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リワークテクノロジー 

IR VS 対流空気 
 

赤外線（IR） 
競合他社のテクノロジーはさまざまですが、一般的に IR テクノロジーとは、トップヒート、ボ

トムヒート、またはトップとボトムの両方からの熱を指します。IR を理解するための鍵は、IR

の長所と短所、それらが各 IR システムにどのように影響するか、および各メーカーがマシン上

でそれらにどのように異なる方法で対処するかを知ることです。 

 

IR の種類 
• 赤色光ビーム - 通常は電力が低く、より小さなワット数のランプで使用されます 

• セラミックエミッターエレメント - ヒーターあたりのワット数が大きいため、電力が高い 

• 石英管ヒーターロッド - 明るい黄色のライトで、古いテクノロジーです（黒い IR ロッド） 

• ホットプレート - より高い電力のためにヒーターの上または中を空気が循環する加熱スタイ

ル 

 

放射率 
IR による加熱の伝達率は、一般に放射率と呼ばれます。これは、オブジェクトが放射エネルギ 

ー（この場合は熱）をどれだけ効率的に吸収および放出するかです。言い換えれば、それは熱 

が IR エミッターから材料に吸収される速度です。黒のコンポーネントは、放射加熱に最も効率 

的です。それらは熱放射を非常によく吸収して放出します。したがって、それらは非常に高い 

放射率を持っています。熱が黒い材料に伝わると、白や銀の蓋が付いた BGA などの明るい色の 

材料よりも速く加熱されますが、冷却も速くなります。 

 

各材料（コンポーネント）は、パーツの表面と色によって吸収率が異なる場合があります。 

BGA の上に銀または染料が付いているコンポーネントは、セラミックヒーターに適用される同じ 

電力に対して、効果の低い加熱になります。効率の低下は、一部の熱が吸収されずに表面で 

反射されるためです。これは、反射面の下のハンダが黒いコンポーネントの下のハンダとは 

異なる温度になることを意味します（図 1 を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（図 1） 

反射染料を使用した

BGA は、対流加熱とは

異なる方法で IR 加熱

を反射します。 



したがって、コンポーネントの色が異なる場合、同じサイズであっても、異なる加熱プロファ 

イルを作成する必要があります。両方の場合に適用される仮定は、エミッターの電力と高さが 

黒と反射の両方のコンポーネントで同じであるということです。対流加熱では、放射熱を吸収 

しないため、黒い部分、銀の部分、または上部に反射染料が付いている部分で同じプロファイ 

ルが機能します。したがって、放射率は要因ではありません。 

 

対流加熱がリフローオーブンの推奨技術であるのはなぜですか？ 
• 対流加熱技術は、基板上にある多くのデバイスがあっても、⊿t（デルタ t、温度差）が小さ

い加熱方法です。 

• 基板全体の温度はより正確で、通常は応答性の低いコンポーネントサイズに応答します。 

• 古い IR スタイルのオーブンは、およそ 1996 年から 2008 年にかけて製造されました。 

• 銀の表面は放射率が低いため、IR で加熱しても、黒い表面と同様に放射熱を吸収しません。

これは対流加熱の問題ではありません。 

• 最もよく知られているタイプの IR エミッターであるセラミックエミッターは、高出力である

ため銀パッドに効率的に熱を伝達しますが、黒色のプラスチックコネクターをより迅速に高

温に加熱します。このため、セラミックエミッターの⊿tは加熱と比較して理想的ではありま

せん。 

 

レッドライト IR 
ズームカメラタイプのレンズで赤色光を発生させ、赤色のドットを生成します。カメラレンズ 

のズームのように、赤色光のサイズを縮小または拡大して、加熱領域のサイズを変更します。 

赤色光は、カメラレンズの焦点と同じように、さまざまな高さの部分にさまざまに焦点を合わ 

せる必要があります。焦点が合っていないと、加熱が効率的にならず、拡散します。異なる高 

さのコンポーネント（BGA、CSP、CBGA、CCGA）には、異なるフォーカス位置が必要になります。 

 

レッドライト IR は、「オン/オフ」加熱サイクルにすばやく応答しますが、熱伝達の強力な方 

法ではありません。ランプとレンズのアッセンブリー（150～200 ワット）の寿命は短くなる可 

能性があります。電球の寿命は、使用時間に直接依存します。 

 

