
26/36              MSRH06-1 

 

半導体デバイス取り扱い注意事項 

 

Ⅴ. 半導体デバイス取り扱い注意事項 

 

1. 梱包方法 

      1.1 収納ケース 

      1.2 包装 

2. 運搬方法 

3. 保管方法 

      3.1 通常保管 

      3.2 長期保管 

      3.3 防湿包装品(MPパック品)の保管 

      3.4 テーピング包装品の保管 

4. 静電気に対する取り扱い上の注意 

      4.1 一般的事項 

      4.2 作業時の静電気対策 

      4.3 実装後の静電気対策 

5. 表面実装形デバイス(SMD)実装時の注意事項 

6. 洗浄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27/36              MSRH06-1 

半導体デバイス取り扱い注意事項 

 

Ⅴ. 半導体デバイス取り扱い注意事項 

1. 梱包方法 

最近の半導体デバイス(以下単にデバイスという)は、高い品質と高い信頼度をもっているが、破壊に

つながる要因(静電破壊、機械的破壊、湿気、ガスなど)が数多く存在し、顧客における取り扱い、実装

あるいは使用条件等によっては、デバイスを破壊することがある。また、表面実装形デバイス(SMD)の

場合は挿入実装形パッケージ(DIP等)などに比べ、樹脂が薄く機械的応力に弱いことや、吸湿すると実

装時にパッケージクラックが発生する場合があることから、取り扱い上十分な注意が必要である。ここで

は、収納ケースや梱包時におけるデバイスの破壊に対して注意すべき事項を述べる。 

 

1.1 収納ケース 

(1) 当社ではデバイスの収納ケースは、       

  最悪の環境条件でも初期品質が保持  

できるような材料や構造のものを使用し 

ているが、その取り扱いにあたっては次 

の点に注意が必要である(図Ⅴ-1)。 

①マガジン及びストッパは、耐熱仕様   

ではないので高温乾燥を実施する 

場合にはデバイスをマガジンから 

取り出し、金属性マガジンに移し 

 た後、実施すること。 

②表面に帯電防止剤を塗布した塩 

化ビニール製マガジンは、マガジ 

ンの帯電防止効果が薄れるため高  

温多湿の場所に保管しないこと。 

また、マガジンは水漏れすると帯  

電防止剤が溶解し、その効果がな 

くなるので注意すること。 

③パレットは耐熱仕様のものと常 

温仕様のものがあるが、耐熱仕様 

のものには「H E A T PRO O F」 

と表示しているので、高温乾燥時 

には耐熱仕様のもののみ使用する 

こと。 

④テープ及びリールは耐熱仕様で 

はないので、高温乾燥ができない 

点に注意が必要である。 

 

(2) 当社の収納ケースが使用できない場合には、次の条件を満足するようなケースが必要である。 

①化学反応を起こしたり有害ガスを発生しないような材質であること。 

②振動や衝撃によってデバイスが破壊されないような構造になっていること。 

③デバイスの端子が収納ケースに触れる部分には導電性材料か、帯電しない材料(表面に帯電防 

止剤が塗布してある)を用いていること(半導体デバイスの外部端子を相互に短絡して静電気に

よる破壊を防止するためである)。 

 

 

図Ⅴ-1 収納ケースの例 
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1.2 包装 

収納ケースに納められたデバイスは、外部からの衝撃、雤水、汚染等による影響を避けるため梱包す

る必要がある。 

(1) 外装 

①デバイスに与える衝撃、振動、湿気等を最小限におさえるために、運搬方法に応じて機械的強度、 

耐震性、耐湿性などを十分考慮することが必要である。一般的には収納ケースをポリフォームやビ 

ニール類でしっかり包み、それを段ボール箱に入れて耐震のための詰め物をしてからガムテープ 

やひもで厳重に閉じる等の方法が行われているが、運搬状況によってはもっと厳重な包装が必要

なこともある。 

②段ボール箱等の外装には静電気、ワレモノ、水漏れ、天地無用の表示をする(図Ⅴ-2)。 

③船便などの輸送で相当な悪環境が予想される場合は、真空梱包や密封容器等を使用する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 内装 

