
Technical Article 洗浄機構の見直し

既存洗浄方式の限界 難関洗浄への挑戦



はんだによる接合は無洗浄はんだが一般的となり、製品

母体に占める洗浄需要は年々減少傾向にあるが、信頼性が

要求される分野において洗浄は不可欠である。多方面での

技術的革新がなされる昨今で、エレクトロニクス洗浄は新た

な段階に進んでおり、「難化」している。

はじめに～洗浄需要の動向変化～1
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低スタンドオフの洗浄需要の

背景とポイント

低スタンドオフ製品の台頭は、搭載部品の「高密度化」「軽

量化」技術、各企業の「IoT」技術検討も拍車をかける形となっ

ている背景がある。

一般的に形状から無洗浄はんだを用いることは、接合強度

の観点から困難であり、使用用途として高精度の清浄度が要

求されることが多く、必然的に洗浄工程が必要となる。

当社によせられる低スタンドオフ洗浄の事案も非常に多く、

50μm以下の低スタンドオフ品の評価をゼストロングループで

行っている。現在までの検証結果からはっきりと明言できる

のは、噴流方式と溶剤を用いた溶解洗浄を基調とした汎用洗

浄機構では対応が難しいことである。

よりスタンドオフ高さが低くなり、形状も高密度化しているに

も関わらず、洗浄方式・洗浄液の検討はまだ追従できていな

いと判断している。洗浄検討を行う際のポイントとしては、洗

浄液の「ぬれ性・洗浄性」に加え、「液置換性」が重要ではな

いかと当社では考えている。

洗浄を難化させている要因としては大きく２つの理由が挙

げられる。１つは「マテリアル」である。

技術開発が進み高性能基材を作成することが可能となっ

たが、従来素材とは異なる成分が増えた結果、既存の洗浄

方式ではその挙動が変化してしまい、洗浄不良となるケース

が多い。

例としてはレアメタル合金のフラックス洗浄や変性エポキ

シ・フッ素樹脂の洗浄が挙げられる。

もう1つはワーク形状による構造の複雑化に伴う影響であ

る。昨今の半導体実装は「多層化」と「高密度化」に伴い低ス

タンドオフ化・狭ピッチ化の特性が強くなる傾向にある。当然

のことではあるが、狭い部分は洗浄液の浸潤も難しく、洗浄

にはかなりの知見が要求されることとなる。現在の実装技術

ではスタンドオフ高さ２０μmの実装を安定的に行うことが可

洗浄の難化

―製品の高性能化― （図１）
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図１

洗浄を難しくする要因

〇低スタンドオフの洗浄の流れ

⇒ ⇒

スタンドオフ内部へ洗浄液を浸潤させる コンタミ成分を溶解させ、置換する 平衡作用を利用して内部を置換する

溶解

置換

図２ 低スタンドオフの洗浄の流れ

〇液体の形状と濡れやすさ 〇平滑面の液体の流動性
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0°≦θ <90°の範囲は浸透性よい
濡れ性は接触角によって定義づけられる (ヤングの式で考える濡れ性との関係)

γｓ　＞　γLS　＋　γLCOSθ 液滴は濡れやすい状態

γｓ　＝　γLS　＋　γLCOSθ 液滴は半球形状態となる静止する傾向

γｓ　＜　γLS　＋　γLCOSθ 液体は球形になりやすくなる

接触角θ
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θ

γS：固体の表面張力

γLS：液体固体間の界面張力

γL：液体の表面張力

γLCOSθ：液体の表面張力（横方向に働く力）

図３

能であり、今後さらに低スタンドオフ化・狭ピッチ化の流れは加

速すると考えられる。

次項以降では、「低スタンドオフ」を例として、難化しつつあ

る洗浄に対しての実情とそれを解決する当社洗浄プロセスを

提案させていただく。



いにより影響が生じる為、部材とのマッチング性が洗浄液の

ぬれ性に大きく左右することとなる。

効果的なスタンドオフ内部への洗浄液浸潤は、洗浄液の

表面張力だけではなく総合的観点での検討が必要となる。

２．強力な洗浄性⇒単層形状ワーク洗浄より強い

コンタミ相溶性が必要

形状が簡易的で露出している表面を洗浄する際には、よ

ほどコンタミ成分との相溶性が悪くない限り洗浄は容易であ

る。これは表面の液置換性が十分に確保できるため、接触

できる相対的な液量が多くなるためである（図４）。

しかし低スタンドオフの場合は、一度に接触できる相対的

な洗浄液量は限定されてしまう。また溶解洗浄の場合、十

分な液置換性が確保できない状況下ではコンタミ成分が高

濃度化してしまい、洗浄性能は限定されてしまう。

低スタンドオフの洗浄では、単層形状ワーク洗浄時よりも、

より強力な洗浄力が要求されることになる。
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前項で述べた「ぬれ性・洗浄性」を当社製品が満足できて

