
2022年IPC Apex Expo技術会議に向けて発表・公開 - カリフォルニア州サンディエゴ  

マイクロビア信頼性検証の次の進展-

PCB設計属性と材料構造特性のリフローシミュレーション 
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概要 

 

昔から言われているように、プリント基板技術が次の段階に進むたびに、業界は新たな課題、あるいは既存の課

題の拡大に直面することになります。今日、これは特にマイクロビアに当てはまります。かつてはPCB設計のご

く一部に過ぎなかったマイクロビアとその信頼性は、今日の設計においてますます重要な要素となっています。 

本稿では、マイクロヴィアの歴史、マイクロヴィアの不具合に伴う課題、設計プロセスの初期段階でマイクロヴ

ィアを積極的に予測し対処する方法について概説する。 

歴史の一端を知る 

マイクロビアの不具合にどのように対処するのがベストなのかを理解するためには、歴史をさかのぼることが有

効です。特に、テストメソッドのプロセスから始めるとよいでしょう。 

歴史的に、PCB の製造と完成品の配送は、完成した PCB を検証するための試験方法に先行して行われ 

てきました。1970年代には、PCBは電気的試験（ET）の検証を行わずに製造・出荷されました。1980年代の初め

には、電気的テストが標準となり、最もシンプルな製品を除くすべての製品に要求されるようになりました。そ

の後10年間、PCBは「ゴールデン」ボードプログラミングを使用して製造されました。ゴールデンボード方式で

は、完成した基板のロットから完成したPCBを使用し、オペレータがテストフィクスチャに設置し、オペレータ

が基板から自己学習したショートとオープンのプログラムを起動させます。2枚目のPCBが1枚目のPCBと一致す

れば、ゴールデンボードとなる。ゴールデンボード・テストの欠点は、供給された製造データのエラーを見逃し

やすいことであった。また、この方法では、CAMの誤差が検出されないまま、組み立てが進んでしまう。1980年

代後半にCAMとネットリストの比較ができるようになり、ようやく解決に向かった。このプロセスでは、製造開

始前にソフトウェアを使って受信データを検証し、次に同じソフトウェアを使ってETプログラムを生成し、完成

したPCBを検証することができました。この方法は、製品のサイクルタイムを短縮し、材料のロスを防ぎ、PCB

製造と組み立ての両レベルで製造時間を短縮することができました。 

今日、業界はマイクロビアの信頼性に関して、特に組立時のPCBリフロー後、リワーク時、または現場での運用

時に同様の課題に直面しています。過去の電気テストの欠点と同様に、業界は材料の熱特性や設計上の形状を評

価することなく、マイクロビアを使用したPCBを設計しました。製造業者は完成品を製造し、完成したPCBをIPC

-6012のような確立された性能基準で評価しました。組立後に検出困難な故障が発生した場合、試験方法 IPC-TM-

650 2.6.27 が制定され、IPC-6012 rev E の 3.6 項「構造的完全性」に注意が追加された。IPC-TM-650 

2.6.27によるDクーポンのテストは、完成したPCBが組み立てに対して安全であることを検証しますが、製造者が

悪い設計を作ることを止めることはできません。これまで、材料の選択、誘電体の厚さ、マイクロビアのサイズ

、構成（シングル、スタック、スタッガードマイクロビア）が6Xリフローに耐えられることを検証するPCB設計

をシミュレーションする方法がありませんでした。電気テストが進化し、設計と最終テストを検証するためにソ

フトウェアを使用するように、現在では、設計が承認され製造プロセスに入る前に、PCBスタック中に設計のマ

イクロビアの構造的完全性を検証するソフトウェアがあります。この新しいソフトウェアは、設計を検証し、自

信を持ってマイクロビア設計を製造し、IPC-TM-650 2.6.27 に準拠したテストによって PCB 

が構造要件を満たしていることを検証する方法を業界に提供します。この論文では、検証ソフトウェアがマイク

ロビア設計の構造的問題を特定した実際のケースと、このソフトウェアがどのようにPCB設計ジオメトリを修正

し、動作するスタックアップを実現したかを紹介します。 
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マイクロビアの故障箇所。ターゲットパッドとメッキマイクロビアの界面で 