①通常包装は挿入形デバイスやSOPなどの小型パッケージ      

に幅広く使用されており、通常の保管環境での吸湿による 

品質への影響はほとんどない。 

②防湿包装(以下、MPパックという)は保管中の吸湿による品 

質への影響がある表面実装形デバイス(SMD)について実 

施している(図Ⅴ-3)。 

MPパック品は包装開封後、指定期間以内に使用するよう 

管理すること。 

③テーピングは自動実装時における取り扱いが簡単、包装密  

度が高いなどの利点から表面実装形デバイスにも適用され 

ているが、MPパック品の取り扱いは②項の通りである。なお、 

テープ及びリールは耐熱仕様ではないので、高温乾燥がで  

きない点に注意すること。 

その他、使用時にはキャリアテープとトップテープの剥離速 

度を10mm／秒以下にし、剥離角度もテープ接着面に対し 

て165～180度とするなどの注意が必要である(図Ⅴ-4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅴ-2 外装表示の例 

図Ⅴ-3 防湿梱包の例 

図Ⅴ-4 テープキャリア剥離方法

防湿梱包の例 
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2. 運搬方法 

(1) 運搬時は外装表示の正しい向きに置く。逆さにしたり、立てかけたりすると不自然な力が加わり、

壊れることがある。(天地無用) 

(2) 荷扱いの際に投げたり落としたりすると、包装材の破損さらにはデバイスが壊れることがある。 

(ワレモノ注意) 

(3) 水に濡れないようにする必要があり、降雤、降雪時の運搬には濡らさないように注意する｡(水濡

れ注意) 

(4) 以上の注意の他、運搬中にはできるだけ機械的振動や衝撃を尐なくするよう留意する (図Ⅴ

-5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 保管方法 

3.1 通常保管 

 デバイスの保管に際しては、1項を参照して梱包するとともに、下記の事項について配慮する。 

(1)  温湿度の範囲 

半導体デバイスを保管する場所の温度及び湿度は、いわゆる常温常湿中が望ましく、これからあ

まりかけ離れた温湿度中は避ける。常温常湿の目安としては5～35℃で45～75％程度を考えれば

よい。 

従って、冬季などに非常に乾燥する地域では加湿器に      

より加湿することが必要である。なおその際、水道水を  

使うと含まれている塩素によりデバイスのリードを錆させ 

ることがあるので水は純水や沸騰水を用いるようにする。 

(2)  雰囲気 

腐食性ガスを発生する場所や塵埃の多いところは避ける。 

(3)  温度の変化 

急激な温度変化のあるところではデバイスに水分の結露が 

起るので、このような環境を避けて、できるだけ温度 

変化の尐ない場所に保管する(図Ⅴ-6)。 

(4)  荷重 

保管状態では、デバイスに荷重がかからないように注意 

する。特に、積み重ねの状態では思わぬ荷重がかかることが 

ある。また、重いものを上にのせることも避ける(図Ⅴ-6)。 

 

 

 

 

図Ⅴ-5 運搬時の注意 

図Ⅴ-6 悪い保管場所の例 
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3.2 長期保管 

デバイスを長期(1年以上)に保管した場合は、リード端子のはんだ付け性が悪くなったりさら

には錆が発生したり、あるいは電気的特性が不良になったりする恐れもあるので下記のような特

別の注意が必要である。 

(1) 環境 

3.1項の(1)～(4)を参照 

(2) 梱包 

最初から長期保管(1年以上)が予想される場合は、真空梱包にするかあるいは密封した容

器に乾燥剤を入れるなどの配慮をする。 

(3) 確認事項 

通常の保管形態(3.1項)で予想以上に長期間(1～3年)が経過した場合には、はんだ付け性、

リードの錆について、使用前に検査して大丈夫かどうか確かめる。 

また、非常に悪い環境に置かれた場合あるいは通常の保管形態(3.1項)で3年以上経過した

場合は、 はんだ付け性、リードの錆及び電気的特性について検査する。 

 

