以下，配線板）は，

その構成部品の中でも基幹部品と位置付けられてい

る。配線板で特に重視されているのは，絶縁信頼性

とスルーホールの接続信頼性であり，配線板品質を

支える基本要素となっている。 
 富士通アドバンストテクノロジ（以下，

FATEC）では，配線板の技術開発や認定評価技術

の開発，採用する配線板の仕様決めを行い，配線板

サプライヤが納入する配線板の継続的な品質の安定

化を図り，お客様での製品不具合の発生を未然に防

ぐ活動を行っている。 
 本稿では，配線板のスルーホール(注 )接続信頼性

に関して新たな評価技術を開発したので紹介する。 

配線板の評価概要 

 富士通では，国際規格，業界標準と整合させた試

験内容で配線板の評価を行っている。試験内容と判

定基準は，お客様に保証した装置寿命，および配線

板の信頼性（寿命，期待故障率）を維持することを

検証した結果に基づいて決定している。 
● 絶縁信頼性 
 図-1に示したように，配線板の配線パターンに対

して，環境試験機を用いた高温高湿環境下で電圧印

 

測定器 

恒温槽 

図-1 絶縁性試験 
Fig.1-Insulation test. 

                                                      
（注） ドリル加工によってプリント配線板に貫通穴を形成し，

銅めっきにより内層，表面層の導体間を電気的に接続さ

せることを可能とした穴のこと。 

加を行い，パターン配線間，ビア間の絶縁抵抗を監

視し，合否判定を行っている。 
● スルーホール接続信頼性 
 配線板のスルーホール，配線パターンに対して，

温度サイクル試験機を用いた冷熱衝撃試験を行い，

スルーホールの接続信頼性を検証している。低温お

よび高温の温度雰囲気に配線板を放置し，配線導体

の抵抗変化率とスルーホールの断面観察を行い，合

否判定を行っている。 
 FATECでは，-65℃から125℃の温度変動を1サ
イクルとし，試験サイクル数を100サイクルと規定

している。そのときの合否判定は，つぎの二つの条

件を設けている。一つ目は，導体の抵抗変化率が

10％以内であること。二つ目は，スルーホールの

断面観察で以下の項目を検査し，FATECが定める

規定値を満足することと定義している。 
・めっきクラック 
・内層接続性 
・めっき厚さ など 
 国際規格，業界規格の冷熱衝撃試験の試験内容を

表-1に示す。 

新評価技術 

 本 章 で は ， 今 回 ， 新 た に 導 入 し た PWB 
Interconnect Solutions社製のInterconnect Stress 
Testシステム（以下，ISTシステム）について

FATECの対応を紹介する。 
 要素技術が複数重なり合う配線板仕様において，

現在，実施している信頼性評価では，評価期間が半

年から1年以上と長期化傾向にあった。その原因が，

配線板サプライヤの技術力によるものか，または配

線板仕様の難易度によるものかの判断が不可能な状

態となっていた。そこで，短時間で配線板サプライ

ヤの技術力が分かる手法が必要になり，スルーホー

ル接続信頼性試験においては，ISTシステムを導入

し，評価加速係数の調査と最適値を決定することに

より，サプライヤの技術力や製造可能な配線板仕様

の見極めを行うとともに，評価手番の短縮をも図る

こととした。 
● ISTシステムの概要 
 ISTシステムの試験方法は，テストクーポンの配

線パターンに電流印加を行い，その電流により発生

する配線板内の発熱と冷却を繰り返すことで配線板
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表-1 冷熱衝撃試験の試験内容 
 IEC規格 MIL規格 IPC規格 JIS規格 

試
験
内
容 

61889-3 3E08 
Condition A 

 
-65℃→125℃ 

MIL-STD-202-107G
Test Condition B 

 
-65℃→25℃→ 
125℃→25℃ 

IPC-TM-650 
2.6.7.2B 
Test Condition D 
-55℃→25℃→ 
125℃→25℃ 

JISC5012 9.2 
 
 

-65℃→125℃ 

IEC規格（International Electrotechnical Commission） 
MIL規格（Military Specification and Standards） 
IPC規格（Institute for Interconnecting and Packaging Electronics Circuits） 
JIS規格（Japanese Industrial Standards） 

 

のスルーホール接続信頼性を試験するもので，IPC
規格に規格化（IPC-TM-650 2.6.26）されている。 

 

図-2 テストクーポン 
Fig.2-Test coupon. 

