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プロジェクト概要 

作成日 平成20年11月 

プログラム（又は施策）名 ３Ｒプログラム  

プロジェクト名 高温鉛はんだ代替技術開発 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 Ｐ０５０２８ 

担当推進部/担当者 環境技術開発部／緒形、間瀬 

０．事業の概要 

本事業は鉛の不使用による鉛の環境影響の排除及び鉛資源の使用削減につながる技術開発であ

り、環境・資源制約を克服し循環型経済システムを構築することを目的とした経済産業省の３Ｒ

プログラムの一環として実施するものである。 
2006年７月に欧州や中国においてRoHS規制等の含有物質規制の施行が予定又は検討されてお

り、これらの市場向けに輸出される電気電子機器に、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定

臭素系難燃剤を使用することが原則禁止される。この禁止にはいくつかの適用除外項目があり、

鉛フリー高温ハンダは技術開発のハードルが高く、実用化には時間が必要との見方から適用除外

されている。高温はんだの代替条件は、リフロー温度（ 高 260℃）で再溶融しないことが基本

条件で、実装ケースによっては150℃常用や柔軟性も要求される。150℃常用を可能とする鉛入り

はんだ、鉛フリーはんだは現状存在しない。また、将来的にはSiC デバイス実用と高温化で200
～300℃の常用もしなければならないが、現状全く候補技術はない。しかしいずれは高温はんだ

に対する適用除外の解除は避けられない状況である。 
 この様な中、未だ基礎技術も確立していない高温はんだの鉛フリー化を世界に先駆けて達成

し、有害物質削減による環境・資源制約を克服し循環型経済システム構築に貢献するとともに、

次世代電気電子機器製品開発への道を開き、我が国の産業競争力の強化につなげる。 

Ⅰ．事業の位置付け・必要性

について 

電気・電子機器部品等に使用されているはんだには、有害物質である鉛が含まれており、リサ

イクルのしやすさの観点からも、リサイクルを阻害する要因になっている。従って、鉛を含まな

い高温はんだ代替品のリプレースは、有害化学物質排除及びリサイクル促進の観点からも技術開

発の意義は大きい。 
2006 年 7 月に欧州において RoHS 指令等の含有物質規制の施行されており、これらの市場向

けに輸出される電気電子機器に、鉛を使用することが原則禁止された。しかし、この禁止にはい

くつかの適用除外項目があり、高温はんだに含まれる鉛（85%を超える鉛を含むすず鉛はんだ）

も除外項目として含まれている。これは、鉛フリー高温はんだの技術開発のハードルが高く、実

用化には時間が必要との見方からである。しかしいずれは高温はんだに対する適用除外の解除は

避けられない状況である。また、このEUのRoHS指令がスタンダードになり、同様な規制は中

国，韓国，米国カリフォルニア州ほか世界中に拡大している。 
この様な中、高温はんだの鉛フリー化においては、基礎技術も確立していない状況にあったた

め、基礎技術及び実装技術を取り巻く新たな材料やプロセス技術、信頼性の評価基準や評価手法

を確立する必要があった。 
本技術開発は、世界に先駆けてこれらの技術を確立するとともに、周辺技術のデファクトを提

案することにより、我が国国内産業による将来のRoHS指令対応製品市場の確保を可能とし、産

業競争力の強化につなげることを目的とした。 
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Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

① 高機能材料開発  
・ 260℃以上の耐熱接続技術開発 
・ 狭幅配線ピッチ(50μm幅/スペース) 
・ 高熱伝導（30,50W/mk）を達成する材料の開発 
・ 低抵抗（10-5 Ωcm）、  
② 高機能材料の実装技術開発  
・ 材料、プロセスの 適化技術開発  
③ 信頼性技術開発  
・ めっき基板や部品との接続相性問題の解決  
・ 信頼性評価基準、試験方法の確立 
 
 
 
主な実施事項 Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy  
高機能材料開発     
高機能材料の実装技術開発     
信頼性技術開発     

事業の計画内容 

成果とりまとめ     
会計・勘定 Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy 総額 

一般会計 １１３ ３０１ １９０ ６０４ 

特別会計 
（電多・高度化・石油の別） 0 0 0 0 

 