ランプ/ヒーターの表面が加熱によって色が変わると、放射熱の効果が変化する可能性があり、 

ランプの劣化を補うために加熱プロファイルを調整する必要がある場合があります。また、 

正方形のコンポーネントに丸い赤いビームを使用すると、隣接するコンポーネントの加熱が避 

けられません。正方形の BGA だけでなく、他の隣接する部品も加熱されます（下の図 2 および 3 

を参照）。 

 
（図 2）トップレッドライト、PDR             （図 3）ボトムレッドライト 

 

 

 



リワークの技術的加熱情報を検討する際に重要 
鉛フリーのリワークでは、プリヒーターが加熱プロセスの最も強力な部分である必要がありま

す。これにより、部品上部の高温によるコンポーネントの過熱が防止されます。簡単に言えば、

下からの熱が少ないということは、上から必要な熱が多いことを意味し、これは良い解決策で

はありません。 

 

トップヒーターから BGA に使用される熱が増えると、BGA の反りが増加し、コーナーが最も弱い

点であるため、ハンダブリッジが発生します。質量が少ないため、コーナーは一般的に高温の

場所になります。これは、薄い BGA コンポーネントではさらに問題になります。 IR 技術を下か

らプリヒーターとして使用する場合（図 3）、プリヒーターは十分な強さがないため、リフロー

温度は上部ヒーターから達成する必要があります。上部のノズルは、Martin Red Light 

Preheater（図 3）に見られるように、別の対流技術を追加使用する必要があります。 

 

トップレッドライト加熱を使用すると、より遅いランプレートが達成され、必要な領域を加熱

するために IR ライトを制御する必要があります。これは、下側のヒーターがすべての作業を行

う必要があることを意味します。したがって、ピークリフローゾーン中にこのテクノロジーを

使用して、加熱プロセス中に基板の下側を溶かさないように注意する必要があります。黒いプ

ラスチックコネクターは、基板の底部の IR に特に敏感であり、簡単に溶けたり損傷したりする

可能性があります。 

 

セラミックヒーターエミッターテクノロジー 
前述のように、セラミックヒーターエミッターは最もよく知られているタイプの IR エミッター

です。メーカーによって色（白、黄、黒など）が異なる場合があります。それらはより多くの

電力を消費し、温度が上昇するのが速くなります。これは、基板レベルで 230⁰ C（450⁰ F）の

エミッターからの放射温度に達するまで、約 460⁰ C（860⁰ F）の高いエレメント表面温度で制

御されます。 

 

セラミックエミッターVS 対流加熱 
対流空気温度は、基板またはコンポーネントの表面の空気の温度です。ソース温度から基板の

表面温度までを推定する必要はありません。IR セラミックヒーターとは異なり、対流ヒーター

でも同じです。ソース温度は発熱体表面の温度を指し、表面温度は基板温度自体ではなく、基

板表面に当たる温度を指します。ソース温度と表面温度のこの違いは、IR リフローオーブンで

一般的な問題であり、基板をリフローするときにプロファイリングを困難にします。 

 

セラミックエミッターから生成される電力は、500W から 1000W の範囲です。これにより、リワ

ークマシンは迅速に立ち上がることができますが、その後、冷却するのに時間がかかります。 

 

これらのヒーターから放出される放射の角度は、エミッター表面の形状と角度に依存します。

この角度は、小さいサイズの BGA ロケーション（25mm x 25mm など）のアレイリワークシステム

では制御が難しい場合があります。そのため、小さな場所にあるコンポーネント、または部品

に光沢のある染料や反射面がある場合は、上部のセラミック IR ヒーターで同じ温度を達成する

ことが困難になります。 

 



 
（図 4）セラミックタイプのエミッターデザイン 

 

図 4 に示すように、放射はエミッターの表面から 90°の角度で放出されます。さまざまな形状

のエミッターは、広い角度または小さい角度で放射できます。焦点の合っていない放射 IR 熱は、

加熱には効果的ですが、冷却には効果的ではありません。 

 
 

 
（図 5）セラミック発熱体 

 

セラミックヒーターテクノロジーは、約 20 年前の最初の SMT リフローオーブンに使

用されました。 
セラミックヒーター技術は、多くの競合他社のリワークマシンで使用されています。これらの

ヒーターは、古い IR リフローオーブンで一般的であり、現在、トップヒーター、ボトムヒータ

ー、またはその両方として使用されています。これらのスタイルのヒーターは、放射が正確な

正方形または長方形ではないため、コンポーネントの上部での局所加熱に簡単に焦点を合わせ

ることができません。この不規則な形状のため、隣接する部品は高温にさらされます（図 5 を

参照）。多くの場合、アルミ箔はプラスチック部品が溶けるのを防ぐためにプラスチック部品

の上に置かれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 6） 

セラミック IR 加熱用の 

隣接部品のアルミ箔 

 



