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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水溶性金化合物、錯化剤、ホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物、及び下記一般式（１）
又は（２）
　Ｒ1－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－Ｒ2　（１）
　Ｒ3－（ＣＨ2－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－ＣＨ2）n－Ｒ4　（２）
（式（１）及び（２）中、Ｒ1及びＲ3は－ＯＨ、－ＣＨ2ＯＨ、－Ｃ2Ｈ4ＯＨ、－ＣＨ2Ｎ
（ＣＨ3）2、－ＣＨ2ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－ＣＨ2ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（
ＣＨ2ＯＨ）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ2ＯＨ）2、－ＣＨ2Ｎ（Ｃ2

Ｈ4ＯＨ）2、－Ｃ2Ｈ4Ｎ（ＣＨ2ＯＨ）2又は－Ｃ2Ｈ4Ｎ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）2を表し、同じで
あっても異なっていてもよい。Ｒ2及びＲ4は－ＯＨ、－ＣＨ3、－ＣＨ2ＯＨ、－Ｃ2Ｈ4Ｏ
Ｈ、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ3）2、－ＣＨ2ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－ＣＨ2ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）、－
Ｃ2Ｈ4ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ2ＯＨ）2、－
ＣＨ2Ｎ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）2、－Ｃ2Ｈ4Ｎ（ＣＨ2ＯＨ）2又は－Ｃ2Ｈ4Ｎ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）2を
表し、同じであっても異なっていてもよい。ｎは１～４の整数である。）
で表されるアミン化合物を含有することを特徴とする無電解金めっき浴。
【請求項２】
　上記ホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物及びアミン化合物の含有量のモル比が、ホルム
アルデヒド重亜硫酸塩付加物：アミン化合物＝１：３０～３：１であることを特徴とする
請求項１記載の無電解金めっき浴。
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【請求項３】
　上記水溶性金化合物がシアン化金塩であることを特徴とする請求項１又は２記載の無電
解金めっき浴。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項記載の無電解金めっき浴で、基体の金属表面を無電解金め
っき処理することを特徴とする無電解金めっき方法。
【請求項５】
　上記基体の金属表面が、銅又は銅合金の表面であることを特徴とする請求項４記載の無
電解金めっき方法。
【請求項６】
　上記基体の金属表面が、ニッケル又はニッケル合金の表面であることを特徴とする請求
項４記載の無電解金めっき方法。
【請求項７】
　上記ニッケル又はニッケル合金が、無電解ニッケル又は無電解ニッケル合金めっき皮膜
であることを特徴とする請求項６記載の無電解金めっき方法。
【請求項８】
　上記基体の金属表面が、パラジウム又はパラジウム合金の表面であることを特徴とする
請求項４記載の無電解金めっき方法。
【請求項９】
　上記パラジウム又はパラジウム合金が、無電解パラジウム又は無電解パラジウム合金め
っき皮膜であることを特徴とする請求項８記載の無電解金めっき方法。
【請求項１０】
　上記基体の金属表面が、無電解ニッケル又は無電解ニッケル合金めっき皮膜を介して形
成された無電解パラジウム又は無電解パラジウム合金めっき皮膜の表面であることを特徴
とする請求項４記載の無電解金めっき方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無電解金めっき浴、及びこれを用いた無電解金めっき方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金は、金属の中で最もイオン化傾向が小さい、つまり最も安定で錆びにくい金属である
。またそれだけでなく、電気伝導性にも優れていることから、電子工業分野に広く用いら
れている。置換金めっきは、プリント基板の回路やＩＣパッケージの実装部分や端子部分
等の最終表面処理として幅広く使用されている。具体的には、例えば以下の方法があり、
各々以下のような特徴がある。
【０００３】
（１）ＥＮＩＧ（Electroless Nickel Immersion Gold：無電解ニッケル／置換金）
・下地無電解ニッケルめっき皮膜上に、置換金めっき皮膜を形成する方法である。
・銅の拡散防止、ニッケルの酸化防止、回路や端子の耐食性向上が可能である。
・はんだ接合に使用可能である。
・ＥＮＩＧ処理後、厚付け金を施すことでワイヤボンディングにも使用可能である。
・ワイヤボンディングの場合、めっき処理後に加熱処理を行なうが、それにより金皮膜上
にニッケルが拡散する。それを防ぐためにニッケル／置換金皮膜上に更に無電解金めっき
を施し、金の膜厚を増やすことでニッケルの拡散に対応する。
【０００４】
（２）ＤＩＧ（Direct Immersion Gold：直接置換金）
・銅上に直接置換金めっき皮膜を形成する方法である。
・銅の酸化防止、銅の拡散防止、回路や端子の耐食性向上が可能である。
・はんだ接合、ワイヤボンディングにも使用可能である。
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・ニッケル／金やニッケル／パラジウム／金に比べると、長期信頼性にはやや劣るが、熱
負荷があまりかからない条件（熱処理温度が低い、リフロー回数が少ない等の条件）では
十分使用可能である。
・シンプルなプロセスなので低コストである。
【０００５】
（３）ＥＮＥＰＩＧ（Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold：無
電解ニッケル／無電解パラジウム／置換金）
・下地無電解ニッケルめっき皮膜と置換金めっき皮膜の間に無電解パラジウムめっき皮膜
を設ける方法である。
・銅の拡散防止、ニッケルの酸化防止と拡散防止、回路や端子の耐食性向上が可能である
。
・近年推進されている鉛フリーはんだ接合に最適である（鉛フリーはんだは、錫鉛共晶は
んだに比べ、はんだ接合時に熱負荷がかかり、ニッケル／金では接合特性が低下するため
。）。
・ワイヤボンディングに適している。
・金膜厚を厚くしなくてもニッケル拡散が生じない。
・ニッケル／金で対応可能のものでも、より信頼性をあげたい場合に好適である。
【０００６】
　置換金めっきはニッケルなどの下地とのめっき浴中での酸化還元電位の差を利用して金
を析出させるため、金がニッケルを侵食することで酸化（溶出）による腐食点が発生する
。この酸化による腐食点は、その後のはんだリフロー時において、はんだ層の錫とニッケ
ルを接続させる際の阻害因子となり、強度などの接合特性を低下させるという問題がある
。
【０００７】
　この問題を解決するために、アルデヒドの亜硫酸塩付加物を含有する無電解金めっき浴
が、特開２００４－１３７５８９号公報（特許文献１）に、ヒドロキシアルキルスルホン
酸を含有する金めっき浴が、国際公開第２００４／１１１２８７号パンフレット（特許文
献２）に各々開示されている。これらの技術は下地金属の腐食を抑えることを目的とした
ものである。
【０００８】
　しかしながら、国際公開第２００４／１１１２８７号パンフレット（特許文献２）に記
載されているトリエチレンテトラミンのような、アミノ基（－ＮＨ2）が存在する１級ア
ミン化合物を用いると、ニッケル表面の粒界侵食が進行することにより金の被覆力が低下
し、皮膜外観が赤くなるという不具合が生じる。
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－１３７５８９号公報
【特許文献２】国際公開第２００４／１１１２８７号パンフレット
【特許文献３】特開２００２－２２６９７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、ニッケル表面の粒界侵食が進行するこ
とによる外観不良を引き起こさず、良好な皮膜外観の金めっき皮膜が得られる無電解金め
っき浴、及びこれを用いた無電解金めっき方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は、上記問題を解決するため鋭意検討を行なった結果、水溶性金化合物、錯化
剤、ホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物、及び下記一般式（１）又は（２）
　Ｒ1－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－Ｒ2　（１）
　Ｒ3－（ＣＨ2－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－ＣＨ2）n－Ｒ4　（２）
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（式（１）及び（２）中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4は－ＯＨ、－ＣＨ3、－ＣＨ2ＯＨ、－Ｃ