 具体的には，配線板のテストクーポンの導体とス

ルーホールに直流電流を流し，配線板を3分間で，

試験条件の設定温度まで上げる。その後，2分間で

室温まで冷却する。これを1サイクルとして，指定

したサイクル数まで繰り返して行い，配線板のテス

トクーポンの抵抗値の変化により，配線板内部のス

ルーホールなどの欠陥の発生や導体との接続性の品

質評価を電気的評価により客観的に判定する。また，

以下の手順でISTシステムを用いて試験を実施して

いる。 
（1） テストパターンの抵抗値を測定し，所定温度

上昇に必要な電流値を計算する。 
（2） 直流電流を印加する。 
（3） テストパターンの導通を監視する。 
（4） 試験の設定温度にテストクーポンを上昇さ

せる。 
（5） 試験条件の設定環境で温度サイクルを繰り

返す。 
（6） 抵抗値および温度の変化を監視する。 
（7） データを記録，分析する。 
● テストクーポンの設計 
 ISTシステムに用いるテストクーポンは，標準的

な配線板構成（貫通基板，ビルドアップ基板など）

については，標準データが用意されているが，それ

以外の配線板仕様は用意されていない。 
 そこで，FATECでは，富士通の基幹系装置向け

に採用している配線板仕様に沿って専用のテスト

クーポンの設計を行った。今回，設計したテスト

クーポンの絵柄を図-2に示す。 
● 試験項目と試験方法 
 ISTシステムを用いることで対応可能な試験項目

および内容とその試験方法を以下に示す。 

（1） スルーホール接続信頼性 
 直流電流を流す配線パターンとスルーホールの接

続信頼性を検証する配線パターンをそれぞれ配置し，

スルーホールの抵抗上昇が設定値以上になった場合，

そのテストクーポンのみ試験を停止させる。その後，

付属装置によって，抵抗値が異常に上昇した箇所を

特定できるようになっており，その特定した箇所の

断面観察を行うことで，スルーホールの欠陥箇所を

判定する。 
（2） 層間剥

はく

離チェック 
 鉛フリーによるリフローはんだ付けのプロファイ

ル設定温度の上昇により試験中に層間剥離が発生し

た場合，従来の方法では，外観上で確認できない内

層の剥離をこのテストクーポンを用いることで，熱

処理後およびテスト中の層間剥離を観察できるよう，
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試験パターンを配置している。その試験パターンで

層間剥離の評価を実施する。 
（3） 試験方法 
・ガラス転移温度の測定 
 テストクーポンの銅箔がない部分でガラス転移温

度を測定する。測定手順は，IPC-TM-650 2.4.24.5
を採用する。 
・層間の静電容量の測定（層間剥離の評価） 
 テスト前，プレスクリーニング後，テスト終了後

に測定する。 
・プレコンディショニング実施 
 230℃でプレコンディショニングを3回実施（リ

フローはんだプロセス処理の代用）する。 
・テストクーポンの初期抵抗値を測定 
 テスタを用いて，テストクーポンの初期の抵抗値

を測定する。 
・テスト開始 
 試験条件は，150℃，160℃，170℃の3条件を標

準として設定する。試験サイクル数は500サイクル

とする。 

比 較 評 価 

 ここでは，スルーホール接続信頼性について従来

の試験方法と比較実験を行ったので，その試験結果

について紹介する。 
● テストクーポンの仕様 
 ガラス布基材エポキシ系樹脂の配線板材料を使用

し，スルーホールめっき法によって作られた多層配

線板で比較評価を実施した。今回のテストクーポン

の仕様は，富士通の基幹系装置で多用している多層

配線板の仕様に合わせた。配線仕様の概要を以下に

示す。 
（1） 板厚：2.3 mm 
（2） 層数：20層 
（3） 穴径：0.25 mm 
（4） 材質：FR-4材 
● 評価方法 
（1） ガラス転移温度の測定 
 テストクーポンに印刷されたソルダーレジストを

