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1. 目的、背景

　当社の製品の内部に使用しているリード線が、市場で

腐食断線する事例が発生した。

　製品は高温高湿の環境になり得る場所に設置されてい

たことから、市場での環境を試験条件として再現し、加

速試験で腐食断線させることができれば、高温高湿での

環境でも故障しにくい製品づくりに反映させることがで

きるようになり、ひいては部品や構造の選定の基準とす

ることができるようになる。

　そこで、リード線の腐食断線の要因を解析し、断線メ

カニズムを推定した。それに基づいて関連する腐食要因

を調査し、温湿度加速試験を行い、加速試験の結果と市

場での故障実績をワイブル確率紙で比較することにより、

加速が成り立つことを確認した。また加速試験の結果か

ら加速係数を求めるとともに加速モデルを考察した。

2. 腐食部分の表面観察と成分分析

　まず初めに、故障した製品の腐食部分の表面を観察し

た後に元素分析を行い、考えられる要素の調査を行った。

2.1 腐食部分の表面観察

　腐食に関連する部品を写真2－1aと写真2－1bに示す。

写真2－1aの薄青色の傘状のものを部品A、写真2－1bに

示した黒い部位を部品Bと呼ぶことにする。部品Aは紙

類、部品Bはゴム系接着剤である。

　また、断線している箇所を観察するため部品Bを溶剤

で溶かして、内部にあるリード線の表面観察を行った結

果を写真2－1cに示す。この写真から分かるように、部

品Aと部品Bがリード線に接触している領域のみが、赤く

変色した腐食生成物を観察することができた。また部品

Bと接触していないリード線の外側境界は黒変していた。

写真2－1c　リード線の表面観察

2.2 腐食部分の元素分析

　腐食原因を調べるために腐食部の元素分析を行った。

写真2－2に腐食部分やその近傍と関連付けて結果を示

写真2－1a　部品A 写真2－1b　部品B

　製品の内部に使用しているリード線が断線しているのが見つかったのを機会に断線メカニズムを検討し、原因

を明確にするとともに発生状況の全体像を把握した。また、断線メカニズムが腐食を基にしたものであったので、

評価試験は単に高温高湿の環境に放置するのではなく、腐食を考えた加速試験を試みた。その結果から加速係数
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リード線の断線解析および加速試験の検討

