
Technical Article はんだ洗浄の今を探る

〜はんだの進化と洗浄〜



はんだの歴史は古く、紀元前3000年頃の青銅器時代から

使用されており、現行のPb入りはんだとほぼ同じ組成であっ

た（Sn：60% Pb：40% 前後のものを使用していた。現行はSn：

63% Pb：37%が主流）。低融点で溶解し、ぬれ性も良く、非常に

扱いやすかったことから急速に波及し、金属製品の接合目的

で使用されていた。現代では電子部品の接合に欠かせない

存在となっている。しかし、はんだはPbを使用していることか

ら環境問題が取り正される事態となり、欧州を先駆けに法整

備され取り扱いが制限されることとなった。その背景で開発さ

れたのが「Pbフリーはんだ」である（基礎組成はSn：Ag：Cu =

96.5：3.0：0.5）。そしてさらに改良が施され、洗浄を必要としな

い「無洗浄はんだ」が台頭し、日本で製造される多くの民生向

けデバイスは無洗浄化を果たしているケースが多い。しかし

ながら、洗浄フリーをも成し遂げた「はんだ」が、分野によって

は洗浄しなくてはならないといった、奇怪な事体が起こってい

る。これに加えて技術資料『洗浄機構の見直し』で紹介させて

いただいたような製品構造の複雑化による影響も伴い、洗浄

はより一層困難となっている。無洗浄はんだを使用した製品

を洗浄するという矛盾がなぜ生じているのかを論じさせてい

ただく。

文明発展の立役者「はんだ」の軌跡

周知の事実となっているが、そもそもなぜはんだ付けを行

なった後、製品の洗浄が必要とされていたのかを確認させて

いただく。一般的に使用されているはんだである「ソルダー

ペースト」を例に考えてみると、金属成分以外の多くの物質が

混入されており、下記の物質が残存してしまうと導通不良が

起こってしまったり、マイグレーションなどの発生により短絡が

生じたり、最悪の場合は搭載部品を腐食してしまうなどペー

ストの付帯・接合時に良性に寄与していた物質が悪影響を引

き起こしてしまうのである。その原因となるのはフラックス・添

加剤起因のイオン性物質が中心である。これらを抑制するた

めに、はんだ付後の洗浄は一般的に必須事項とされていた

のである（図１、図２）。

しかし、ソルダーペーストはペーストの塗布安定性、リフ

ロー制御技術と合わせ目覚ましく進展を遂げ、技術開発がな

された結果、フラックス洗浄は著しく減少していった背景があ

る。これには多量に必要だった添加剤も新たな物質の台頭に

より添加量の減少に繋がっている点や、ハロゲンフリー化が

可能となったことが大きな理由である（図３）。

欧州をはじめとする諸外国は洗浄をすることが一般的に行

われている。いっぽうで、日本は多くのメーカーが無洗浄タイ
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難溶性物質の台頭3

図２ フラックス残渣とマイグレーションの例

図１ ソルダペーストに含有される洗浄対象
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洗浄が必須とされていたのは

なぜか？

必要最低限の副資材を使用する事、
塗付技術の向上により、
残留しても問題のない状態となった

無洗浄化への改良点

フラックスの低減・飛散抑制
ハロゲン物質の低減
はんだ粒径の微細化

ペースト塗布技術の向上
製品設計の見直し

リフロー制御技術の向上

図３ 無洗浄化への改良点
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本章では、無洗浄はんだを洗浄することはなぜ難しいのか