開発予算 

（会計・勘定別に事業費

の実績額を記載） 

（単位：百万円） 

総予算額 １１３ ３０１ １９０ ６０４ 

経産省担当原課 商務情報政策局 情報通信機器課 

プロジェクトリーダー 大阪大学 産業科学研究所 菅沼 克昭 教授 

開発体制 
委託先（＊委託先が管理法人の

場合は参加企業数も記載） 

委託先：大阪大学産業科学研究所（再委託先：東北大学、芝浦

工業大学、明星大学） 
助成先：（財）日本電子部品信頼センター、エスペック株式会

社、藤倉化成株式会社、ナミックス株式会社、日立化成株式会

社、タムラ化研株式会社 

 

 

情勢変化への対応 

導電性接着剤のフリップチップ接続の検証及び新たに設計した金属系高温鉛フリーはんだの性

能を前倒しで評価・検証を行うために2400万円を加速。 
銀塩及びAg-Snナノ粒子を用いた導電性接着剤の材料改質の特性評価・解析及びそのメカニズ

ムの解明並びに導電性接着剤の導通抵抗の解析及び導電性接着剤の改良を行うため 5000 万円を

加速。 
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① 高機能材料開発 
（ア） 金属系Zn-Sn、Bi系、導電性接着剤のいずれも耐熱性が確保され、界面制御が可能に

   なった。信頼性も証明され、実証段階にある。 
(イ) 狭ピッチに更に柔軟性を持たせるフリップチップ接続が提案された。 

（ウ） 高熱伝導100W/m・K超が実現でき、今後のダイアタッチ高性能材料として実用が期

待される。 
（エ） 導電性接着剤導電メカニズムの根本を理解する電場・導通のミクロ観察・高周波特性

評価を達成し、今後の材料開発に大きな指針を与えた。 
 
② 高機能材料の実装技術開発  
  複数ユーザーメーカと材料メーカの要求をマッチングさせた新プロセスと対応材料技術の確

立ができた。 
③ 信頼性技術開発 

(ア) Snめっき界面の高湿劣化メカニズムが解明され、材料開発指針を与えた。現在、この

知見に基づく新材料検証中。 
(イ) 各種特性・信頼性評価の標準技術が提案され、市場における共通指標を与え活性化す

ると期待される。 
投稿論文 「査読付き」18件、その他 25件 

Ⅲ．研究開発成果について 

特  許 「出願済」14件 

Ⅳ．実用化、事業化の見通し

について 

実用化、事業化の見通しについては下表の項目をターゲットにしている。 

 実用化・事業化内容 
自動車・車載機器 ・ELV指令対応として導電性接着剤活用 

・特に、エンジン廻りの電子制御対応 

・その他、IGBTやヘッドライト用パワーLED 

・耐久性などの計測システム、強度試験器 
電子部品 ・パワーデバイスやパワーLED用途 

・導電性接着剤対応のチップ部品 

家電・OA機器 ・情報家電（携帯電話、モバイル機器）のカメラモジュール 
・電子ペーパや ICカード 

材料 導電性接着剤の品質評価方法の確立による高機能製品開発 
その波及効果としては、下記が考えられる。 

• 新たな機器市場として、耐熱性が必須の車載機器には高信頼化を果たした導電性接着剤

技術が必要になる 

• 金属系鉛フリーはんだ、導電性接着剤は、高鉛はんだの代替材料として、互いに補完し

て代替を可能にする 

• ソーラー、LED技術には、本開発に基づく高性能導電性接着剤が必須の技術となる 

• RFID、電子ペーパーなどプリンテッドエレクトロニクス市場は、今後２桁成長。この実

装技術は温度150℃以下の導電性接着剤が唯一の基盤技術として普及 

• 評価技術の業界・国際標準化を可能にし、市場の活性化へ 

• より高温（300℃）常用実装が可能になり、将来のSiCデバイス実用の基礎が築けた 

NEDOプロジェクト終了後も、開発成果で得られた製品技術開発に向けた人員および研究開発投資

は継続している。 終目標として、技術課題が解決後、量産試作、原価計算など進めてすでに実

用化が開始されたものから2012年までに順次製品化を検討している。 

事前評価 なし  

Ⅴ．評価に関する事項 中間評価以降 ２０年度 事後評価実施予定 

作成時期 １７年３月 作成  

Ⅵ．基本計画に関する事項 

 変更履歴 １８年１１月 変更 
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「高温鉛はんだ代替技術開発」 

全体の研究開発実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEDO技術開発機構
プロジェクトリーダー