3.3 防湿包装品(MPパック品)の保管 

通常の保管形態(3.1項)に準じるとともに、下記の事項にも注意する。 

  (1) 保管場所の温度、湿度及び保管期間を管理するとともに、できるだけ早い時期に使用する。ま 

た、MPパック開封時に乾燥剤及び湿度インジケータに変色(30％検湿部)が見られた場合は、ベ

ーキング処置が必要となるので注意が必要である。 

  (2) MPパック開封後は、指定期間以内に速やかに使用する。指定期間を越えて保管する場合はベ 

ーキングを施してから使用する。 

  (3) MPパック開封後、一時保管の必要が生じた場合には乾燥剤とともに適切な処置を施す。 

 

3.4 テーピング包装品の保管 

基本的には通常の保管形態(3.1項)及びMPパック品の保管時の注意事項(3.3項)に準じるが、特に 

下記の事項にも注意する。 

  (1) リールから引き出されたテープを、そのままの状態で長時間放置しない。 

  (2) テープを必要以上に折り曲げないこと。 

  (3) テープの接着状態が保管状態によって経時変化する場合があるので、指定期間内にすべて使

用すること｡  
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4. 静電気に対する取り扱い上の注意 

デバイス、あるいはデバイス組み込みユニットの取り扱いに関しては他の電子部品と同様の注意をす 

るとともに、特に静電気に対する注意が必要となる。ここでは静電気についての対策を説明する。

 

4.1 一般的事項 

静電気対策の基本は、静電気の発生をできるだけ抑えることと発生し帯電した電荷をすばやく逃が

すことにあるといえる。そのためには、デバイスを取り扱う場所の環境をそれに見合ったものにし、作業

者が静電気に対する適切な知識をもってデバイスを取り扱うことが必要である。

(1)  環境 

作業環境の静電気レベルは100V以下に押さえることが望ましい。そのためには、静電気を発生

しやすい物質を置かないことや乾燥期には加湿を行い、低湿度状態を避けるなどの注意や、静電 

気対策の効果を定期的に確認することも必要である。 

(2)  作業 

作業現場では帯電しやすい絶縁物(特に化学繊維やプラスチック製は帯電しやすい)はできるだ 

け避け、導電性のものを使用する。一例としては静電作業衣、空気イオン化ブロアなどがあげられ

る。 

また、半導体デバイスの取り扱いにおいては静電気対策を施した材料か、導電性の容器(例え 

ば静電気シールドバッグ、導電性マットなど)に入れて保管あるいは移動するなどの心がけが必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅴ-7 作業時の静電気対策 
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4.2 作業時の静電気対策 

 (1)  設備、施設 

    静電気の蓄積が起こらないように、測定や試験の機器類、コンベア、作業台、フロアマット、工具、

はんだ槽、はんだごてはしっかりアースすることが必要である。作業台は導電性マット(1011Ω以 

下)で覆い、床も導電性マットを敷いてそれぞれアースを取る。また、作業椅子についても導電性 

カバーを被せ床の導電性マットに金属チェーンなどでアースする(図Ⅴ-7)。 

 (2)  人体 

    作業者は、腕輪、足輪などを使って人体をアースする(図Ⅴ-8)。 

また、デバイスに素手で触らないように手袋を使用する。手袋や作業衣はナイロンなどのような帯 

電しやすい布地は避ける。靴、サンダルの抵抗は100kΩ～100MΩが良いとされているが、これ

は汚れ、磨耗、湿度などにより変化するので、1回／日程度腕輪も含めチェッカーで導通チェック

する。 

 (3)  作業方法 

はんだごては、半導体用のはんだごて(12V～24Vの低電圧)を用い、こて先はアースする(図Ⅴ

-9)。デバイスの取り付けに際しては、同一デバイスの取り扱い回数及び取り扱い時間をできるだ 

け尐なくすることが望ましく、すばやく作業するのが破壊防止のコツといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 実装後の静電気対策 