マイクロビア破損については、これまで多くの研究がなされてきた。この文書では、故障の発生箇所ではなく、

マイクロビア故障を引き起こすメカニズムに焦点を当てます。その目的は、レイアップ段階でスタックアップを

計画し、検証し、製造プロセスが完了したときにそのPCBが6Xリフローサイクルに耐えられるかをシミュレーシ

ョンすることによって、私たちの業界が完成したPCBのマイクロビア障害を計画し、防止できる方法を示すこと

にあります。 
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現在までに、多くの異なる研究により、マイクロビアは無電解銅界面で最も弱くなることが確認されています。

無電解銅はマイクロビアの上に析出し、ターゲットパッドと電解メッキされたマイクロビアの間に位置します。

ほとんどの場合、故障したマイクロビアは、単一のマイクロビアの底部にある無電解で見つかり、ほとんどの場

合、積層したマイクロビアの底部にあります。 

無電解銅の改良が進み、マイクロビアの信頼性を向上させた。新しい先端無電解化学は、ターゲットパッドと電

解めっきされたマイクロビアの間でエピタキシーとボトムアップ再結晶が起こることを実証することができます

。また、無電解めっきを使用しないダイレクトメタライゼーションでも、エピタキシャル成長とボトムアップ再

結晶を実現できることが研究により明らかになっています。いずれの場合も、リフローテストではマイクロビア

の信頼性が向上していることが確認されていますが、抵抗値の変化が5%未満では6倍リフローを満たせず、故障

する可能性があります。 

なぜ、マイクロビアは弱いのか、という疑問が湧いてきます。しかし、簡単に言えば、マイクロビアは突合せ継

手であり、本質的に弱いのです。IPC-6012 の表 3-4 と表 3-6 

にあるように、埋設ビアやエポキシ充填ビアでは、これらのタイプの相互接続にラップメッキが必要です。マイ

クロビアターゲットパッドにラップメッキを施すことは不可能であり、エピタキシーとボトムアップ再結晶で界

面を改善するのが精一杯である。しかし、これらの改善や無電解の直接メタライゼーションを行っても、リフロ

ーやDクーポンテスト時にマイクロビア不良を発生させる可能性があることに留意する必要があります。 

マイクロビアが故障する原因は何ですか？ 

リフロー時には、温度サイクルによる積層体の膨張が起こり、マイクロビアの突合せ部に応力が発生する。この

膨張による応力が、ターゲットパッドと電解メッキマイクロビアの界面のひずみ限界を超えると、塑性変形を起

こし、不適合となる。 

多くの研究で、リフロー前とリフロー後にマイクロビアをテストし、マイクロビアは問題ないと結論づけていま

す。しかし、マイクロビアは一般的にリフロー時に故障し、抵抗値の変化はリフロー温度のピーク時にしか検出

できません。ピーク温度でマイクロビアが故障するとオープンになり、マイクロビアの塑性変形によりターゲッ

トランド・マイクロビアの界面に永久的なダメージが発生します。このタイプの故障が非常にもどかしいのは、

室温ではオープンが発生しないため、故障のタイプと原因を追究するのに時間がかかり、エンジニアリングのサ

イクルタイムと製品開発全体のコストに影響を及ぼす可能性があることです。 

マイクロビアの不具合を減らすために、マイクロビアの直径を大きくし、アスペクト比を小さくするなどの対策

がとられました。これらの対策と、その結果生まれた新しいルールにより、故障が減少しました。これらのルー

ルの利点は以下の通りです。 

• マイクロビア径を大きくすると、界面面積が増加した。 

o マイクロビアを0.1mmから0.127mmに少し増やすと、表面積が56％増加します。 

o より大きなターゲットパッド界面に同じ材料膨張を与えた場合、より広い表面積がマイクロビアの生
存率を向上させる。 

o アスペクト比を下げると、一般的に全体の誘電体厚が薄くなる。 

• この厚みの減少により、材料の膨張係数が減少し、マイクロビアの生存率が向上しました。 

o 積層型マイクロビアは、6倍速リフローに対応するため、単一マイクロビアよりも低いアスペクト比が要

求されました。 

この新しいルールはほとんどの製品に適用されましたが、それでも不具合は発生しました。失敗のほとんどは、