大阪大学
産業科学研究所

研究項目
①高機能材料開発
②高機能材料の実装技
術開発
③信頼性技術開発

日立化成株式会社
ナミックス株式会社
藤倉化成株式会社
タムラ化研株式会社

研究項目
①高機能材料開発
②高機能材料の実装技術
開発

財団法人 日本電子部
品信頼性センター
エスペック株式会社

研究項目
③信頼性技術開発

大阪大学産業科学研究所
菅沼 克昭 教授

委託（基礎研究）
100％

助成（実用化研究）
２／３

基礎技術開発

再委託

材料技術開発

信頼性評技術・機
器開発

東北大学
①高機能材料開発
明星大学
②高機能材料の実装技
術開発
芝浦工業大学
③信頼性技術開発
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「高温鉛はんだ代替技術開発」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
高温鉛はんだ代替技術開発は、経済産業省の 3R プログラムの目標に合致する鉛

の環境影響の排除および循環型経済システムの構築に加えて、日本の電子材料分野

での国際競争力を維持あるいはより優位性の高いものとする意味で極めて重要、意

義のある目的であり、NEDO が取り組むに相応しい事業である。また、プロジェク

ト全体のテーマ構成はよく考えられており、各々の個別テーマの観点から総合的に

研究開発を進め、初期の目標を達成している。 
一方、循環型経済システムの構築を目的としながら、三次元ネットワークポリマ

ーを用いた技術開発となっており、リサイクル性やリユース性に乏しい。しかし、

本プロジェクトの実施グループの一つでは、リペア技術としてめっきを基板に施す

技術を開発しているとのことであり、この技術を適用することによってリサイクル

性やリユース性についての目標を達成する見込みがある。 
なお、接着剤の導電性粒子として銀を採用しているが、資源的制約から、将来的

には、銀以外の導電性粒子の開発も必要であると考えられる。その場合、非腐食性

接着剤の開発も同時に望まれる。 
 

２）今後に対する提言 
高温鉛はんだ代替技術開発は RoHS、ELV 指令に対応する重要かつ緊急課題であ

り、早急な実用化が期待される。現時点では、本プロジェクトは実用化の端緒の感

があることから、研究対象を整理・限定し、実用化に関する総合的な技術開発の発

展的継続を望む。特に、高機能性導電性接着剤の開発においては、リサイクルやリ

ユースを意識した技術的ブレークスルーは認められないが、実用化を目指した研究

開発として評価できるものが多く、実用化の可能性は高いと考える。一方、金属系

高温鉛フリーはんだの開発では、独創的で新規性の高い成果が得られ、これまでの

技術を質的に越える新しい成果が得られており、次段階の研究開発への進展を強く

期待する。 
今後は、民間及び公的資金を活用して実装上の技術課題の解決のための開発と特

許などの知財権の確保と標準化など、今後の世界的展開を視野にいれて、積極的な

推進を望む。また、省エネ技術としてもメリットが充分アピールできるように取組

んで頂きたい。 
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２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
本プロジェクトは、電子部品の実装に不可欠な高温鉛はんだ代替技術に関する開