を含有成分から考察していく。無洗浄はんだに使用されるフ

ラックスは基本的に脂肪酸系の有機物となるので、適切な有

機溶剤や界面活性剤をはじめとする水系洗浄剤で除去するこ

とが可能である。しかし、洗浄する上で大きな障壁が立ちはだ

かる。

1つは金属塩などの溶解洗浄が困難な成分の残留である。

下記に一般的なPbフリーはんだに使用されているSn・Ag・Cuと

代表するその一般的な金属塩を記載させていただく。多くの有

機溶剤は極性の大きい溶剤（NMPなど）でないとイオンや塩化

合物を始めとする水溶性残渣の除去は困難であると同時に、

その溶解度は限られたものとなる。また仮に水をベースとする

洗浄剤を使用したとしても条件によって残渣は生成してしまい、

溶解洗浄をする上での大きな課題となる（図６）。実際の金属

残渣は多岐の形状を持ちうることが考えられ、図７以外の無機

塩だけに限らず、金属原子を含有した「有機金属化合物」と

はんだは前項のような様々な技術が確立され、性能は日々

向上している。しかし、はんだには過酷ともいえるスペックが

要求されているのが現状であり、市場の要求はより厳しくなっ

ている。

洗浄対応はんだでは洗浄剤に対して残渣成分が溶解・分

散できる事が前提条件となってくるので、使用できる材料は

限られており設計は制限される。いっぽうで無洗浄はんだは

図４ Pbフリーはんだの組成例（上） 金属添加の効果（下）
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プのソルダペーストへの切り替えを実現し、日本での無洗浄

化の割合は9割ともいわれている。洗浄工程をなくすことは製

造コストの観点からも多大なメリットがあるため、多くのペース

トメーカーは無洗浄はんだを主軸に製品の開発を行っている。
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その制約がないため、より多くの選択肢が持てることとなる。

市場から要求される高機能性を得るために、3章で述べた金

属組成も含め、様々な手法を用いて多くの優れたソルダペー

ストは開発されてきた。はんだ接合の分野においてはマウン

ターやリフローなどのハード面が進展したことも、無洗浄化の

発展を大きく補助している。

しかし、近年はEVを始めとする車載関係、燃料電池などの

新世代電源、高感度センサの制御基板など、信頼性確立のた

めに残渣フリーが求められる分野が多く誕生している。また航

空・軍事関係の製品群は信頼性確保のために、洗浄工程が

必須化されている現状がある。このような分野においては、こ

れまで開発されてきた高性能な無洗浄はんだを使用していな

がらも信頼性確保の観点から更に洗浄を求めるという、相反

する動きが見られる（図５）。

加えて近年は製品の多層化・薄層化・搭載部品の微細化も

著しく進んでおり、 『洗浄機構の見直し』で記載させていただい

たように洗浄は非常に厳しくなっている。

図５

はんだの金属組成3

図４に一般的なPbフリーはんだの金属組成を示す。共晶は

んだ（Sn-Pb）と比較してPbフリーはんだは機械強度・ぬれ

性・融点温度などに劣る部分があり、価格もベース金属にAg

を使用していることから高価となる傾向にある。そこでPbフ

リーはんだには多くの改良がなされて現在に至っている。近

年ではレアメタル系金属を添加する事で、飛躍的に接合強度

や熱耐性などが改善され、信頼性が向上している。また高く

なりがちな溶融温度も低下できる技術が見出されており、今

後も発展を遂げていくと考えられる。新たな金属組成による

性能の向上は、添加剤をはじめとする、多くの副資材量の抑

制に寄与しており、無洗浄はんだの技術を支えている。

無洗浄はんだの洗浄需要は

なぜ生じるのか？
4

5
「無洗浄はんだ」の

洗浄が難しいのはなぜか？

図６ 金属塩残渣の例
水に対する溶解性
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図７ 水に対する溶解性
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になっており単純にフラックスを溶解するだけでは不完全と

なってしまうのである。

なって存在している（図８）。代表的なものの一例としては金属

原子を基軸としたエステル化合物があげられる。また近年では

Sn・Ag・Cu以外の金属も併用されることが多く見受けられ、イ

ンジウム・ゲルマニウムといった金属含有はんだは洗浄が困

難となる傾向にあることが確認されている。

2つ目として挙げられるのは添加される「チキソ剤」「ポリマ」

の変化である。ソルダペーストの印刷性能を大きく左右するチ

キソ剤は、印刷ダレの防止、ペースト印刷後の粘度を回復、メ

タルマスクとの摩擦を低減する。またポリマもフラックス弾性を

調整するなどの役割を担っており、ペーストの安定性に大きく

寄与している。組成変化の背景としては「リフロー温度の高温

化」が挙げられる。高温下でペースト安定性を得るためにはそ

れに見合った「チキソ剤」「ポリマ」が求められる。それに伴い、

添加されるチキソ剤の軟化点は高温化する傾向にあり、一般

的に行われている常温～弱加温領域での洗浄プロセスでは

軟化させることが難しい。またポリマも同様に分子量が数万単

位のポリマが汎用的に使用され、場合によっては十万を超え

るものもあり、有機溶剤での溶解性はより低下してしまうことと

なる。

以上のような理由から無洗浄はんだを洗浄することは、汎用

の洗浄プロセスでは大変困難であることが容易に想像できる。

エレクトロニクス分野におけるはんだ接合後の洗浄は、「フラッ

クス」に重きを置いてきた経緯があるが、洗浄対象は複合的
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無洗浄はんだを洗浄するということを当社として推奨すると

