
Technical Article 洗浄効果の立証は
できていますか？

〜清浄度評価の課題〜



フラックス残渣成分の多様化
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来年より、日本においても本格的な５G導入が予定されて

おり、高精度化電子デバイスの需要は高まる事が予想される。

５G対応の電子デバイスは、自動運転技術やIoT制御などの

最新技術をよりいっそう向上させることが期待されるが（図１）、

用途によっては人命やインフラにも関わるため、合わせてよ

り高い「信頼性」が要求されることとなり、部品の清浄度を得

る手法として、無洗浄化を推進してきた日本であっても洗浄

への見直し機運は高まりつつある。しかし、技術記事「次世代

洗浄の新たな課題」で記載させていただいたように、現代に

おける電子部品洗浄はより難化しており、無洗浄はんだペー

ストをはじめとする進化をとげる様々な材料に対応する洗浄

力と、高密度化し、狭ギャップ（図２）やパッケージ部品下の微

小空間（スタンドオフ）（図３）が多数存在する製品への有効な

洗浄方式の検討が急務となっている。

より高精度な電子デバイスが多数登場する中で、洗浄性と

同時に問題となっているのは、「清浄度」の評価方法である。

既存の主流評価方法としては、信頼性評価をパスした後、実

際の製造工程ではAOIによる外観検査を行うことで、製品不

良の可否を判断している。しかし、製品検査後において不良

が生じてしまう事例が増加している現状がある。本稿では、こ

のような事例の発生要因と、外観検査以外の有効な分析手

法に関して論じさせていただく。

洗浄技術と同様に

洗浄後評価が問われる時代に

技術記事「次世代洗浄の新たな課題」にて既報となってい

るが、改めて確認させていただきたい。現行のはんだペース

トは非常に多種多様化しており、フラックス洗浄においてオー

ルマイティーな洗浄液を選定するのは、ほぼ不可能に等しい。

理由としては、図４のようにフラックス洗浄は、実質的に「複合

物質残渣洗浄」へと変化しているからである。はんだの性能

向上を目的とし、ひと昔前では考えられなかった様々なチキ

ソ剤・ワックスが開発され、熱サイクル耐性やはんだぬれ性

改善のため、Sb・Ni・Biなどのレアメタル金属も添加されてい

る。そして、ソルダリング時の熱変性によって形態は変化し、

有機物は酸化状態となり、金属塩が発生する。また金属塩・

活性剤の一部はイオン化することとなる。このことから、ロジ

ンを対象とし、単純に脂溶性が高い洗浄液をあてがうだけで

は、十分な洗浄性を得ることは難しいのである。

日本において、フラックス洗浄は有機溶剤を主体とした洗

浄であり、環境配慮や法令順守の観点から水系洗浄液も使

用されているが、多くは脂溶性を意識した「溶解洗浄」である。

有機溶剤を主体とした水との混合型洗浄液は、水を添加する

事でイオンのような水溶性物質を取り込めたり、引火点を実

質的になくすことが可能となる。しかし、濃度バランスの維持

には高度な技術が必要であり、場合によっては引火性を有す

るなど、安全面においても懸念が生じてしまう。
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図１ 5G・IoT分野に求められる技術

図２ 狭ギャップの事例 図３ 低スタンドオフの事例
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図４

様に、炭化水素は優れた脂溶性があり、蒸留再生も容易なの

でコスト的なメリットも大きく、こちらも幅広く使用されている。近

年は環境・労働環境法令が厳格化され、危険物使用量の削減、

VOC削減等の活動を大手企業が中心となり取り組んでいるが、

今後も主力洗浄方法の１つとして運用が見込まれている。

図５に示すようにハロゲン系洗浄液におけるフラックス洗浄

を考えた場合、強力な脂溶性が有効に寄与し、効果的にフラッ

クス（ロジン等の溶解成分）を洗浄できる。仮に洗浄液中にフ

ラックスが大量に溶解した場合でも、蒸留再生による洗浄液の

精製、非常に清浄度の高い蒸気リンスによる仕上げが可能な

ので、安定化した洗浄性を確保できるのである。（図６、図７）。

溶解型洗浄液の特性を考えた場合、相溶性がない物質に

対しては、原則洗浄効果が得られないため、いかにして複合

物質となっている残渣に対して、洗浄性を確保していくか考え

なくてはならない。効果的な洗浄性を得るためには、使用して

いるはんだペーストの特性を見極めたうえで、適切な洗浄液

を選定する必要性がある。

本項では、外観検査をパスしながら、洗浄が要因で不良と

なってしまった事例を挙げさせていただく。

フッ素・塩素・臭素を始めとするハロゲン系洗浄液は、非常

に高い脂溶性と、速乾性を有しており、フラックス洗浄分野だ

けでなく、工業界全体においても広く使用されている。また同
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○ソルダリング前後の成分変化と洗浄対象