TOA株式会社

品質保証室

山田　朗博

　　　機械学習活⽤時代の信頼性評価



KEC情報　No.262 J u l y .  2 022－ 32 －

す。写真2－2右側の図から分かるように腐食生成物が凹

凸に成長している領域から、塩素、硫黄が検出された。

また写真2－2左側の図から分かるように腐食部近傍(部

品Bと接触していない外側)の黒変部も同様に、塩素と硫

黄が検出された。黒変部は表面が凹凸するような変化は

ないが、薄く腐食しているものと推測される。

　この結果から硫黄イオンと塩素イオンを発生する要因

が近くにある部品Aか部品Bのどちらか、もしくは両方が

関与している可能性が予想された。

写真2－2　腐食部分と近傍の元素分析

2.3 使用部品の元素分析

　腐食部付近に使っている部品について腐食要因を調べ

た。写真2－3に使用部品の写真と元素分析の結果を示す。

部品Aからは硫黄が、部品Bからは塩素が、それぞれ検出

された。

写真2－3　使用部品の元素分析

2.4 表面観察、元素分析のまとめ

　表面観察の結果から、部品Aと部品Bが接触している領

域でのみでリード線が赤く腐食していることが分かった。

　腐食部と部品から塩素と硫黄が検出されたことから、

リード線の腐食にはこれらの元素が関係していると推察

できる。

　これらの結果から腐食生成物は塩化銅や硫酸銅(ある

いは硫化銅)、酸化銅などの生成が考えられるが、部品B

の下では赤く腐食していたこと、凹凸に大きく腐食して

いるところの分析チャート(写真2－2右)では酸素のピー

クが高いことから、酸化第一銅ではないかと推測した。

3. 腐食メカニズムの推定

3.1 考えられる腐食メカニズム

　部品Bの下では赤色だから酸化第一銅、部品B接触部の

近傍では黒色だから酸化第二銅と思われる銅腐食生成物

が観察された。これの生成要因は次のように考えられる。

　湿式腐食を考える場合、水溶液中の反応と考えるとイ

オン性物質が溶け込んでいると腐食電流がよく流れるこ

とで腐食が大きく進むことが知られている。特に塩化物

イオンは電気陰性度が高く金属をイオン化させやすいた

め腐食速度を助長する。今回の場合も腐食箇所すべてか

ら塩化物イオンが検出されており大きく寄与したものと

推察できる。

　また部品B下では結露中なので反応は大きく進んだが溶

存酸素の影響でしか酸化が進まなく酸化第一銅が生成し、

部品B接触部近傍では水分が少ないため腐食量は少ないが

空気中のため酸化第二銅が生成したものと推察できる。

3.2 市場での故障日数とワイブル分布

　市場での発生状況を評価するため、故障に至った日数

を集めてワイブル解析を行った。表3－2に市場での故障

日数を示す。この表をもとに、故障した製品が製造され

たロットの生産台数を母数としてワイブル確率紙を用い

た解析を行った。図3－2にその結果のプロット線図を示

す。形状パラメータmは4.4、尺度パラメータηは8,228

日であった。

表3－2　市場での故障日数
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図3－2　市場故障のデータ解析

　形状パラメータが4.4であったことから故障増加型の

摩耗劣化故障と言えるため、寿命との関連を調べた。こ

の製品の当社で定義している寿命6年(2,190日)に対し

て、ワイブル確率紙解析結果によると累積故障率が1％

のところが8年(2,920日)に該当することが分かった。

また、ワイブル確率紙によると、メジアン寿命(累積故

障率が50％となる寿命)は約8,000日(約22年)であるこ

とが分かった。

3.3 腐食のメカニズムと要因

　次に、腐食のメカニズムについて考察する。2.2項、2．

3項の分析をもとに試験計画として考えなければならな

いメカニズムは、以下の2つが考えられる。

　(1 )  昼夜の温湿度サイクルで発生する結露による腐食

　(2 )  持続する高温高湿による腐食

　一方で、これらのメカニズムによって腐食を引き越し

やすくなる要因としては、以下の①から④が考えられる。

　① 露点による結露

　② 腐食を引き起こしやすくする要因(呼吸作用)

　③ 腐食を引き起こしやすくする要因(毛細管凝縮)

　④ 腐食を引き起こしやすくする要因(腐食イオンの拡

散防止)

3.4 露点による結露

　図3－4［ 1 ］に露点による結露の説明を示す。絶対湿度

が変わらない環境で温度が下がり続け、露点を下回ると

結露し始める。また温度上昇時は気体中の湿度が上昇す

るため、露点となる低温物体があるとそこに結露が発生

する。

図3－4　露点による結露

3.5 腐食を引き起こしやすくする要因（呼吸作用）

　図3－5［2］に腐食を引き起こしやすくなる要因(呼吸作

用)を示す。リード線の固定構造から、リード線の線束

内に湿気が入りやすいことや、温湿度サイクルでリード

線の内部に湿気が溜まりやすいことが考えられる。リー

ド線の隙間が狭い(小さな孔である)ことから、リード線

内で結露した水分が蒸発することなく、リード線内で結

露し続けることになる。

図3－5　呼吸作用

3.6 腐食を引き起こしやすくする要因（毛細管凝縮）

　図3－6［1］に腐食を引き起こしやすくなる要因(毛細管

凝縮)を示す。リード線の構造は、複数本の中心糸(綿繊

維)に銅箔をスパイラルにラッピングした素線を、複数
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本、複数束でロープ撚りさせた構成である。綿繊維は、