いうわけではないが、洗浄を必要としている場合、当社はその

ソリューションをもち合わせている。図９のように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ため、強力な洗浄性が確保で

きる。この特性から脂溶性成分や難溶性物質に対して有効に

アプローチできる。

また洗浄に使用する際の洗浄液の成分比はおおむね8割

以上は水であることから、イオンなどの水溶性成分に対しても

有効に作用でき、搭載部材を痛める可能性は低いので、部材

適合性は非常に高いと言える（図10）。

2章で述べた洗浄対象物にMPC®洗浄剤を照らし合わせると

図11のようにまとまり、洗浄剤の性質が各ペースト成分に有

効にアタックできる事がおわかりいただけると思う。前項でも

提示させていただいたが、難溶な成分が増えつつある中、「溶

解」という洗浄方法のみで洗浄性を確保することは不完全と

言わざるを得なく、当社のような洗浄技術を検証する価値が

あるのではないかと考える。

またMPC®洗浄剤はスプレー・超音波・噴流といった各洗浄

方式に対応しており、製品形状に合わせた適切な手法を用い

ることが可能である。難解な洗浄であっても当社のMPC®洗浄

剤は優れた洗浄性を発揮できる（図12）。

図８ 有機金属化合物の一例
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無洗浄はんだへの対応力

（ＭＰＣ洗浄剤）



洗浄方式による特性
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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が大きい
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
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ゼストロンでは洗浄液を採用していただいた後もサポートを

充実し、常に適切な洗浄プロセスをお客様に御提案させてい

ただくことが当社基本ポリシーである。ゼストロングループは世

界各国にテクニカルセンターを8拠点有しており、円滑なグロー

バル対応ができるようサポート体制に万全をきしているのは、

製品の洗浄が始まった瞬間が、お客様と手を携える本当のス

タートラインであると考えているためである。当社製品の御採

用が数多くなり、また評価検討の御依頼が増えつつあることは

身に余る光栄である。しっかりとしたサービスの充実、さらなる

洗浄技術の開拓に望ませていただくべく、ゼストロン日本拠点

は、人員・設備を増強して取り組んでいく所存である。
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今後もエレクトロニクス分野はさらなる発展を遂げると同時

に、「はんだ」もさらなる進化を遂げ、現在課題となっている無

洗浄はんだの残渣制御もより技術革新が進むと考えられるが、

新たな課題は次々に生じるであろうと予測される。エレクトロ

ニクス製品は予測もできない程の進化を遂げているのに対し、

洗浄プロセスはまだその事象に呼応できてない部分があるの

ではないかと考える。従来の概念に基づいた認識や、単に有

機溶剤・水系という枠組みだけで判断するのではなく、適切な

洗浄剤メーカーとしての展望7

○MPCの残渣除去の機構

水に溶ける物質

水に溶けない物質金属塩
イオン

フラックス ポリマー チキソ剤

洗浄液を高温域まで
加温できるので
軟化させる事が可能

図12 洗浄方式による特性
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炭化水素系

エステル類
アルコール系

グリコール

エーテル系

ニトロ化合物

ケトン類
水

としての性質
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ロジン（主にアビチエン酸・ピマール酸誘導体）

活性剤（カルボン酸・アミン等）

水

有機溶媒・界面活性剤作用
dH
（水素結合）

図10

図11 MPCの残渣除去の機構

プロセスとその仕様にあった洗浄液を選択すること

が、難度の高い洗浄を解決に導くカギとなるので

はないかと考える。水系洗浄剤といえども、幅も広

く、技術も奥深いため、我々は洗浄液メーカーとし

て様々な課題に応えられるよう取り組みを怠って

はならない。その一環として、テクニカルセンターを

活用しながら多様な業界の方々に協力していただ

き、金属塩残渣に関してより詳細な洗浄検討を実

施した。
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