2Ｈ4ＯＨ、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ3）2、－ＣＨ2ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－ＣＨ2ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ
）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ2ＯＨ
）2、－ＣＨ2Ｎ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）2、－Ｃ2Ｈ4Ｎ（ＣＨ2ＯＨ）2又は－Ｃ2Ｈ4Ｎ（Ｃ2Ｈ4Ｏ
Ｈ）2を表し、同じであっても異なっていてもよい。ｎは１～４の整数である。）
で表される特有の構造のアミン化合物を含有する無電解金めっき浴が、ニッケル表面の粒
界侵食が進行することによる外観不良を引き起こさず、良好な皮膜外観の金めっき皮膜を
形成することができることを見出し、本発明をなすに至った。
【００１２】
　即ち、本発明は、以下の無電解金めっき浴及び無電解金めっき方法を提供する。
［１］　水溶性金化合物、錯化剤、ホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物、及び下記一般式
（１）又は（２）
　Ｒ1－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－Ｒ2　（１）
　Ｒ3－（ＣＨ2－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－ＣＨ2）n－Ｒ4　（２）
（式（１）及び（２）中、Ｒ1及びＲ3は－ＯＨ、－ＣＨ2ＯＨ、－Ｃ2Ｈ4ＯＨ、－ＣＨ2Ｎ
（ＣＨ3）2、－ＣＨ2ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－ＣＨ2ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（
ＣＨ2ＯＨ）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ2ＯＨ）2、－ＣＨ2Ｎ（Ｃ2