ローエンドのマシンでは、正方形の形状は、対流加熱リワークマシンのノズルのように、調整

可能な正方形のシャッターによってシミュレートされます。 主な違いは、正方形のシャッター

が対流加熱ノズルほどリワークされるコンポーネントに近くないことです。これは、隣接する

コンポーネントが不必要に加熱されるもう 1つの原因です。対流加熱ノズルは目的のコンポー

ネントの真上に配置されるため、これは問題にはなりません。セラミックヒーターは、電力を

大量に消費するため急速に加熱されますが、大量のヒーターであるため、周囲の空気からの冷

却には時間がかかります。したがって、このテクノロジーでは、基板がまだヒーターの位置に

ある場合、基板をすばやく冷却することはできません。一部のマシンでは、基板が熱から遠ざ

かっていることを示していますが、リワーク途中のコンポーネントがまだ液体の溶融温度内に

ある場合、これは悪い考えです。 

 

石英管ヒーター（古いスタイル） 
石英管ヒーターは最初の IR オーブンで使用され、非常に明るい白色光であり、ホットエアーオ

ーブンと比較して多くの電力を使用していました。これらのヒーターは応答が速く、効果を発

揮するには基板の近くに配置する必要があります。他の IR ヒーターと比較して、1インチあた

り多くの電力を消費します。通常はライナーインチあたり 100W です（たとえば、10 インチのチ

ューブは 1000W です）。 

5 本または 6本のチューブが稼働している場合、このプロセスにはコストがかかり、三相電源が

必要になります。消費電力量を考えると、熱伝達は効率的ではありません。光はビームまたは

レンズアアッセンブリーのいずれでも集束されないため、熱を集束させることは困難です。そ

れらはプリヒーターで有効に役立つ可能性がありますが、散乱熱を生成し、特定の領域に集中

することはできません。また、ヒーターチューブの平均寿命は 5000 時間です。 

 

 
（図 7） 石英管ヒーターロッド 

 

対流加熱ヒーター 
対流加熱式ヒーターは一般的に質量が小さく、すばやく加熱できます。電源をオフにしてエアフローをオ

ンのままにすると、ヒーターから熱がすばやく放散され、クールダウンサイクルが短くなります。発熱体の

質量が大きいほど、基板に冷たい周囲空気を送るのに必要な時間が長くなります。冷気は、冷却プロセ

ス中にコンポーネント（リフローノズル）または基板（プリヒーター）に吹き付けられます。空気を制御し、

温度の読み取り方法を安定させる必要があり、その結果、熱の上昇と冷却のプロセスがかなり速くなり

ます。 

 

発熱体の質量が小さいため（図 8）、発熱体のワイヤー温度が目的の温度を超えず、温度のニーズに迅

速に対応します。プリヒーターが基板に近いほど、必要な熱が少なくなり、効率が向上します。これは、

APR Scorpion 製品の新しい設計に組み込まれ、プリヒーターをより効率的にし、コンポーネントを加熱し

てリワーク温度にすばやくするために必要な時間を短縮しました。また、デュアルプリヒーターについて

は、このアプリケーションノートの後半で説明します。 

 

これらのヒーターは、より低い温度でも迅速に応答できます。ホールドゾーンまたはフラットゾーンと呼ば

れる最後のゾーンは一般にランプゾーンよりも低い温度であるため、これは鉛フリーハンダプロファイリ

ングにとって重要です。対流加熱のもう 1 つの利点は、特にすべての APR 製品に搭載されているデュ

アルプリヒーターを使用して、PCB をボードホルダーから移動させることなく加熱チャンバーを使用して

基板を冷却できることです。 



 

 
（図 8） APR オープンコイル対流ヒーター 

 

図 8 に示されているヒーターでは、ワイヤーが発熱体領域であり、質量が小さいため、すばやく加熱ま

たは冷却ができます。 空気は熱の輸送媒体です。 気流が増加し、ヒーターが温度を維持できる場合は、

ソース（ワイヤー）温度を上げることなくランプ速度を上げることができます。 対流加熱式ヒーターに関す

る重要な考慮事項は、プロファイリング時に、ソース温度が同じままで、気流が増加すると、転送ランプ

レートが増加することです。 たとえば、PCB またはコンポーネントへのランプ速度は、エアフローが多い

ほど速くなりますが、温度は上昇しません。 これは、IR 放射熱伝達法のいずれにも当てはまりません。 

より速く加熱するには、温度を上げる必要があります。 