デバイスをプリント基板などに実装した後でもやはり静電気に対する注意が必要である。 

(1)  保管 

プリント基板(デバイスを実装したもの)を保管(あるいは運搬)する時は、導電袋、導電性プラスチ

ック容器、導電性ラックなどに収納する。静電気を帯びやすいプラスチック箱、ビニール袋、ポリ容 

器などに入れることは避ける。複数個のプリント基板を梱包する際は、プリント基板が相互に接触し 

ないように、また、箱の中で遊びのないように詰め物をする。プリント基板のコネクタは、アルミホイ

ルや基板短絡バーなどで短絡しておくとよい。 

埃よけにシートをかぶせるだけの場合でも導電性シートまたは木綿製シートを使用する (図Ⅴ

-10)。 

(2)  人体アース 

     デバイスを実装した後のプリント基板の試験、検査、組み込みなどで、これを取り扱う作業者は、 

デバイス単体の取り扱いの場合と同じく人体をアースする。 

 

 

図Ⅴ-8 人体アース 図Ⅴ-9 はんだごてのアース 
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  (3)  取り扱い 

プリント基板の取り扱いは素手で行わず手袋をはめて行うようにする。また、コネクタに着脱する 

際は必ず電源を切断してから行う。これは、デバイスに異常な電圧が印加された場合にデバイスの

破壊につながるためである。 

 

 

5. 表面実装形デバイス(SMD)実装時の注意事項 

SMDの基板実装方法としては、赤外線リフロー、エアーリフロー、あるいはベーパフェイズリフローな 

ど、パッケージ全体が加熱されるはんだ付け法が多く用いられている。従来の挿入実装形デバイスでは、 

外部リード端子のみの加熱であったのに対し、表面実装ではSMDのパッケージ全体が急激に高温

(210℃～260℃)にさらされてしまうので、信頼性上の問題としてモールド樹脂のクラック発生や耐湿性

劣化の問題を考慮しておく必要がある。また、SMDは高密度実装のために外部リードの端子が短く、間 

隔も狭く端子数も多いことから、SMDの取り扱いには十分注意する必要がある。ここでは、SMD実装時

における製品の取り扱い全般的な注意事項について述べる。 

 

 

 

 

 

図Ⅴ-10 プリント基板の静電気保護例 
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(1)  外部リード端子の変形 

外部リードの端子に曲がりや浮きがあると基板とのはんだ接続が得られず、実装不良となる場合 

がある。特に外部リード平坦性については、実装時に端子を浮かしたりすることがないよう十分注意 

するとともに、基板位置合わせ精度も考慮して視覚認識機能付き自動搭載装置の採用が望まれる

(図Ⅴ-11)。 

また、SMDの実装時には外部リード端子のみを厳しく管理しても基板側が十分管理されていな 

ければ、良好なはんだ接続は得られない。基板の反り、クリームはんだの膜厚や均一性などについ 

ても十分注意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)  テーピング品の取り扱い 

    テーピングされたSMDについて、トップテープをキャリアテープからはがす際に静電気が発生し、

SMDに帯電することがある。この帯電電圧はトップテープをはがす速度が速いほど高くなるので注

意が必要であるが、その目安としては、剥離速度が10mm／秒以下、剥離角度もテープ接着面に

対して165～180度程度とすること。 

(3)  実装時の注意 

通常の環境で長期保存された場合や湿度の高い環境で保管されたことによって、モールド樹脂

が吸湿した状態で赤外線リフローなどの全体加熱法ではんだ付けをすると、モールド樹脂にクラッ 

クが発生したりチップ界面での剥離が発生したりする場合があるので、次の点に注意し実装するこ

と。 

①はんだ付け時のピーク温度をできるだけ低く設定し、また、処理回数も尐なくする。 

②デバイスに対して急激な温度変化を与えないように予備加熱を実施する。 

当社が実施するIRリフロープロファイル例を下記に示す（図Ⅴ-12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅴ-11 外部リード端子の変形例 