Ｈ4ＯＨ）2、－Ｃ2Ｈ4Ｎ（ＣＨ2ＯＨ）2又は－Ｃ2Ｈ4Ｎ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）2を表し、同じで
あっても異なっていてもよい。Ｒ2及びＲ4は－ＯＨ、－ＣＨ3、－ＣＨ2ＯＨ、－Ｃ2Ｈ4Ｏ
Ｈ、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ3）2、－ＣＨ2ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－ＣＨ2ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）、－
Ｃ2Ｈ4ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ2ＯＨ）2、－
ＣＨ2Ｎ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）2、－Ｃ2Ｈ4Ｎ（ＣＨ2ＯＨ）2又は－Ｃ2Ｈ4Ｎ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）2を
表し、同じであっても異なっていてもよい。ｎは１～４の整数である。）
で表されるアミン化合物を含有することを特徴とする無電解金めっき浴。
［２］　上記ホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物及びアミン化合物の含有量のモル比が、
ホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物：アミン化合物＝１：３０～３：１であることを特徴
とする［１］記載の無電解金めっき浴。
［３］　上記水溶性金化合物がシアン化金塩であることを特徴とする［１］又は［２］記
載の無電解金めっき浴。
［４］　［１］～［３］のいずれかに記載の無電解金めっき浴で、基体の金属表面を無電
解金めっき処理することを特徴とする無電解金めっき方法。
［５］　上記基体の金属表面が、銅又は銅合金の表面であることを特徴とする［４］記載
の無電解金めっき方法。
［６］　上記基体の金属表面が、ニッケル又はニッケル合金の表面であることを特徴とす
る［４］記載の無電解金めっき方法。
［７］　上記ニッケル又はニッケル合金が、無電解ニッケル又は無電解ニッケル合金めっ
き皮膜であることを特徴とする［６］記載の無電解金めっき方法。
［８］　上記基体の金属表面が、パラジウム又はパラジウム合金の表面であることを特徴
とする［４］記載の無電解金めっき方法。
［９］　上記パラジウム又はパラジウム合金が、無電解パラジウム又は無電解パラジウム
合金めっき皮膜であることを特徴とする［８］記載の無電解金めっき方法。
［１０］　上記基体の金属表面が、無電解ニッケル又は無電解ニッケル合金めっき皮膜を
介して形成された無電解パラジウム又は無電解パラジウム合金めっき皮膜の表面であるこ
とを特徴とする［４］記載の無電解金めっき方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ニッケル表面の粒界侵食が進行することによる外観不良を引き起こさ
ず、良好な皮膜外観の金めっき皮膜を形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
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　以下、本発明について更に詳述する。
　本発明の無電解金めっき浴は、水溶性金化合物、錯化剤、ホルムアルデヒド重亜硫酸塩
付加物、及び下記一般式（１）又は（２）
　Ｒ1－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－Ｒ2　（１）
　Ｒ3－（ＣＨ2－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－ＣＨ2）n－Ｒ4　（２）
（式（１）及び（２）中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4は－ＯＨ、－ＣＨ3、－ＣＨ2ＯＨ、－Ｃ