剥離したのちに，熱分析法（TMA法）でガラス転

移温度を測定した。 
（2） 耐熱衝撃試験 
 テストクーポンにリフローはんだプロセスの熱処

理を加えるため，ISTシステムでプレコンディショ

ニング（設定温度230℃で3回）を実施した後に，

表-1のIEC規格の試験を実施した。 
 この試験では，導体抵抗変化率が10％を超える

まで行い，10％を超えた後にスルーホールの断面

を観察した。 
（3） ISTシステム試験 
 耐熱衝撃試験と同様に熱処理として，設定温度

230℃，3回のプレコンディショニングを実施した。 
 試験条件としては，温度設定を120℃，150℃，

160℃，170℃の4条件を設定し，導体抵抗変化率が

10％を超えるまで試験を実施した。 
 抵抗変化率が10％を超えたテストクーポンで異

常箇所を特定し，その箇所のスルーホールの断面観

察を行い，断面クラック状態を耐熱衝撃試験と比較

した。 
● 評価結果 
 比較評価の試験結果を以下に示す。 
（1） ガラス転移温度 
 材料の一般特性表（カタログ値）は，135℃と記

載されていたが，実際，測定した結果では，150℃
であった。 
（2） 耐熱衝撃試験 
 抵抗変化率が10％を超えたサイクルは，400サイ

クルであった。 
（3） ISTシステム試験 
 設定温度120℃では，2595サイクルで抵抗変化率

が10％を超えたテストクーポンが出始めた。試験

結果を図-3に示す。以下，各設定温度での不具合発

生のサイクル数を示す。 
・150℃：156サイクル 
・160℃：115サイクル 
・170℃：69サイクル 
 ISTシステム試験で抵抗変化率が10％を超えたテ

ストクーポンのスルーホール断面を観察したところ，

図-4に示すように，すべてのスルーホールのめっき

部にクラックが発生していた。また，比較評価で

行った耐熱衝撃試験でも同様なクラックが発生して

いたことから，不具合現象は同じと断定した。 
 今回，それぞれの試験で要した試験時間を以下に

示す。ISTシステム試験によって大幅な試験時間の

短縮を図ることができる。 
・耐熱衝撃試験：約20日 
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図-3 試験結果 

Fig.3-Test result. 
 

図-4 スルーホールの断面 
Fig.4-Cross section of through hole. 

 

・ISTシステム120℃：約9日 
・ISTシステム150℃：約1日 
・ISTシステム160℃：約1日 
・ISTシステム170℃：約1日 

新評価手法の提案 

 ここまで，従来の配線板の試験方法と新手法の試

験方法について，テスト結果を踏まえて述べてきた。 
 安定した評価試験を短期間で実行する手法や配線

板サプライヤの品質保証活動の一環としてスルー

ホール接続信頼性試験にISTシステムを用いること

が有効であると考えられる。本章では，ISTシステ

ムを使用することによる効果とその試験内容を紹介

する。 
（1） 評価期間の短縮化 
 ISTシステムに移行することで，FATECでは，

従来の試験方法に比べ約1/5の期間で評価が行える

ことが判明した。今回実施した比較評価試験では，

試験で1日，断面観察で2日，報告書作成で1日の計

4日間で一つの試験条件の評価試験が完了した。 
（2） 加速係数（従来試験と比較） 
 ISTシステムを使用することで，FATECが従来

採用していた試験手法と比べ，4倍以上の加速試験

に相当することが判明した。 
（3） 新評価手法 
 FATECでは，ISTシステムを用いた新評価基準

を作成し，その評価手法へ移行を考えており，今後

配線板サプライヤにも本手法の採用を提案していき

たい。以下に，その評価ルール案を示す。 
・テストクーポンに使用した配線板材料のガラス転

移温度以下で試験条件を設定した場合は，試験サ

イクル数を500サイクルとする。 
・配線板材料のガラス転移温度と同じ試験条件に設

定した場合は，試験サイクル数を100サイクルと

する。 
・合否判定は，抵抗変化率10％以下を合格とする。 

課題と今後の取組み 

 今後，FATECが取り組む活動内容や課題につい

ていくつか紹介する。 
（1） ISTシステムを製造過程の品質評価にも適用

していけるよう配線板サプライヤと調整し，配

線板品質の向上を図る。 
（2） 各種配線板材料での信頼性評価データを蓄積

し，ISTシステムを使用した評価技術の標準化を
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推進することで，新たなスルーホール接続信頼

性の評価手法として位置付け，活用を促進する。 
（3） 今回評価した配線板仕様以外のフレキシブル

基板，ビルドアップ基板の配線板仕様について

も，ISTシステムを用いて評価技術を向上させる。 

む  す  び 

 本稿では，ISTシステムを用いた配線板のスルー

ホール接続の信頼性評価に対する新たな評価手法の

考え方と具体的な活用方法について述べた。 
 配線板品質は，富士通製品の品質に直結するもの

であり，新評価手法の採用により配線板の評価技術

の向上，配線板サプライヤと協力した製造過程の品

質評価手法の確立を図ることで，製品品質の向上に

より一層貢献する所存である。 
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