5 ＭＰＣを用いた洗浄のメリット

低スタンドオフ洗浄の流れは図２の形となる。通常の洗浄

とおおむね同様であるが、比較的単純構造のワークを洗浄

する場合と大きな2つの相違点がある。

１．内部への洗浄液浸潤性⇒基材との適合性も重要

前項でも述べたように、先端実装技術においての低スタン

ドオフ高さは20μm程と非常に低くなっており、洗浄液を内部

へ浸潤させることは容易ではない。スタンドオフ内部への液

の浸潤は「ぬれ性」による影響が大きい。

一般的には狭ピッチ間洗浄には表面張力が小さい洗浄液

が適するとされている。これは接触角によってぬれ性が変化

する事象に基づいている。接触角の角度を小さくし、ぬれ性

を良好とするためには、ヤングの式からも洗浄液の表面張力

が小さいとぬれ性が良好となることが確認できる（図３）。

この観点は重要な項目ではあるが、実際には製品に使わ

れている部材によって大きく左右されてしまう。

これは使用されている部材が撥水性もしくは親水性なのか、

表面の平滑性はどの程度かによって接触面積や摩擦力の違

低スタンドオフの洗浄

ぬれ性・洗浄性の確保
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図４ 液置換の相違

〇液置換の相違

液置換性は有利 液置換性は不利
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一般的な汎用溶剤とＭＰＣ洗浄剤のメカニズムの違い

従来の洗浄方式
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コンタミ表面から 溶解したコンタミは 徐々に溶解し 徐々に溶解力が低下 溶解度に達した時点で
アタック 溶液中に拡散する 液中に均一化 コンタミは析出する
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通常時は２層分離状態 超音波・搖動・温度等の マイクロフェーズが エントロピー増加により 液中に分散状態となる
物理的因子により活性化 コンタミに作用 コンタミを取り込み剥離 相平衡作用が働く
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物
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コンタミは洗浄液中に 繰り返し作用する事で 物理的因子が無くなると 一部は洗浄液層に溶解
放出される コンタミは液中に分散 ２層分離状態となる 大部分は水層に凝集沈降
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図５ 一般的な汎用溶剤とMPC洗浄剤のメカニズムの違い