2Ｈ4ＯＨ、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ3）2、－ＣＨ2ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－ＣＨ2ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ
）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ2ＯＨ
）2、－ＣＨ2Ｎ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）2、－Ｃ2Ｈ4Ｎ（ＣＨ2ＯＨ）2又は－Ｃ2Ｈ4Ｎ（Ｃ2Ｈ4Ｏ
Ｈ）2を表し、同じであっても異なっていてもよい。ｎは１～４の整数である。）
で表されるアミン化合物を含有する。
【００１５】
　本発明の無電解金めっき浴は、従来の置換金めっき浴とは異なり、同一のめっき浴中で
、置換反応と還元反応との双方が進行する置換－還元型無電解金めっき浴である。金めっ
き浴に、ホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物と、上記一般式（１）又は（２）で表される
特有の構造を有するアミン化合物とを含有させることで、本発明の無電解金めっき浴は、
銅、ニッケルなどの下地金属上で、置換反応により金が析出すると共に、その析出した金
を触媒として還元剤により金が析出する。
【００１６】
　本発明の無電解金めっき浴は、下地金属の侵食が最低限に抑えられるため、めっき浴中
への下地金属イオンの溶出が少なく、長期に亘って使用しても安定した析出速度が保たれ
る。例えば、通常の置換めっきであれば、析出した金と溶出した下地金属（例えば銅やニ
ッケル）の量は化学量論に従って等量となるが、本発明のめっき浴では、例えばＥＮＩＧ
プロセスを行なった場合、金の析出の大部分が置換めっきから還元めっきにシフトするた
め、析出した金に対して溶出する下地ニッケルの溶出は非常に少なく、この場合、従来の
通常の置換金めっきの１／８程度に抑えられる。
【００１７】
　これによって、下地金属の侵食を最低限に抑え、かつ均一で緻密な金めっき皮膜を得る
ことができる。また、還元剤を含有していることで、析出した金上に、連続して金が析出
するので、別途厚付け用の金めっきを行なうことなく、１つのめっき浴で厚膜化が可能で
ある。また、金の析出速度を安定して維持することができ、厚膜化してもめっき皮膜が赤
っぽくならず、金特有のレモンイエロー色を保持することができる。
【００１８】
　下地がパラジウムの場合、ニッケルや銅の場合と異なり、パラジウムと金は電位差が小
さい。そのため、従来の置換型の金めっき浴を用いてパラジウム上に金めっきを行なうと
、均一な膜厚が得られず、更に十分な膜厚を得ることもできない。これに対して、本発明
の無電解金めっき浴は、パラジウム表面を活性化し、パラジウムを触媒として還元剤によ
り金を析出させることができ、また析出した金を触媒として更に金を析出させることがで
きることから、パラジウム上においても金めっき皮膜の厚膜化が可能である。
【００１９】
　本発明の無電解金めっき浴中に含まれる水溶性金化合物としては、シアン化金、シアン
化金カリウム、シアン化金ナトリウム、シアン化金アンモニウム等のシアン化金塩、金の
亜硫酸塩、チオ硫酸塩、チオシアン酸塩、硫酸塩、硝酸塩、メタンスルホン酸塩、テトラ
アンミン錯体、塩化物、臭化物、ヨウ化物、水酸化物、酸化物等が挙げられるが、特にシ
アン化金塩であることが好ましい。
【００２０】
　水溶性金化合物の含有量は、金基準で０．０００１～１モル／Ｌであることが好ましく
、０．００２～０．０３モル／Ｌであることがより好ましい。上記範囲未満であると析出
速度が低下するおそれがあり、上記範囲を超えると経済的に不利となる場合がある。
【００２１】
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　本発明の無電解金めっき浴中に含まれる錯化剤としては、無電解めっき浴で用いられて
いる公知の錯化剤を用いることができるが、例えば、リン酸、ホウ酸、クエン酸、グルコ
ン酸、酒石酸、乳酸、リンゴ酸、エチレンジアミン、トリエタノールアミン、エチレンジ
アミン四酢酸、ニトリロ三酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、ヒドロキシエチルエチレ
ンジアミン三酢酸、トリエチレンテトラミン六酢酸、１，３－プロパンジアミン四酢酸、
１，３－ジアミノ－２－ヒドロキシプロパン四酢酸、ヒドロキシエチルイミノ二酢酸、ジ
ヒドロキシルグリシン、グリコールエーテルジアミン四酢酸、ジカルボキシメチルグルタ
ミン酸、ヒドロキシエチリデンニリン酸、エチレンジアミンテトラ（メチレンリン酸）、
又はそのアルカリ金属（例えば、ナトリウム、カリウム）塩、アルカリ土類金属塩、アン
モニウム塩等が挙げられる。
【００２２】
　錯化剤濃度は０．００１～１モル／Ｌであることが好ましく、０．０１～０．５モル／
Ｌであることがより好ましい。上記範囲未満であると溶出した金属によって析出速度が低
下するおそれがあり、上記範囲を超えると経済的に不利となる場合がある。
【００２３】
　本発明の無電解金めっき浴中には、ホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物が含まれる。こ
のホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物としては、具体的にはホルムアルデヒド重亜硫酸ナ
トリウム、ホルムアルデヒド重亜硫酸カリウム、ホルムアルデヒド重亜硫酸アンモニウム
等が挙げられる。
【００２４】
　これらのホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物の濃度は０．０００１～０．５モル／Ｌで
あることが好ましく、０．００１～０．３モル／Ｌであることがより好ましい。上記範囲
未満であると下地ニッケルが腐食するおそれがあり、上記範囲を超えると浴が不安定にな
るおそれがある。
【００２５】
　本発明の無電解金めっき浴は、下記一般式（１）又は（２）
　Ｒ1－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－Ｒ2　（１）
　Ｒ3－（ＣＨ2－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－ＣＨ2）n－Ｒ4　（２）
（式（１）及び（２）中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4は－ＯＨ、－ＣＨ3、－ＣＨ2ＯＨ、－Ｃ