誘電体が0.15mm/0.006インチを超えるか、樹脂含有量の高いプリプレグを使用した場合に起こりました。失敗が

発生した場合、典型的な解決策は、マイクロビア径を大きくし、誘電体を小さくして、パーツを作り直し、作り

直しが成功することを期待することでした。 

従来のスタックアップと材料選択プロセス、およびそれらがマイクロビアの信頼性に与える影響について 

従来のスタックアップや材料選定プロセスでは、マイクロビアの信頼性の重要性が考慮されないことがよくあり

ます。これは、一般的なスタックアップと材料選定のプロセス、特にマイクロビア信頼性がこれらのプロセスに

どのように影響し、なぜ早い段階で対処する必要があるのかを明確に理解していないことが一因と考えられます



2022年IPC Apex Expo技術会議に向けて発表・公開 - カリフォルニア州サンディエゴ  

。 

スタックアップのための材料選択は、PCB 

設計者によって具体的に定義されるかもしれません。この場合、プリプレグの各プライと各コア構造が定義され

、スタックアップがPCBファブリケータに提供される。スタックアップが PCB 

設計者によって提供されない場合、製作者は材料選択を行うことができます。多くの場合、製造図面には、IPC-

4101 /126を指定することによって、鉛フリーのFR-

4材料が使用されることを簡単に記述することができます。最も簡単な指示は、製造プリントに誘電体の吹き出

しがなく、PCB製造者は、必要な全体の厚さと、必要であればインピーダンス要件に対応する、任意のコア厚さ

やプリプレグガラススタイルを選択できることです。これらの基本的な一般指示は、無限のスタックアップのバ

リエーションへの扉を開くものです。PCBデザイナーや電気技師は、樹脂システムのブランド、コアとプリプレ

グの開口部、コアの構造とプリプレグの種類を指定することによって、すべてのスタックアップを決定すること

ができます。しかし、このようなやり方は 
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業界内で標準化されていないため、各社の設計手法や設計者・技術者の経験値に依存する。 

PCBプランナーは、レーザー穿孔に対応した誘電体ガラス織布を選択します。また、HDI設計に見られる内部メ

ッキ層を充填するために、樹脂リッチプリプレグを選択することも検討されます。電気技術者は、高速設計の電

気的性能を向上させるために、低損失で広範なガラス織布を選択します。スタックアップは、製造と電気性能の

ニーズを満たすために、高樹脂含有量とスプレッドガラスの組み合わせを選択します。 

図1は、樹脂を多く含む延伸ガラス素材のイメージ図である。この画像では、白い部分が樹脂で、織ガラスは灰

色である。 
 

図1.樹脂リッチな拡散ガラス素材のイメージ図 

 

材料データシートは、特定の製品タイプに関する情報を提供します。ここでは、提供される代表的な材料特性の

一覧を示します。熱膨張係数（CTE）α-1、-2は太字で表記しています。 

 

• ガラス転移温度（これが樹脂の転移です） 

• 熱分解温度 

• 剥離までの時間 

• CTEα1X・Y軸 

• CTE α1 Z軸 

• CTE α2 Z軸 

• 熱伝導率 

• 体積抵抗率 

• 表面抵抗率 

• 誘電率 (Dk) 

• 誘電正接 (Df) 

• 吸水率 

• 曲げ弾性率 

• ピール 

• 可燃性 

データシートには、データシートの値に対するテストサンプルの厚みが記載されている場合とされていない場合

があります。多くの場合、テストビークルは樹脂含有量の少ない厚い両面構造を使用しています。ほとんどのHD

I設計とスプレッドガラス積層板は、ほとんどのデータシートに定義されているテストビークルよりもはるかに高

い樹脂含有量を持っています。HDI設計における実際のα2膨張は、一般的なデータシートの値よりも50%から100

%大きくなることがあります。各樹脂システムの織り目と樹脂の割合に応じた実際の膨張がなければ、PCBがリ

フロー温度に耐えられるかどうかを判断することは不可能です。 

表 1 は、樹脂含有量と厚みで分類された受入時のプリプレグの例です。 
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表1.厚さによって分類された樹脂含有量のプリプレグ。 

