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Solvay Fluor アルミニウムろう付け－成功への7つのステップ

  管理雰囲気設定炉（CAB炉）でのろう付けに適した合金 
 を選ぶ

アルミ ニウム合金はその含有成分によって分けられる。下記の表にAA（米国アルミニウム協
会）規格の呼称を示す。

精製アルミ合金の呼称システム
種類（合金番号） (主要化学成分）

1xxx 99.00% 以上のアルミニウム

2xxx 銅

3xxx マンガン

4xxx シリコン

5xxx マグネシウム

6xxx マグネシウムとシリコン

7xxx 亜鉛とマグネシウム

8xxx その他の合金

9xxx 予備

それぞれのAA合金の化学成分はアルミニウム協会（米国）に登録されており、そのいく 
つかを列記する。

2xxx, 5xxx, 7xxx and 8xxx の番号を持つ合金は非腐食性フラックスによるろう付けに適さない

合金番号 ケイ素 鉄 銅 マンガン マグネシ
ウム

亜鉛 クロム その他 その他合
計

1100 0.95 (Si + Fe) 0.05–0.20 0.05 – 0.10 – 0.05 0.15

1435 0.15 0.30 -0.50 0.02 0.05 0.05 0.10 – 0.03 0.03

3003 0.60 0.70 0.05–0.20 1.00–1.50 – 0.10 – 0.05 0.15

3005 0.60 0.70 0.30 1.00–1.50 0.20–0.60 0.25 0.10 0.05 0.15

6063 0.20–0.60 0.35 0.10 0.10 0.45 -0.90 0.10 0.10 0.05 0.15

ステップ 1

*Maximum, unless shown as a range



Solvay Fluor アルミニウムろう付け－成功への7つのステップ

  表面を洗浄する

  酸化皮膜の除去

塵や埃、潤滑剤や油分などは徹底的に除去する。もし、部材の汚れが完全に除去できてい
ないと、フラックスは均一に塗布できず、フィラーの流動性が不均衡になり、着色された
りする。結果的に、継ぎ目が不完全になる。 

そのため、第一ステップとして、油分を完全に除去することが大切である。部材の表面は、
薬品、水溶性または加熱処理方法により洗浄できる。

水による洗浄

水または、水系溶液による洗浄は効果的ではあるが、廃水問題が生じる。

水洗浄は1–5%に希釈された金属洗浄剤で行う。市販の洗浄液の成分は独自のものであ
るが、だいたいが、界面活性剤や、中性洗剤、そしてpHを上げる働きをもつ炭酸ナトリウム
のような有効成分の混合物である。これら洗浄剤を水で希釈すると、洗浄液の幅はpH9か
らpH12に上がる。酸性の洗浄液もあるが、あまり一般的ではない。

最適な水性洗浄剤は、水、界面活性剤、洗浄剤、そして炭酸塩が含まれているものである。

洗浄液は高い温度で使用するほうが効果的で、だいたい50度から80度の温度が最適であ
る。洗浄作用は高温度の洗浄液のほうが早い。

加熱処理による油分除去

加熱による油分除去は部材の温度を上げることによって行うので、表面上の潤滑剤は蒸
発する。このプロセスは、揮発性の油やバニシングオイルとして知られる特殊なタイプの
潤滑剤にのみ可能である。バニシングオイルは熱交換器のフィンなどの成形加工に使わ
れる軽質潤滑剤であるが、最近はそのほかの熱交換器の部品の型押しや成形への使用に
も見られる。加熱脱脂仕様でない潤滑剤は使用できない。もし使用した場合、加熱による
生成物質や炭素質の残渣などが発生して、その結果、ろう付け作業を妨げ、製品の見栄え
を悪くして、腐食を加速させることになる。

アルミニウム接合の重要な点は、酸化皮膜の除去にある。溶融段階でノコロックフラック
スは、金属の表面にある酸化皮膜を部分的に取り除く。そのため、金属の表面は、フラッ
クスによって洗浄されることになり、フィラーが部材に入り込みやすくなる。そのため、フ
ラックスをろう付けする部分に塗布することが重要である。 

ステップ 3

ステップ 2



Solvay Fluor アルミニウムろう付け－成功への7つのステップ

  適切なフラックスと適切なフィラー合金を選ぶ
ノコロックフラックスでろう付けする際、一般的なフィラー合金は、アルミニウムとシリコ
ンの可融性合金である。様々なフィラー合金があるが、炉内ろう付けにはだいたい、6.8か
ら8.2パーセントのシリコン含有の合金（AA4343）や9から11パーセントのシリコン含有
のもの(AA4045)が適している。 

下記に、用途とそれぞれに最適なフラックスの表を示す。
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アルミニウムろう付けの一般的なフラックス

静電塗布、粉体塗布に使用するフラックス

アルミニウムろう付け用の反応型フラックス

亜鉛層を生成させた反応型フラックス

マグネシウム成分の高いアルミ合金の 
ろう付け用フラックス

融点が標準品より低いアルミニウムのトー 
チろう付け用のフラックス

残渣の溶解性を減少させ耐食性に特徴が 
あるアルミニウムろう付け用フラックス
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ステップ 4