12～15µm程度の太さを有する繊維状組織ではあるが、

その繊維と繊維との隙間はもっと狭くなり、湿度さえあ

れば結露し、しかも多湿であるほど大量に結露するため

危険である。すなわち、この凝縮作用により結露のしや

すさがあると言える。

図3－6　毛細管凝縮

3.7 腐食を引き起こしやすくする要因（腐食イオンの拡散

防止）

　図3－7［3］に腐食を引き起こしやすくする要因(腐食イ

オンの拡散防止)を示す。試験中に腐食イオンを拡散さ

せないためのチャンバー内の風を避ける方法である。一

般的に恒温槽内は、温湿度を一定に保つために内部の空

気を循環させる目的で風が吹いている。この循環風に

よって、部品Bから発生した腐食イオンが四方八方に拡

散されてしまって腐食する箇所からなくなり、腐食が促

進されない恐れがある。

図3－7　腐食イオンの拡散防止

4. 加速試験

4.1 温湿度サイクル起因の結露による腐食試験

　腐食を促進させる方法としていろいろ考えられるが、

まず初めに、昼夜の温湿度サイクルで発生する結露によ

り腐食が再現するかどうかを試した。試験方法、条件に

ついては、次の通りである。

　・温度、湿度：70℃ /90％⇔5℃の温度サイクル試験

　・動作：定格で動作状態

　・期間：1ヶ月(720時間)

　試験の結果、錆びや断線は発生せず、再現させること

はできなかった。その要因として考えられるのは、今回

の試験対象であるリード線と部品Bの熱容量が小さいこ

と、また接触面積が小さいために、温湿度サイクルによ

る結露があまり発生しなかったことが考えられる。それ

に加えて、3.7項で説明したチャンバー内の風により「腐

食イオンが拡散した」可能性が考えられる。

4.2 持続する高温高湿による腐食試験

　そこで、循環風による腐食イオンの拡散を防止する高

温高湿環境での試験を試した。試験条件としては、次の

通りである。

　・試料をセットした試料台を設置したポリプロピレン

のケース内の底に適量の水を入れ、恒湿状態となる

ようにセットしてチャンバー内に設置した。

　・温度、湿度：85℃、90％

　写真4－2a、4－2bにセットアップの様子を示す。

写真4－2a　セットアップ
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　この試験では、500時間前後から腐食が発生しはじめ

たのが確認され、さらに試験を続けると1,000時間前後

で4つの試料すべてが断線に至った。写真4－3に加速試

験後の部品Bが接触していた領域の表面を観察した写真

を示す。市場での故障と同じような赤く腐食する現象を

再現させることができた。

写真4－3　加速試験後のリード線の表面観察

4.3 加速試験の結果とワイブル分布

　加速試験の結果、腐食断線発生の以下の4つの試験デー

タが得られた。

　・試験品①　1,102時間　

　・試験品②　1,102時間　

　・試験品③　　893時間　

　・試験品④　1,544時間

　この試験データを用いてワイブル確率紙で解析した。

市場データと加速試験データのプロット線図を図4－3に

示す。赤線が加速試験で求めたものである。形状パラメー

タmは4.1、尺度パラメータηは53日であった。

図4－3　市場データと加速試験のデータ解析

4.4 加速係数と加速モデル

　4.3項のワイブル確率紙の通り、市場故障のプロット

線図と比較して、市場故障の形状パラメータmが4.4、

加速試験の形状パラメータmが4.1で、ほぼ同じであっ

たことから、今回の試験は加速が成り立っていると言え

ることができる。

　また市場故障、加速試験それぞれの尺度パラメータよ

り、加速係数は8,228 (日)/53 (日)/≒155倍となる。

　今回、加速試験が成功した理由として、腐食断線のよ

うな故障メカニズムは、試料が毛細管凝縮する構造の影

響もあるが、腐食イオンが拡散しないように工夫した高

湿度の条件を作ることができたことが、再現に必要な条

件であったと言える。

　最初に試した温湿度サイクル試験では、この腐食イオ

ンが拡散しない工夫ができていなかったために、再現し

なかったものと推測している。

　次は、加速モデルについて考察する。

　一般的に温湿度環境の加速モデルは、温度ストレス

と湿度ストレスの組合せになるが、温度は一般にアレ

ニウスの反応論モデルが用いられるので湿度ストレス

H (humi )との組合せで(4－4a )式のようになっている。　

　　　