ソルダリング前の状態 ソルダリング後の状態

熱変化により変性

イオン

複合有機物

難溶性金属塩

活性剤
活性剤
金属塩

溶剤

その他 その他
チキソ剤/ワックス等 チキソ剤/ワックス等

レジン・ロジン レジン・ロジン

フラックスを主体に考えた場合 ＊溶解による除去が主体

洗浄槽 リンス槽 蒸気リンス

脂溶性に優れる洗浄液は 大半のフラックスは洗浄槽で除去 さらに蒸気リンスを行うことで
十分にフラックスを溶解させる リンス槽では、わずかとなっている 表面に残留したフラックスが

溶解され除去される

フラックス

溶解 溶解

液体化

洗浄液の気体

基板

図５ 一般的なハロゲン系洗浄液向けの洗浄機
⇒コ・ソルベント洗浄にも転用可能

図６ 一般的な炭化水素向けの洗浄機

図７



となってしまう。無洗浄ペースト

を洗浄しようとした場合は、より

不溶性成分が多くなるので洗浄

はいっそうセンシティブになる。

不溶性成分は溶解ができな

いこととなるので、除去には物

理力が要となる。しかし浸漬・噴

流といった洗浄方式では十分な

物理力が得られず、超音波方

式では表面の付着物に対して

効果が期待できるが、製品引き

上げ時に再付着の懸念がある

ことに加え、水晶振動子や電解

コンデンサを搭載した製品には、

部材保護の観点から使用が敬

遠されてしまう。清浄度に優れ

る蒸気リンスであっても不溶成

分が大量に付着した場合は、大

きな物理力が得られないため、

置換効果は限定的となる。この

ような一連の流れから、最終的

に不溶成分は残留してしまうこ

ととなる。原理的に炭化水素洗

浄機においても、不溶性成分の

濃縮は同様に起こりえる。実際

このような不溶性成分の対策と

して、洗浄液の交換頻度を高め

ることで、洗浄性を確保する方

法が挙げられるが、管理が複雑

となってしまうことや、定量的な

管理が難しく、結果的に洗浄液

を大量入れ替え、蒸留再生する

こととなりコスト高となってしまい、

安定的な運用は難しくなってし

まう。

図８

だが、前項でも述べたように、現在のフラックス洗浄は不溶

成分のケアも行わなくてはならない状況にある。洗浄タイプの

はんだペーストは仮に不溶性物質が含まれていた場合であっ

ても、分散性などが考慮されており、洗浄性に与える影響をで

きる限り少なくしている。しかし、図８(A)に示すように新液であ

る状態では不溶性成分の残留の危険性は少ないが、洗浄液

を使い込み図８(B)の状態となった場合、不溶性成分が濃縮さ

れ、フラックスの洗浄は可能でも、不溶性成分の除去は困難

脂溶性が高い有機溶剤の洗浄の場合、不溶残留物として最

も懸案が高いのはイオン性化合物である。イオンは非常に水

に溶解しやすいが、有機溶剤への溶解性は反面限定的となっ

てしまうため、洗浄効果は乏しい。仮にイオンが残留してしま

うと絶縁不良等の可能性が高まる（図９）。これに加えて図10

のように、接合面にイオン濃縮によるシミが発生し、ワイヤボ

ンディング性やモールド性を阻害してしまう事例もある。仮に

イオン成分が付着していたとしても可視化できず、表面高さの
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A)　不溶性成分を主体と考えた場合（洗浄液が新しい場合） ＊物理力による除去が主体

洗浄槽 リンス槽 蒸気リンス

装置循環機構や揺動により 装置循環機構や揺動により 洗浄液に取り込まれ
分散可能 分散可能。相対量が減少 自由落下により除去

B)　不溶性成分を主体と考えた場合（洗浄液を継続使用した場合） ＊物理力による除去が主体

洗浄槽 リンス槽 蒸気リンス

不溶性成分の濃度が高まり、 洗浄槽と比較し汚染は少ないが 洗浄液の取り込み量を上回る
ほとんど除去はできない状態 再付着の危険性が高い 残渣量となり、除去困難となる
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分散 分散
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分散 分散

洗浄液の気体
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不溶物質
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×
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基板表面 基板表面
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電極 電極
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密着不良 内部導通
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図９図10 イオン濃縮が原因で

シミが発生した金属パット部分



複合化した成分の切り分けと

分析手法

C-H伸縮

イソプロピルアルコール（IPA）

O-H伸縮

C-H伸縮

C-O伸縮

複合化している残渣除去に関して、弊社では図11のような分

析手法を用いて解析し、洗浄効果を立証している。これらの化

学分析の結果が決め手となり、洗浄性評価が正しく行えている

違いもほとんど見られないので、外観検査機による検知は困

難を極める。透明化してしまい、外観だけでは判断しにくい物

質としては、添加剤として使用されているワックスも一例として

挙げられる。見えない残渣との戦いを有利にしていく為には、

いかにして洗浄対象物を見極めるかがポイントとなる。この見

極めには適切な分析手法の選択が欠かせないのである。

図12 IPAのFT-IRスペクトル（ATR法）

図11

事例が、多く存在する。量産品全てを細かくチェックすることに

は不向きであるが、試験段階での評価には最適な手法と言え

る。今回はフラックス洗浄において、有効度の高いFT-IRの技

術に関して記載させていただく。

FT-IR（フーリエ変換赤外分光光度計）は、測定対象物に赤

外光を照射し、透過または反射した光量を測定することで、対

象となる物質を特定することができる分析手法である。赤外光

は、有機物の分子結合の振動・回転運動のエネルギーとして

吸収される性質を有しているので、分子構造の情報をスペクト

ルから得ることができる。有機物質はそれぞれ異なった分子構

造を有しており、得られるスペクトルも物質それぞれで固有な

ため、残留物質を特定することが可能となる。前項で述べたよ

うな透明化した残渣成分であっても、有機物であればFT-IRに
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残留懸念がある物質と分析手法