2Ｈ4ＯＨ、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ3）2、－ＣＨ2ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－ＣＨ2ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ
）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（ＣＨ2ＯＨ）、－Ｃ2Ｈ4ＮＨ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）、－ＣＨ2Ｎ（ＣＨ2ＯＨ
）2、－ＣＨ2Ｎ（Ｃ2Ｈ4ＯＨ）2、－Ｃ2Ｈ4Ｎ（ＣＨ2ＯＨ）2又は－Ｃ2Ｈ4Ｎ（Ｃ2Ｈ4Ｏ
Ｈ）2を表し、同じであっても異なっていてもよい。ｎは１～４の整数である。）
で表されるアミン化合物を含有する。本発明のホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物は、ホ
ルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物みでは還元剤として作用せず、このアミン化合物と共存
することで還元作用が生じる。
【００２６】
　これらのアミン化合物濃度は０．００１～３モル／Ｌであることが好ましく、０．０１
～１モル／Ｌであることがより好ましい。上記範囲未満であると析出速度が低下するおそ
れがあり、上記範囲を超えると浴が不安定になるおそれがある。
【００２７】
　なお、上記ホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物及びアミン化合物の含有量のモル比は、
ホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物：アミン化合物＝１：３０～３：１、特に１：１０～
１：１であることが好ましい。ホルムアルデヒド重亜硫酸塩付加物が上記範囲より多いと
浴が不安定になるおそれがあり、アミン化合物が上記範囲より多いと経済的に不利になる
場合がある。
【００２８】
　本発明の無電解金めっき浴のｐＨは、５～１０であることが好ましい。上記範囲未満で
あると析出速度が低下するおそれがあり、上記範囲を超えると浴が不安定になるおそれが
ある。ｐＨ調整剤としては、公知のめっき浴で使用されている水酸化ナトリウム、水酸化
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カリウム、アンモニア、硫酸、リン酸、ホウ酸等を使用することができる。
【００２９】
　また、本発明の無電解金めっき浴の使用温度は、４０～９０℃であることが好ましい。
上記範囲未満であると析出速度が低下するおそれがあり、上記範囲を超えると浴が不安定
になるおそれがある。
【００３０】
　本発明の無電解金めっき浴を用い、金属表面を無電解金めっき浴に接触させることによ
り、基体の金属表面を無電解金めっき処理することができる。この場合、例えば５～６０
分の接触時間で、厚さ０．０１～２μｍの金めっき皮膜を形成することが可能であり、例
えば、０．００２～０．０３μｍ／分の析出速度で金めっき皮膜を成膜することができる
。
【００３１】
　基体の金属表面（被めっき面）の材質としては、銅、銅合金、ニッケル、ニッケル合金
、パラジウム、パラジウム合金などを対象とすることができる。上記ニッケル合金として
は、ニッケルーリン合金、ニッケル－ホウ素合金など、パラジウム合金としては、パラジ
ウム－リン合金などを挙げることができる。このような金属表面は、基体自体が金属（合
金）であるものの表面の他、基体表面に金属皮膜が形成された該皮膜の表面であってもよ
い。金属皮膜は、電気めっきにより形成されたもの、無電解めっきにより形成されたもの
のいずれであってもよいが、ニッケル、ニッケル合金、パラジウム、パラジウム合金の場
合、無電解めっきによって形成されたものが一般的である。更に、基体にニッケル又はニ
ッケル合金皮膜を介して形成された、パラジウム又はパラジウム合金皮膜表面を無電解金
めっき処理する場合にも好適である。
【００３２】
　本発明の無電解金めっき浴は、例えば、ＥＮＩＧ（Electroless Nickel Immersion Gol
d）、即ち、（銅上に形成された）下地無電解ニッケルめっき皮膜上に金めっき皮膜を形
成する方法、ＤＩＧ（Direct Immersion Gold）、即ち、銅上に直接金めっき皮膜を形成
する方法、ＥＮＥＰＩＧ（Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold
）、即ち、（銅上に形成された）下地無電解ニッケルめっき皮膜上に無電解パラジウムめ
っき皮膜を介して金めっき皮膜を形成する方法のいずれの金めっき皮膜の形成にも用いる
ことが可能であり、いずれの場合においても本発明の無電解金めっき浴を用いることによ
り、ニッケル表面上、銅表面上、パラジウム表面上で上記範囲において所定の厚さの金め
っき皮膜を形成することができる。
【００３３】
　本発明の無電解金めっき浴及びこれを用いた無電解金めっき方法は、例えばプリント配
線基板やＩＣパッケージ等の電子部品の配線回路実装部分や端子部分を金めっき処理する
場合に好適である。
【００３４】
　なお、本発明のめっき浴は金属表面（被めっき面）が銅の場合でも良好な皮膜が得られ
、下地が銅の場合、銅の酸化、拡散が抑制され良好なはんだ接合特性が得られる。また、
厚膜化することで、ワイヤボンディングにも使用可能である。また、本発明のめっき浴は
、パラジウム上にも良好な金皮膜を析出させることができるため、鉛フリーはんだ接合や
ワイヤボンディングへの利用に最適である。
【実施例】
【００３５】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に
限定されるものではない。
【００３６】
　　［実施例１～４、比較例１，２］
　表１に示される組成の金めっき浴を用い、（１）Ｄｉｒｅｃｔ無電解金めっきプロセス
、（２）ニッケル／金めっきプロセス、（３）ニッケル／パラジウム／金プロセスとして
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、各々銅張りプリント基板に対して表２～４に示される処理を施し、次いで処理された銅
張りプリント基板を金めっき浴に浸漬して、金めっきを施した。得られた金めっき皮膜の
膜厚、及びニッケル／金めっきプロセス時の金剥離後のニッケル表面腐食の有無を表１に
示す。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　アミン化合物－１：ＨＯＣ2Ｈ4－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4ＯＨ
　アミン化合物－２：Ｃ2Ｈ5－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4ＯＨ
　アミン化合物－３：Ｃ2Ｈ5－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－Ｃ2