プリプレグガラス織 インチ ミリメー

トル 

樹脂の割合 

1035 0.002 0.051 69.0% 

1067 0.0022 0.056 70.0% 

106 0.0023 0.058 76.0% 

1067 0.0024 0.061 71.5% 

1035 0.0026 0.066 75.0% 

1067 0.0026 0.066 74.0% 

1067 0.0029 0.074 76.5% 

1078 0.0029 0.074 65.0% 

1078 0.0031 0.079 67.5% 

1078 0.0035 0.089 70.5% 

1080 0.0038 0.097 72.0% 

1078 0.0037 0.094 72.0% 

1078 0.0042 0.107 75.0% 

1080 0.0043 0.109 75.0% 

1080 0.0046 0.117 78.0% 

1078 0.0046 0.117 78.0% 

3313 0.0046 0.117 63.5% 

3313 0.0051 0.130 66.5% 

2116 0.0058 0.147 62.0% 

2116 0.0064 0.163 65.0% 

 

従来のスタックアップの材料選定は、表 1 

のような表を使用します。PCBプランナーは、正しい全体の厚みを達成し、指定されたインピーダンス要件を満

たすために、個々の誘電体のコールアウトを満たす材料を選びます。そして、レーザー穿孔に適合するガラス織

布を選択します。材料の選定は、ガラスストップとラミネーションボイドを避けることにも重点を置いている。

これらの欠陥を避けるために、プランナーはより高い樹脂含量のプリプレグを選択します。ほぼ例外なく、高い

樹脂含量は、ラミネーションボイドとガラスストップを防ぎ、高速デジタルまたはRF設計の総合電気性能を改善

する助けと見なされるようになって久しいです。 

 

しかし、高樹脂含有材料を選択する上記のやり方は、材料の信頼性の評価に欠ける。例えば、Tg以下の樹脂の膨

張率（α-1）は、銅の膨張率に比較的近い。α-

2では4〜8倍に膨張する。そのため、組み立て工程に確実に耐えられる積層であることを確認するために、モデ

リングを行う必要があります。また、各コアやプリプレグの特性は容易に解析できないため、設計者や加工者は

、設計段階でも加工開始前でも、新しい設計が耐リフロー試験や組み立てに合格するかどうかを予測することが

できない。 

 

スタックアップ検証や生産前予測エンジニアリングを実現する能力 

 

スタックアップの予測シミュレーションが可能になりました。モデリングは、意図した積層における各コアとプ

リプレグの構造に基づいて行われます。このモデリングは、データシートの値ではなく、各コア構造、ボンドプ

ライ/プリプレグ、および各誘電体開口部の組成に基づいて行われます。また、モデリングでは、各層の銅の保持

率や各銅層の総厚みも考慮しなければなりません。マイクロビアの解析では、マイクロビアの直径、マイクロビ
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アがまたがる層、マイクロビアの密度、マイクロビアが積層されているか千鳥配列かどうかを考慮します。この

シミュレーションは、これまで業界にはなかったユニークなアプローチと機能です。後述の図11と図13は、シミ

ュレーションの結果を実際の試験で検証したものである。 
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新しいプロセスでも、スタックアップを作成する標準的なプロセスは踏襲されています。全体の厚み、層数、層

の種類を注文し、ドリルのサイズとスパンを定義し、インピーダンス要件を定義して検証する。図 2 は、低 Tg 

材料を使用した定義済みスタックアップの例である。このスタックアップは、6X 

リフロー要件を満たすことができない劣悪な材料セットを実証するのに役立ちます。 
 

図2.低Tg材料を使用した定義済みスタックアップ。 

 

このスタックアップは定義された要件をすべて満たしていますが、選択した材料特性の信頼性シミュレーションに

より、マイクロビアは6回のリフローサイクルに耐えることができないことが示されます。 

 

図3は、直径0.006インチのマイクロビアを持つ銅層1および2の評価結果を示している。この結果から、これらの

マイクロビアは4.2回のリフローサイクルにしか耐えられないことがわかります。 
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図3．直径.006の銅層1および2上のマイクロビアを評価。 

 

図4では、銅層1と3に2つのマイクロビアを積層した場合の評価で、かなり弱い状態であることがわかります。こ

のシミュレーションでは、リフロー回数が2.1回で不良となることが予測されます。2つのビアを積層し、誘電体

の多い3層目まで下げてリフローした場合、誘電体が膨張し、接着が損なわれる。 

 
 

図4.銅1層と3層の積層型マイクロビアの評価。 

 