   毛管の大きさ（継ぎ手すき間）を決める
継ぎ手接合には部材間のすき間が適正であることが重要である。すき間が適正であれ
ば、フィラーが溶融して毛管現象により流れ込む。

フィラーは継ぎ手部分を満たす量であって、多すぎる量ではいけない。部材同士が密接に
接合し、ある時点でフィラーが継ぎ手入り込むことが重要である。このことを強調すると、
「フィラーは流れこむが飛び散らない」という表現になる。この接合ポイントというのが、
フィラーの毛管流を生じさせるものである。

二つの部材を結合させるのにすき間が必要な理由を下記に示す。

n  溶融したフラックスが流れ込み、酸化物を清浄・除去させるため。

n  フィラーを自由にまた均一に流れ込ませるため。継ぎ手すき間の大きさが毛管力を決 
      める。

CAB炉ろう付けにおける継ぎ手すき間の推奨値はクラッド無しの部材で0.1から0.15ミリ
である。クラッドのあるチューブとヘッダの継ぎ手など、クラッド材でのろう付けでは、継
ぎ手すき間はクラッド層の厚みによって変わるので、より小さい値を推奨する。

継ぎ手すき間を大きくすれば毛管現象を減少させ、また継ぎ手すき間を小さくするとフィ
ラーの流動を制限しろう切れを起こす。クラッド無しの部材においては摩擦による密着は
避けなければならない。

ステップ 5



Solvay Fluor アルミニウムろう付け－成功への7つのステップ

  適量のフラックスを塗布する

  均一に金属部材を加熱する

通常、推奨するフラックス塗布量は5 g/m2で、均一にろう付け表面に塗布する。　 
5 g/m2の塗布量のイメージとしては、埃をかぶった車を想像してほしい。熱交換器製造メ
ーカーなどでは、経験により、工程でフラックス塗布量を多少増減させて調整している。

フラックス塗布量が少なすぎると、フィラーの流動が十分でなく、接合部分の組成が悪く
なり、歩留まりが落ちる。また、ろう付け性も悪くなる。言い換えれば、工程に非常に影響
する。

フラックス塗布量が多すぎてもろう付けの結果には影響しない。ただ、マッフル内にフラ
ックスがこぼれ落ち、ろう付け製品の表面がグレーになりフラックス残渣が目視できるほ
どになる。その上、フラックスがコンベアなどに急激に付着してメインテナンスの頻度が
多くなる。また、フラックスの使用量が多いということは、作業コストの上昇にもなる。

炉内ろう付けにおけるフィラーの適切な量もまた、重要な要因である。多量のろうはメタ
ルワークの溶解やエロージョンをもたらし、素材の厚さを変えてしまう。これは、漏れや、
素材の耐性の減少につながる。

CAB炉でのろう付けでは、部材の上昇温度分布を６００℃で均一にすることが重要な要因
となる。ゆっくりと加熱していくことが温度分布を一定にして安定した接合をもたらす。 
注意点： 昇温速度が遅すぎると、フラックスを蒸発させ、ろう付け効果を 
 減少させる。ろうが溶融点に達するときに、溶融したフラックス 
 が存在しなければならない。

業界では、毎分45°Cの昇温速度で500°C前後の範囲というのは珍しいことではない。昇
温速度は速ければ速いほど良いという説もある。しかし、ろう付け最適温度（通常は最高
温度）に達する時に熱交換器全体との温度が均一にたもたれていなければならない。 
そのため、昇温速度が速すぎると、温度の均一性が非常に難しくなる。

昇温中、ろう付け製品には温度幅がでてくる。この温度幅は最高温度に達する際によりき
びしくなる。ろう付け温度では、その温度幅は± 5°Cを超えないことを推奨する。より大き
な部材をろう付けするときに、その部材内の温度を一定に保つことが難しい。

ろう付けする部材はろう付け温度下に３分から５分以上置いておくべきではない。なぜな
らば、フィラーメタルエロージョンとして知られている現象がフィラーが溶融し始めた直後
から始まるからである。そして、フィラーが溶融している時間が長ければ長いほど、より深
刻なエロージョンが発生する。また、エロージョンはろう付け温度が高すぎる場合にも発
生する。
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www.solvay.com
www.nocolok.com 

Disclaimer: 
All statements, information, and data given herein are believed to be accurate and reliable but are presented without guarantee, warranty or responsibility of any kind, express or implied. 
Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such use is free of patent infringement, and are not recom-
mendations to infringe any patent. The user should not assume that all safety measures are indicated, or that other measures may not be required. In any case, the user is not exempt from 
observing all legal, administrative and regulatory procedures relating to the product, personal hygiene, and protection of human welfare and the environment.w
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Asia/Pacific
Solvay Korea CO., LTD 
EWAH-Solvay R&I Center
150, Bukahyun-ro 
Seodaemun-gu
Seoul 120-140, South Korea
Tel.: + 82 2 2125 5300 
Fax: + 82 2 2125 5380

North America
Solvay Fluorides, LLC
3333 Richmond Avenue
Houston, TX 77098, USA
Tel.: +1 713 525-6000 
Fax: +1 713 525-7805

Europe
Solvay Fluor GmbH
Postfach 220 
30002 Hannover, Germany
Tel.: +49 511 857-0 
Fax: +49 511 857-2146