Ｈ4ＯＨ
　アミン化合物－４：（ＣＨ3）2ＮＣ2Ｈ4－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4－ＮＨ－Ｃ2Ｈ4Ｎ（ＣＨ3）2

【００３９】
　（１）Ｄｉｒｅｃｔ無電解金めっきプロセス

【表２】

　各工程間　水洗
【００４０】
　（２）ニッケル／金めっきプロセス
【表３】

　各工程間　水洗
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【００４１】
　（３）ニッケル／パラジウム／金プロセス
【表４】

　各工程間　水洗
【００４２】
　実施例１～４においては良好な金膜厚が得られ、ニッケル／金プロセス時の金剥離後の
ニッケル表面腐食も確認されなかった。
　比較例１では、置換反応のみのため、Ｄｉｒｅｃｔ無電解金プロセス、ニッケル／金プ
ロセスでは膜厚不足となり、ニッケル／パラジウム／金プロセスではほとんど析出しなか
った。
　比較例１，２共に、ニッケル／金プロセス時の金剥離後のニッケル表面で腐食が確認さ
れた。
【００４３】
　以上より、本発明の無電解金めっき浴が以下の点で優れていることがわかる。
（１）金剥離後のニッケル表面の腐食が起こりにくい。
（２）厚膜化しても良好な皮膜外観を示す。
（３）１液で金めっき皮膜の厚膜化が可能である。
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