予測工学と信頼性シミュレーションにより、信頼性の低い積層を選別し、設計形状が要求されるリフロー試験要

件に合格するような材料タイプに変更することが可能になったのです。また、シミュレーションによって、マイ

クロビアの直径を大きくする、マイクロビアをずらす、プリプレグの選択を変更するなど、マイクロビア設計を

修正する必要があることを判断することも可能です。 
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図5は、図3の積層体を、図2のCTE Z膨張の半分の材料選択に変更したものである。 

 
 

図5.図3.のスタックアップ 材料変更あり。 

図6は、図5で変更した材料を用いて、銅層1、2上のマイクロビアを直径0.006インチのマイクロビアで評価した

ものです。この結果から、銅層1、2のマイクロビアは、10回以上のリフローに耐えられることがわかります。 
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図6.直径0.006インチの銅層1および2上のマイクロビアを評価し、材料を変更した。 

 

図7より、銅層1、3上にマイクロビアを2枚積層した評価では、6.2回のリフローに耐えられることがわかりま

す。 
 

図7.260℃における銅1層～3層の積層型マイクロビアの評価。 

 

設計の信頼性を向上させるために、図8に示すように、銅の2層と3層にスタッガードマイクロビアのシミュレー

ションを実施することができます。この図から、2層と3層のスタッガードマイクロビアは10回以上のリフローに

耐えられることがわかります。 
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図8.銅2層と3層の千鳥配列のマイクロビアを評価した結果、千鳥配列の方が2層のマイクロビアを重ねるより

も安全であることが実証されました。 

 

前述のシミュレーションに加えて、予測モデリングでは、銅層 1～3 の同じ 2 つの積層マイクロビアが 6 

回以上のリフローを安全に実現できるかどうかを判断するために、温度リフローのモデリングも可能です。図9は

、リフロー温度を260℃から245℃に下げた場合のモデリングシミュレーションを示したものです。 
 

図 9.銅層 1 と 3 の積層バイアスの低温リフローのモデリングは、リフロー温度を下げることで完成した PCB 

の信頼性が向上することを実証しています。 

 

この記事の冒頭で述べたように、マイクロビアシミュレーションの結果を、Dクーポン試験の実際の結果（IPC-

TM-650 2.26.27による）と比較した。以下の図は、その解析結果です。 
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図10は、シミュレーションで得られた、2.8サイクルで故障するリフローの予測値である。 
 

図10.0.152mm（0.006インチ）マイクロビアを2枚積層した場合の245℃でのシミュレーション。 

図11は，IPC-TM-650 2.6.27に準拠して245℃，6サイクルで試験されたD-Couponの記録結果である。 

 

図 11.48ネットのIPC-TM-650 2.6.27テスト結果。 

平均故障回数2.95回。シミュレーション予測：2.8サイクルで故障。 

次のシミュレーションは、CTE 

Z値が58ppm/Cと低い材料を使用することを前提に行われました。ここでは、マイクロビアは0.076mm［0.003イン
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チ］、アスペクト比は1:1としました。 
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24ネット、24リフロー（260℃）! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12.0.076mm（0.003インチ）マイクロビアシミュレーション、260℃での+10リフローサイクルの予測。 

 

図13は、260℃、24ネット、24サイクルのリフロー時の抵抗値変化のD-Couponの実測結果です。(IPC-TM-650 

2.6.27に準拠した試験による）。 

 
 

 

図13.260℃における24回のリフローサイクル。抵抗値変化率5％以下。 

 

上記の情報は、予測シミュレーションの結果が実際のテストで実証されたことを示しています。これにより、計

算機によるPCBプロトタイピングの新しいパラダイムが生まれ、スタックアップ時に、より詳細で正確な設計か
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ら製造までのプロセスの橋渡しをするための、より大きな洞察を得ることができます。 



 

概要 

今日の高周波、高データレート設計は、従来のPCB設計手法やPCBラミネートで達成可能な限界を押し

上げています。これらの設計では、ますますマイクロビアを使用する必要があり、これらの構造では

ほとんどミスが許されなくなります。設計の過程で誤算や不適切な選択をすると、標準仕様のリフロ

ープロセスに耐えられないマイクロビアを作ることになりかねません。従来は不可能だった新しいソ

フトウェアにより、設計プロセスでマイクロビアを選択することが可能になり、設計から製造、運用

、長期信頼性まで、製品のライフサイクルのすべてにおいて、開発した設計と仕様に沿った動作を保

証することができるようになりました。 
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