　                                          　　　　　　　
 (4－4a )

　一方の湿度ストレスは、絶対湿度から見ると温度と相

対湿度が図4－4のように1対1ではない形で組み合わさっ

ているために、言い換えると、違う温度、違う相対湿度

で、同じ絶対湿度になる組合せがあるために、その関係

写真4－2b　セットアップ(拡大)
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を表すのが難しい側面がある。

　そのため湿度の項については、相対湿度が使われたり、

水蒸気圧が使われたり、以下の式のように色々な式が用

いられている。

　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4－4b )

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
(4－4c )

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4－4d )

　 　ただし　RH：相対湿度　Vp：水蒸気圧

　今回の例は腐食であるから、水分量に関係するので水

蒸気圧か絶対湿度が考えられるが、半導体のように樹脂

中を水分が拡散するようなメカニズムではないので絶対

湿度を採用した。絶対湿度Vwとの関係とすると、以下

の(4－4e)式のように考えた。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
(4－4e )

　加速係数の内訳は、湿度一定で温度を変化させること

や温度一定で湿度を変化させて考察することが必要だ

が、ここでは単純に今回得られたデータから考えてみる

ことにする。

　市場での環境を、25℃、60％と仮定すると、図4－4

の絶対湿度の表から、25℃、60％のときの水分量13.8g/

m3と、試験条件である85℃、90％のときの水分量317g/

m3の違いは、317 (g/m3 )/13.8 (g/m3 ) ≒23.0倍となる。

　今回の加速係数が155倍であることから、温度だけの

加速は湿度量の違いを取り除くと、155倍/23倍≒6.7倍

となる。その場合の活性化エネルギー Eaは、0.29eVと

なる。

5. 総括

5.1 今後の課題

　今回の試験は、温度、湿度を固定した試験しか実施で

きていない。絶対湿度量一定で温度変化させたり、温度

一定で絶対湿度量を変化させたりして試験をすること

で、湿度のみ、温度のみの加速性を確認することができ、

温度、湿度がどのように腐食に関連しているのかを確認

することができる。そのような試験手法を確立すること

が望まれる。

　また、当社が保有する設備で試験をするという限定

された条件で加速試験を試みたため、再現するまでに、

1,000時間(40日前後)を超える時間を要したように試験

時間が非常に長くかかった。より試験時間を短くするた

めには、例えばAir－HASTといったような、より高負荷の

試験方法を確立することが望まれる。ただし、故障メカ

ニズムが変わらないことが前提となることは言うまでも

ない。

5.2 まとめ

　・腐食部分の表面観察と成分分析を行い、腐食断線の

考えられる要素を調査した結果、部品Bに含まれる塩

素イオンがリード線を腐食させていると推測した。

　・腐食に関連するメカニズムと要因を調査し、温湿度

加速試験を行った結果、市場と同じ腐食現象を再現

させることができた。

　・市場データと加速試験のデータをワイブル確率紙で

解析を行い、加速が成り立つことを確認し、加速モ

デルを想定した。

　今回の事例が、皆様の加速試験の一助になれば幸いで

ある。

図4－4　絶対湿度と温度と相対湿度の関係
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1992年　TOA株式会社　入社

1992年～ 2017年

特定小電力無線機器、セキュリティカメラシス

テム、健康モニタリング装置、防災用機器の開

発業務、ならびに、社内EMC測定の設備管理や

教育、対策支援に関する業務に従事

現在：信頼性に関する業務、ならびに、社内EMC測定の設

備管理や教育、対策支援に関する業務に従事