イオンクロマトグラフィー SEM-EDX

FT-IR

有機物残渣ポリマー

イオン 金属塩

フラックス チキソ剤

よる検出は可能となる。フラックスの成

分はアビチエン酸構造を基本骨格とし

たカルボン酸誘導体や、アミド・アミン化

合物等も使用されているので、フラック

ス特有のスペクトルを得て、評価するこ

とは容易である。図12にIPAのスペクト

ル例、図13（次頁）にフラックスのスペク

トル例を示す。電子デバイスの分析に

おいては、直接サンプルの微細部を測

定できるため、顕微鏡タイプのFT-IRの

有効性が非常に高い。測定方法は反射

法とATR法を用いることができ、それぞ

れに利点がある（図14、図15（次頁））。



図13
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C-H伸縮

C-H伸縮

洗浄前の基板表面

⇒微量だが残渣があると判断できる

（フラックス残渣が目視では確認できない部分）

フラックス

図14 当社で採用している、ドイツBRUKER社製の顕微FT-IR『LUMOS』。最小5μmの極小部分も測定可能
（写真御提供：ブルカージャパン（株）様）

ATR法 反射法

反射光を測定

プリズム

残渣 残渣

基板 基板

赤外光がプリズム内で全反射する際に生じる、 FT-IRのベーシックな測定方法。感度はATRに劣るが、
光のもぐり込みを利用した測定法で、感度の高い測定が可能。 電極間の狭い部分でも測定が可能となる。
プリズム径の大きさによって測定箇所に制限が生じる。

図15
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図16は検出が想定される物質と要因をまとめたものである。

フラックスをはじめとするはんだペースト由来の物質を検出す

るだけでなく、洗浄液・搭載部品の材質など、有機物であれば

他の物質の検出も可能となり、残渣がどのような組成となって

いるかが判断できるのである。フラックスのピークを照合し、洗

浄可否を判断することが主目的となるが、要因となるそれぞれ

の物質のスペクトルデータが得られていれば比較照合し、洗浄

不良となっている原因を的確に掴むことも可能なのである。洗

浄不良の要因を的確に判断できることは、洗浄工程を構築す

る際に、非常に重要な要素となる。

度位置づけが低く、コスト高や工数アップの印象が強く、できる

だけ洗浄を避けることを優先してきた歴史があるが、技術革新

に合わせ、製品用途にあった適切な洗浄手法と、化学分析を

通じた工程の信頼性確保が、未来の高信頼性電子デバイスに

は求められている。洗浄液メーカーだけではなく、関連する企

業一丸となっての取り組みが必要となっているのではないだろ

うか。

コストや工数アップの懸念がある中で、洗浄が必須となり、い

かにして洗浄に付加価値を持つ事ができるかが今後は重要と

なる。フラックスの洗浄性に加え、表面仕上がり性も厳しく問わ

れている高信頼性電子デバイスに対して、当社洗浄液の

『VIGON PE 180』は、剥離洗浄による残渣洗浄だけではなく、

酸化物の除去、再酸化防止機構を付与した、一石三鳥とも言

える機能を有している。酸化物を除去し、再酸化を防げる表面

仕上がり性を付与できることは、接合や封止の信頼性をより高

めることができる。洗浄はコスト高になるという考えから、洗浄

メリットを大きくすることはできないか。当社では日々新規製品

の開発に取り組ませていただいている（図17）。なお、不溶性残

渣の洗浄技術の詳細に関しては、技術記事「次世代洗浄の新

たな課題」を参照いただきたい。

日本における電子デバイス製造は岐路に立っている。今まで

問題ではなかった無洗浄技術ではあるが、残渣がアクティブ化

する可能性がある状態で封止することは、絶対的な信頼性が

必要とされる分野において受け入れにくいと判断されてきてい

る。実際に長期信頼性試験において、樹脂封止内部での導通

事例も報告されている。だが、信頼性確保のために洗浄をス

タートする場合、洗浄技術の蓄積がない中では、適切な洗浄検

討も難しい状態となってしまうのである。日本では洗浄の優先

１．剥離方式によるフラックス洗浄 ２．酸化膜の除去

水に溶ける物質

水に溶けない物質
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図16

図17

今後の展望・洗浄の付加価値

https://jp.zestron.com/technical-article1812/


●お問い合わせ先

ゼストロンジャパン株式会社
〒253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮4-17-16  
TEL..0467-53-8658 FAX.0467-53-9515

Email. infojapan@zestron.com
http://www.ZESTRON.com


