はんだ＆フラックス飛び散り防止
やに入りはんだ『Shell-RC』
（株）小島半田製造所 / 小島

1. はじめに

昌夫

2. 本製品の製造工程

近年、実装基板の軽薄短小化が進み、
はんだ付けの主役も、

本製品の製造工程を図 1に示す。本製品は V 溝加工を施

やに入り糸はんだからソルダペーストへと移り変わってきた。

している。この加工を施す際にはんだ線は、カッターの圧力

やに入り糸はんだの使用量も年々少なくなってきているが、し

によって若干潰れ、楕円となる。次に、前工程で生じた歪みを

かし決してなくなることはなく、耐熱性の弱い部品の後付けや

正円に戻すため、そして、製品が含有するフラックスが吸湿し

実装後の修正など、いまだに多くのはんだ付けの現場で使用

てしまうことを防ぐために、この溝を閉じ、防湿剤でコーティン

されている。

グする。コーティングの厚さは約 10μm である。

このやに入り糸はんだであるが、電子部品のはんだ付けに

なお過去に、飛散対策品として V 溝を閉じた製品があった

使用されるようになった数十年前から、
「飛び散り」という一つ

が、溝を閉じたわずかな隙間から湿気が浸入してしまい、生産

の大きな問題があった。

後から6 か月ほどで、
フラックスの性能が劣化した。

従来はこの問題をフラックスで解決しようと試行錯誤してき

本製品ではそのような劣化がない加工を行っている。

たが、しかしフラックスで解決するには活性剤や添加剤などに
制限があり、作業性が劣るという弊害があった。
当社ではやに入り糸はんだに「特殊な加工」を施すことで、
本来の作業性を維持しつつ「飛び散り」の問題を解決すること

3. 一般的なやに入り糸はんだの
飛散発生メカニズム
ここで改めて、糸はんだが飛散するしくみを改めてご紹介す

ができた。
それが新商品の『Shell-RC』
であり、
この加工の際にやに入

る。まず、糸はんだにはんだこてをあてると、はんだ合金が溶

り糸はんだをコーティングすることで、はんだ表面の酸化量の

融する前に、はんだ中のフラックスが軟化する（図 2 左）。軟

増加を抑制することができ、製造直後の安定した状態を保つ

化しはじめたフラックスは、気泡やガスを発生させる。この気

ことができる。

泡やガスは、密閉された状態で、圧力が高くなる
（図 2 中）。そ

本稿ではこの製品『Shell-RC』の特徴をご紹介する。

ヤニ入り糸はんだ

V 溝加工

してはんだ合金が溶融した時に、特に高くなった圧力が解放

V 溝を閉じる

図 1 やに入りはんだ
『Shell-RC』
の製造工程
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防湿剤のコーティング
厚さ：約 10μm

され、その際にフラックスやはんだを飛散させるのである（図
2 右）。

通常のやに入りはんだによるはんだ付けで、飛散はどのよう
に起こるのかを、図 3 から図 6に示した。

コテ：300 〜 350 ℃

はんだ合金
融点 217 ℃（SAC305）

フラックス
融点
（軟化点）60 〜100 ℃
ヤニ入り糸はんだ
はんだ合 金が 溶融したとき、特に高く
なった圧力が開放され、フラックスやは
んだを飛散させる

軟化し始めたフラックスは気泡やガスを
発生する
発生した気泡やガスは、密閉された状態
で圧力が高くなる

糸はんだにはんだコテを当てると、はん
だ合金が溶融する前に中にあるフラッ
クスが軟化する

図 2 やに入り糸はんだの飛散発生のメカニズム

はんだ金属

フラックスが流れ出て、
銅 電極上に広がる

はんだ線中心部の
フラックス

はんだコテ
銅 電極

図 3 やに入りはんだによるはんだ付け①

フラックスの下を解けた
はんだ金属が流れ込む

図 5 やに入りはんだによるはんだ付け③

さらにやに入りはんだを押し込む

やに入りはんだがコテに接触

やに入りはんだ線が
解けずに溶融はんだに
埋没する

フラックスが飛び散る
フラックスが流れ出てくる

図 4 やに入りはんだによるはんだ付け②

はんだ、フラックスの
飛び散りが多くなる

図 6 やに入りはんだによるはんだ付け④
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4. やに入りはんだ『Shell-RC』によるはんだ付け
本製品『Shell-RC』によるはんだ付けのしくみを、図 7 から
図 13に示した。