温度 

110 +/- 30秒 

175 +/- 15℃ 

255 ℃以上 16秒以内 

220 ℃以上 60 秒以内 

1~4 ℃/sec 

時間 

ピーク 260 ℃ 

（パッケージ表面温度） 

図Ⅴ-12 IR リフロープロファイル例 
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③モールド樹脂が吸湿したデバイスは、実装前に脱湿処置(ベーキング)を施すこと。 

特に防湿包装の保管期限や、包装開封後の取り扱いには十分な注意が必要である。 

なお、ベーキングの条件としては通常125℃で20～24時間程度実施する。 

④プリント基板に一度実装されたデバイスを取り外し、再はんだ付けを実施する場合は、なるべく新 

規のデバイスを用いること。やむを得ず取り外したデバイスを再使用する場合には、外部リードの 

変形に注意するとともに、吸湿に敏感なデバイスは脱湿処置を実施後、再使用するよう注意が

必要である。 

⑤両面実装を実施する場合には、はんだ付け温度、時間に注意し、また、吸湿に敏感なデバイス 

に対しては1回目と2回目のはんだ付け期間においても吸湿管理が必要である。 

 (4)  その他の注意事項 

SMDなどのデバイスを基板に実装後樹脂コーティングする場合、コーティング樹脂によっては 

水分の吸収によるリーク電流の増加、及びコーティング樹脂の応力によるデバイス樹脂部の機械 

的ストレスの影響も考えられるため、コーティング材の選定と塗布後の信頼性は十分に確認する必

要がある。 

6. 洗浄 

デバイスをプリント基板にはんだ付けした後、フラックスなどを取り除くために溶剤を用いて洗浄を行う 

場合、デバイスのパッケージの捺印などが消えることがあるので、この溶剤の選択には十分な考慮が必 

要である。 

①溶剤 

引火性、毒性及び腐敗性がなく、洗浄効果の高い溶剤を使用する。なお、従来フロン系溶剤は 

優れた溶剤として電子部品の洗浄に幅広く用いられていたが、フロンやハロンがオゾン層破壊

の一因であると指摘されて以来、世界的規模で削減が推進されている。従って、第1種特定フロ 

ンとして規制されている溶剤は使用できないので注意が必要である。 

②捺印 

洗浄効果の高い溶剤ほど捺印に対しても剥離性が大きいので、溶剤が乾燥しないうちにできる 

だけ捺印面はこすらないようにする。また、レーザ捺印については捺印の凹み部分にフラックス 

などが残っていると、捺印表示が認識できないことがあるので注意すること。 

③超音波洗浄 

デバイスは、構成上あるいは寸法上からいって内部素子(特にボンディングワイヤ)の機械的共 

振点が数10kHzの近傍にあることが多く、ハーメチック形パッケージの場合共振が起こると致命 

的な破壊を受けることがある。従って、ハーメチック形は超音波洗浄を避けるべきである。プラス

チック形パッケージの場合も洗浄液に長時間浸すことは耐湿性に悪影響があるので、洗浄時間 

は必要最小限にとどめる(図Ⅴ-13)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図Ⅴ-13 超音波洗浄 
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④浸漬洗浄 

洗浄液中にデバイスを浸漬して洗浄する方法で、洗浄液の清浄度が高いことが必要である。 

⑤スプレー洗浄 

溶剤の高圧スプレーをデバイスに吹き付けて洗浄する方法で、部品と基板とのクリアランスが小 

さい場合など角度をつけてスプレーすると洗浄効果が向上する。 

⑥蒸気洗浄 

溶剤の蒸気によって洗浄する方法で、不純物を含まない溶剤で洗浄できるため、最終洗浄工程 

で用いられることが多い。 

通常これらの方法を組み合せて洗浄するのが一般的で、超音波洗浄～浸漬洗浄～蒸気洗浄と 

連続した洗浄装置が多く使用されている。 

 




