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練習課題 1
導線のはんだ付けに関する解説書の一部です。はんだの名称は、福島県の半田銀山にちな
んで付けられました。

はんだ付け

導線は、はんだ付けにより端子に機械的に接続しておかなければならない。接合部の強度
は、はんだによるものであってはならないし、線に圧力や応力がかかっても、端子から外れ
たり、剥がれたりしてはならない。
はんだは、電気的に接続する金属間の隙間を完全に埋めつくして、導線の取付部の周りに
少なくとも 80%は行きわたっていなければならない。
はんだと盛ったところは、接合部の端の方で薄くなって、導線の輪郭が見える程度でなけ
ればならない。この状態を「ぬれ」と呼ぶ。つまり、溶けたはんだが接合部に沿って広がら
なければならない。はんだが球状になってしまった場合は、導線と端子の接合が不十分なの
で、やり直しが必要になる。
＜参考＞
はんだは、鉛と錫が主成分の合金で、融点が低いので手軽にろう付けができる。しかし、
鉛の毒性による問題が発生し、最近では鉛を使わないはんだが使われている。このはんだを
無鉛はんだと呼ぶ。鉛の代わりに使われる金属は、銀、銅、亜鉛、ビスマスなどだが、それ
ぞれ一長一短がある。たとえば、錫、銀、銅で構成されるはんだは、環境による劣化が小さ
いが、融点とコストが高くなる。錫、亜鉛、ビスマスの合金は、融点が従来のはんだとほぼ
同じだが、環境性能が劣る。

【解説】
1） 導線 〔lead〕
「導線」とはビニールで被覆されている銅線で、lead または lead wire といいます。導線
は通常、端子（terminal）と呼ばれる部品にはんだ付けされます。この接合部を joint と
呼びます。
2） 「はんだによるものであってはならない」は、
「はんだに依存してはならない」と言い
換えることができます。ですから、be independent of という表現を用いることができま
す。この文章はすなわち、
「接合部ははんだ以外の何らかの手段で固定されなければな
らない」と捉えることができます。
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3） 「線に圧力や応力がかかっても」は、
「圧力と応力」を主語にして考えてみましょう。
「圧
力や応力が線を外したり剥がしたり」と言い換えることで、英語らしい表現になります。
「圧力が……する」という無生物主語による表現は日本語ではあまり用いられませんが、
英語では一般的な表現です。
4） 周りに行きわたる 〔flow around〕
この「わたる」には over や around が対応します。はんだが流れる様子をいっているの
で、spread over または flow around と表現することができます。
5） はんだを盛ったところ 〔resulting solder fillet〕
「盛られたはんだ」を solder fillet と呼びます。fillet は肉料理の「ヒレ」
、溶接の「すみ
肉」のことです。
「すみ肉」とは、はんだと同様に肉盛りをした部分を指します。何か
の結果としてできあがったものに対しては、resultant や resulting で形容すると、より理
解しやすい文章になります。
6） 薄くなる 〔thin out〕
「薄くなる」は、become thin でも構いませんが、thin out と表現することもできます。
日本では、フェードアウト（fade out）という言葉がよく使われますが、英語では、徐々
に変化する様子を表現するときに out を使います。
7） 「導線の取付部」の「導線」は、ここでは lead ではなく conductor とするほうがより正
確な翻訳です。はんだ付けされるのは、導線の被覆ではなく中の導体だからです。
8） 「輪郭が見える」とは、導線そのものが見えることではないので、some evidence of the
conductor contour is visible とする方が良いでしょう。
9） やり直し 〔rework〕
日本語の「やり直し」に対応する英語は rework です。うまくいかなくて作業をもう一
度する場合に rework を使います。
10） ろう付け 〔brazing〕
「ろう付け」に対応する英語は brazing です。はんだ付けは、低温で行うろう付けの一
種です。
11） 無鉛はんだ 〔lead-free solder〕
「無鉛はんだ」は「鉛を含まないはんだ」という意味なので lead-free solder と表現しま
す。free は、何かが含まれていないことを表すときに使います。
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【参考訳例】
Soldering

Lead wires must be mechanically connected to a terminal by means of soldering. The strength of the
joint should be independent of the solder, and pressure or stress exerted on the wire should not remove
or peel the wire from the terminal.
The solder must completely cover and fill the space between the metals electrically connected to each
other and flow around at least 80% of the conductor.
The resulting solder fillet should thin out at the edge of the connection, and some evidence of the
conductor contour should be visible. This state is called wetting. That is to say, the dissolved solder
needs to spread along the joint. If it has a spherical form, rework is necessary because the connection
between the conductor and terminal is not enough.
<For your information>
Solder, an alloy consisting of lead and tin, makes brazing work easy because the melting temperature is
low. However, lead having toxicity causes problems, so solder containing no lead is used recently. It is
called lead-free solder. Metals instead of lead include silver, cupper, zinc, and bismuth, which have
both merits and demerits. Solder consisting of tin, silver, and cupper, for example, has resistance to
environment, but the melting point and cost are high. Solder consisting of tin, zinc, and bismuth has
the almost same melting point as the conventional one, but its environmental performance is not good.
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