5.『 Shell-RC』の特性
本製品のフラックス特性値は、表 1に示すとおりである。
また、製品の線断面を図 14に示した。

このはんだ線は、コーティング剤によって、外気に触れるこ
となく
（表面の酸化が促進されることなく）、はんだこてが伝え
る熱によって静かに溶解していく。
そして、これらの図が示すような流れによって、飛散のない、
理想的なはんだ付けを実現するのである。

そして、ICB-288 基板に、はんだ付けロボットではんだ付け
をし、その際の飛び散り具合を試験した。
使用したはんだ付けロボットは、アポロ精工（株）の『J-CAT
COMET』
（写真 1）、
はんだ付け条件は 380 ℃である。
その結果が、写真 2 である。１面はんだ付けを行ったが、フ
ラックスの飛散がないことが確認された。

やに入りはんだ線は、外気
に触れることなく
（表面の酸
化が促進されることなく）は
んだコテにより溶解される

コーティング フラックス

中心部 フラックス

中心部 フラックスが
切れ目より溶出する

コーティング フラックスが
溶解開始

カットした切れ目

図 7 やに入りはんだ
『Shell-RC』
によるはんだ付け①

図 10 やに入りはんだ
『Shell-RC』
によるはんだ付け②の断面

中心部 フラックスが切れ
目より溶出する
フラックスのガスは、ここ
から排出される

コーティング フラックス

中心部 フラックス

フラックスの下面を溶融は
んだが流れ出す

はんだ 金属

コーティング フラックスと
中 心部 フラックスの 混合
体出す

図 8 やに入りはんだ
『Shell-RC』
によるはんだ付け①の断面

図 11 やに入りはんだ
『Shell-RC』
によるはんだ付け③

中心部 フラックスが
切 れ目と先 端 部 より
溶出する

中心部 フラックスが
切れ目より溶出する

コーティング フラックスが
溶解開始

フラックスの下面を溶融
はんだが流れ出す
コーテングフラックスと
中心部フラックスの 混
合体

図 9 やに入りはんだ
『Shell-RC』
によるはんだ付け②
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図 12 やに入りはんだ
『Shell-RC』
によるはんだ付け③の断面

写真 3に示したのは、恒温恒湿度環境内での飛び散り試験
である。試験環境は、温度は 40±2 ℃、湿度は 90 〜 95 ℃
で、48 時間ごとに取り出してはんだ付けを行った。はんだ付
け温度は 380 ℃である。
その結果、192 時間後、飛び散りがないことが確認できた。

6. おわりに
以上、やに入りはんだ
『Shell-RC』の特徴をご紹介した。飛
散に頭を悩ませている現場は多いことと思う。
お困りであればぜひ、お声がけいただき、またご不明な点が
あればご連絡いただければ幸いである。

やに入りはんだは、溶解した面に触れるように当
てながら、静かに溶解する

コーティング フラックスと
中心部 フラックスが混合さ
れて、銅電極表面を清浄して
いく

写真 1 はんだ付けロボット
『J-CAT COMET』
（アポロ精工
（株）
製）

1面はんだ付けを行い
フラックス飛散なし

図 13 やに入りはんだ
『Shell-RC』
によるはんだ付け④の断面

代表値

ハライド

水溶液

含有量

抵抗値

0.05%
以下

3202Ω・m

広がり試験

81.3%

絶縁抵抗

参考データ：
弊社比較試料だと、１列はんだ付
け
（18 ポイント）
フラックス飛散は平均 10 個

試験
3.07×１０９Ω
（85 ℃ 85%,
196Hr）

表 1 『Shell-RC』
のフラックス特性値

写真 2

ICB-288 基板への、
はんだ付けロボットでの
はんだ付けにおける飛び散り試験結果

写真 3

恒温恒湿度環境内での飛び散り試験結果

コーティング フラックスが 充
填されている

はんだ線
金 属：S n 3 . 0 A g 0 . 5 C u
（KS218）
線径：0.8 φ
中心フラックス：SUPER
コーティングフラックス
含有量：1.5%

図 14 『Shell-RC』
の線断面
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