発である。この技術開発は現在、世界的にも成功していない、 も困難な課題であ

り、NEDO による事業として研究開発をすすめ、このハードルを克服することは

も時宜にかなった事業である。 
また、高温鉛はんだは RoHS 適用除外となっているが、いずれ対象項目となるこ

とが予想され、大量の電子部品を搭載した自動車に関する ELV 指令では、全ての鉛

はんだが規制対象として検討されている。このような、世界的な動向の中で環境調

和、持続可能な代替技術に関する本プロジェクトは、3R プログラムの目標に合致し

たマテリアル・イノベーションの先駆けとして、高く評価できる。 
さらに、高温鉛はんだ代替技術開発の有用性は電子情報分野に限定されるもので

なく、全ての産業分野で非常に重要な公共性の高いものである。しかも、国際競争

力の優位性を維持するために短時間での技術開発が必要と考えられる。 
このような観点から、NEDO の関与は極めて妥当である。 

 
２）研究開発マネジメントについて 
研究対象について導電性接着剤と高温鉛フリーはんだの二方向から、耐熱温度、

実装温度などの具体的な研究開発目標を掲げ、それを達成するための要素技術が的

確に把握されている。事業体制に関しては、プロジェクトリーダーを中心に基礎か

ら応用、実装・評価技術、などを網羅した体制となっている。 
一方、プロジェクトリーダーや参画企業は適任と考えるが、無機／有機系材料の

ナレッジを活用する材料工学の観点からの新規導電性接着剤に関連する高分子材料

を担当する研究開発メンバーの参加や、銀ナノ粒子インクや高温鉛フリーはんだを

用いた接合技術を研究している大学・企業等の参加による体制強化が望まれた。ま

た、開発テーマにおける新規技術とすでに実用化されている既存技術との比較・検

討が十分でないため、設定された開発目標の位置づけが明確でない。 
 

３）研究開発成果について 
設定した目標値は概ね達成している。金属系鉛フリーはんだにおけるミクロン粒

子とサブミクロン粒子の混合に関する技術などは世界初の技術であろう。論文の発

表は、研究内容を踏まえ適切に行われており、事業成果を実装関連従事者等に対し

て各種学会やセミナー等を通して広く情報発信している。 
しかしながら、高温鉛はんだが実際使用されているフリップチップ接続用はんだ

バンプ等への適用の可能性や代替対象の高温鉛はんだとの比較データが示されてい

ない。 
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４）実用化、事業化の見通しについて 
開発成果には独創性や新規性に優れたものと従来技術からの延長線上にあるもの

が混在している。また、全体的にみて本事業から得られる成果の一部は、今後の開

発研究によって実用化に繋がるものと予測される。さらに、成果を基礎に、その国

際標準化に関する事項が計画されており、国際規格化等、標準整備に指導的役割を

果たすこと、ならびに関連産業分野への波及効果が期待される。 
なお、トータルコストや信頼性向上など実用化のための条件が十分に検討されて

いるか明確でない。コストダウン、導入普及、事業化については、今後の課題であ

る。また、高温鉛はんだ代替技術開発は、RoHS、ELV 指令に対応する重要かつ緊

急課題であり、早急な実用化が期待されることから、研究対象を限定する等、実用

化に関する総合的な技術開発の発展的継続を望む。 
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個別テーマに関する評価 

 
 成果に関する評価 実用化、事業化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

高 機 能

材 料 開

発 ／ 高

機 能 材

料 の 実

装 技 術

開発 

実用化の可能性の高い成果が得られており、技術的・経済的な波及効果も期待できる。 
しかしながら、マイグレーションと耐硫化性については、現在、試験規格が無いため本プロジェクトで未

検討であることは理解できるが、今後、実用化のためにも評価が必要である。また、特許や実用新案の出願・

取得件数が少ない。 
実用化を目指した研究開発として評価できるものが多く、実用化の可能性は高いと考えるため、今後は、

ユーザーによる実用物性の評価と通して、より高性能・高機能化を目的とした開発研究の推進を望む。 

信 頼 性

技 術 開

発 

実用化に際して必要な各種物性・機能などの評価技術の開発とデータ取得が行われている。金属系高温鉛

フリーはんだの接合信頼性に関する技術開発は、従来の高温鉛はんだの接合信頼性に準拠することで問題は

ない。 
しかしながら、導電性接着剤に特有の現象について、信頼性評価の観点から本プロジェクトで提案した各

種方法が、信頼性あるものかどうか、今後、更なる検討が必要である。特に、腐食現象において加速試験の

実機環境下と対比した妥当性評価、熱特性評価方法において熱伝導率の違いにより測定誤差が大きいという

課題対策等が望まれる。また、高温鉛はんだが必要とされる条件における高温鉛はんだとの比較データを取

る必要がある。 
今後は、従来から導電性接着剤で中心に使用されたエポキシ系樹脂よりも耐熱性の優れた樹脂系に関する

検討が望まれる。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.6

2.0

3.0

1.8

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化、事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 3.0 A A A A A 
２．研究開発マネジメントについて 1.8 A C B C B 
３．研究開発成果について 2.0 B A B B C 
４．実用化、事業化の見通しについて 1.6 B C C  B B 
（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

〈判定基準〉 

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化、事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D
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評点結果〔個別テーマ〕 

高機能材料開発／高機能材料の実装技術開発 

1.4

2.2

0.0 1.0 2.0 3.0

2.実用化、事業化の見通し

1.研究開発成果

信頼性技術開発 

1.7

2.1

0.0 1.0 2.0 3.0

2.実用化、事業化の見通し

1.研究開発成果

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 

〈判定基準〉 

個別テーマ名と評価項目 平均値 素点（注） 
高機能材料開発／高機能材料の実装技術開発 
 １．研究開発成果について 2.2 A B B B B 
 ２．実用化、事業化の見通しについて 1.4 C B C C B 
信頼性技術開発 
 １．研究開発成果について 1.8 B C A C B 
 ２．実用化、事業化の見通しについて 1.6 A C C B C 

(１)研究開発成果について (２)実用化、事業化の見通しについて

・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D