いるか、紹介させていただきたい。

当社の洗浄液は溶剤系・界面活性剤の製

品もあるが、強みは水系によるMPC洗浄であ

る。

図５のように当社のMPC洗浄液は印加物理

力（撹拌・加温など）による活性化（マイクロ

フェーズ化）状態となった後、剥離洗浄形式を

主とした剥離＋溶解のダブル方式の洗浄を行

なえる為、強力な洗浄性がある。

また溶解余剰となったコンタミは液中に分散



性が高いため、使用されない。また浸漬洗浄では十分な物理

力を得ることができない為、洗浄不足となることは明白である。

欧米をはじめ海外ではスプレー方式による洗浄が一般的で

あるが、日本での設備環境を考えた場合は有機溶剤に関す

る考えかた、法令の影響から日本では噴流方式での洗浄が

一般的に普及している。

噴流方式でも条件次第では洗浄可能とはなるが「よどみ

層」が生じる影響が大きく、洗浄結果にはバラつきが生じやす

くなってしまうリスクが非常に大きい。また形状がさらに複雑と

なった場合は、スタンドオフ部の周囲にある部材が堤防の役

割を果たしてしまうこととなり、スタンドオフ内部への流速は大

幅に低減することとなるので、十分な液置換性が得られなくな

る（図９）。

いっぽうでシャワー／スプレー洗浄方式では、低スタンドオ

フ洗浄時において有効に作用できていると考えられる。

仮に部材の阻害があったとしても閉鎖空間でない限りでは、

図10のように液置換が可能な状態を維持できていると考えら

れる。

当社の洗浄試験結果からは噴流方式とシャワー／スプレー

方式で比較した場合、ここで論じたような差が見られており、

シャワー／スプレー方式の優位性が確認されていて、構造が

複雑になるほど、洗浄度合いに顕著な差が生じている。低ス

タンドオフ洗浄を噴流方式で洗浄を行なう場合は、洗浄液の

性能頼みとなってしまい効果的な洗浄を行えなくなる可能性

が高い。上記で述べた手法は洗浄時だけでなくリンス時にも

応用展開できる。

水系洗浄は乾燥性の観点から不利とされているが、乾燥手

法の知見も得ており、低スタンドオフ品の「洗浄」「リンス」「乾

燥」の一連の工程を構築できている。

状態となり凝集するため、フィルタで除去が可能となり、溶解

限界による洗浄力不足に陥ることがない。この特性からスタン

ドオフ内部のコンタミ成分に対して有効にアプローチできる。洗

浄に使用する際の洗浄液の成分比は条件にもよるが8割以上

は水であり、フラックスをはじめとする油脂成分だけでなく、イ

オンなどの水溶性成分に対しても有効に作用できる（図６）。

図６のSP値（溶解パラメータ）からは多くの物質と相溶性が

確保されていることが確認でき、「相溶性が良い≒ぬれ性が良

い」とも判断できることから、セラミック・金属の素材を問わず、

ぬれ性に関して幅広い部材適合性が得られる。また水が主成

分である洗浄液でありながら、ぬれ性の１つの目安である「表

面張力」は図７に示すように、汎用溶剤とほぼ同程度となって

おり、洗浄液の浸潤に関して不利的な状況にはならないことが

確認できる。

当社のMPC洗浄液「VIGON」は、水で希釈し使用する「水が

主成分の洗浄剤」でありながら、独自の剥離＋溶解洗浄液機

構と種々の物質に対してのぬれ性も優れている。

このような特性を有するため、低スタンドオフ洗浄に関して

適合性が高いといえる。
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各液体の表面張力(20℃条件)

＊１　　15％濃度　25℃条件にて測定
＊２    25％濃度　25℃条件にて測定水 72.8

トルエン 28.5

VIGON N 600 27.1＊１

HYDRON　SE 220 26＊２

成分 表面張力（mN/m）
IPA 20.8
エタノール 22.6

各液体の表面張力(20℃条件)
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図７ 各液体の表面張力 (20℃条件 )

各洗浄方式の特性

特殊な装置を必要とせず容易 一定の物理力が得られる 一定の物理力が得られる 微細な部分まで洗浄効果が大きい
溶液からの引き出しの際に ワークに対しての影響が軽微である 物理力の調整が容易 出力調整により物理力の調整可能
再付着の懸念が大きい よどみが発生しやすく、細部までの 液置換性に優れる ワークに対してのアタックを考慮

洗浄が困難である 角度や形状の調整が不可欠 液温制御が必要となる

上層のフラックス層

大

懸念点

高速流量

再付着の懸念

洗浄方式

特性

物理的特性

印加物理力なし

印加物理力 小

浸漬 噴流 シャワー/スプレー 超音波

角度調整

流量調整が必要

ハンダボール

フラックス

よどみ層

部材に対してもアタック

図８ 各洗浄方式の特性

液の置換性を確保する上で重要なのが洗浄方式である。

図８にみられるように洗浄方式は大別すると4つの方式に分

類される。それぞれの特性があるが、低スタンドオフ洗浄を考

えた場合は主に「噴流方式」と「シャワー／スプレー方式」の2

種に絞りこまれる。低スタンドオフ製品は非常にデリケートな

ものが多く、超音波方式は部材・部品をいためてしまう可能

低スタンドオフの洗浄

洗浄方式の重要性
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新製品「HYDRON」シリーズ

MPC洗浄剤のVIGONと同等の洗浄力を有する。シャワー洗

浄方式を基本設計とするVIGONと比較し、噴流・超音波方式で

の使用を前提として開発。狭ピッチ対応を前提としており、噴

流方式でありながら低スタンドオフ洗浄への使用も可能である

洗浄液。
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エレクトロニクス洗浄において「噴流×溶剤」といった組み合

わせは、日本国内で最も普及している。

しかし今後の製品形態を考えた場合は、さらに構造が高性

能化・複雑化する傾向にあり、それに伴って洗浄の難易度は

さらに高くなることが予想される。これに加えて「マテリアル」分

野での技術もさらに躍進し新たな知見が必要となってくる。

今回例として挙げた「低スタンドオフ」は、既存の洗浄機構

だけでは解決が難しい事象の１つである。

エレクトロニクス洗浄に対する知見をいま一度見直す段階

に来ているのではないかと考える。

今後は新規製品の「HYDRON＊」も含めた形で各洗浄液を

適切に選択し、洗浄方式の特性を最大限にいかし、以後も増

加するであろう、高難度洗浄に取り組んでいく。

当社ではさらに検証を行い、技術力を高めていき、新分野

洗浄の先駆けとして邁進していきたいと考える。

様々な難洗浄がある中で、用途・デバイスにあった解決策

を提供させていただきたい。

洗浄の展望7

〇噴流方式の洗浄
形状が複雑化した場合

構造物の障害により流速はバラつきあり 構造物が複雑化した場合は、さらに洗浄が困難となる
洗浄液性能でカバーが可能 内部の液置換性が悪化しやすい

高速流量 高速流量

よどみ層

よどみ層

図９

〇シャワー方式の洗浄
形状が複雑化した場合

一部はミスト化

物理的な押し出しが起こり 構造物が複雑化した場合も、構造物の隙間から液を
液の置換性に優れる 流入させる事が可能。流量ロスを非常に少なくできる

高速流量

図10
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