
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形機による導電性材料の形成に適したペレット形状の、導電性樹脂組成物よりな
る導電性プラスチックにおいて、
（ａ）熱可塑化温度を有する熱可塑性樹脂と、
（ｂ）前記熱可塑化温度より低い融点を有し、前記熱可塑性樹脂の可塑化時に半溶融状態
を形成する粉末状の鉛フリーハンダと、
（ｃ 鉛フリーハンダの粉末を前記熱可塑性樹脂中に細かく分散させることを補助する
金属粉末または金属粉末と金属短繊維との混合物とからなり、
　前記熱可塑性樹脂が熱可塑化し前記ハンダが半溶融状態となる温度で、前記（ａ），（
ｂ）及び（ｃ）の混合物を混練し、前記ハンダの隣接する粉末間にハンダ付けされた接続
部を形成して、前記混練した混合物を造粒機を用いてペレット形状にしたことを特徴とす
る導電性プラスチック。
【請求項２】
　請求項１記載の導電性プラスチックにおいて、前記粉末状の鉛フリーハンダは、Ｓｎ－
Ｃｕ，Ｓｎ－Ｚｎ，Ｓｎ－Ａｌ及びＳｎ－Ａｇから選択された合金であり、前記金属粉末
は銅、ニッケル、アルミニウム、クロム及びそれらの合金から選択された金属の粉末であ
ることを特徴とする導電性プラスチック。
【請求項３】
　請求項１記載の導電性プラスチックにおいて、前記鉛フリーハンダの粉末は熱可塑性樹
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脂全体に互いに接合された状態で分散していることを特徴とする導電性プラスチック。
【請求項４】
　請求項１記載の導電性プラスチックにおいて、前記導電性樹脂組成物は、１０ - 3Ω・ｃ
ｍ以下の体積固有抵抗を有することを特徴とする導電性プラスチック。
【請求項５】
　導電回路であって、請求項１記載の導電性樹脂組成物を射出することにより、絶縁物中
に配線を形成することを特徴とする導電回路。
【請求項６】
　請求項５記載の導電回路において、前記配線は搭載電気・電子部品との接続を形成する
ことを特徴とする導電回路。
【請求項７】
　請求項５記載の導電回路において、前記配線は電気・電子部品との接続を形成すること
を特徴とする導電回路。
【請求項８】
　熱可塑性樹脂と、可塑化時に溶融し得る鉛フリーハンダと、該鉛フリーハンダを前記熱
可塑性樹脂中に細かく分散させることを補助する金属粉末又は金属粉末と金属短繊維の混
合物を含む導電性樹脂組成物を射出成形し、絶縁物中に配線を形成することを特徴とする
導電回路の形成方法。
【請求項９】
　熱可塑性樹脂と、可塑化時に溶融し得る鉛フリーハンダと、該鉛フリーハンダを前記熱
可塑性樹脂中に細かく分散させることを補助する金属粉末又は金属粉末と金属短繊維の混
合物を含む導電性樹脂組成物を電気・電子部品間を離間している絶縁物に射出成形し、前
記電気・電子部品間に配線を形成することを特徴とする導電回路の形成方法。
【請求項１０】
　熱可塑性樹脂と、可塑化時に溶融し得る鉛フリーハンダと、該鉛フリーハンダを前記熱
可塑性樹脂中に細かく分散させることを補助する金属粉末又は金属粉末と金属短繊維の混
合物を含む導電性樹脂組成物を基板上に射出成形し、搭載電気・電子部品への配線を形成
することを特徴とする導電回路の形成方法。
【請求項１１】
（ａ）空間を有するフレームを成形する工程と、
（ｂ）前記フレームの空間に熱可塑性樹脂と、可塑化時に溶融し得る鉛フリーハンダと、
該鉛フリーハンダを前記熱可塑性樹脂中に細かく分散させることを補助する金属粉末又は
金属粉末と金属短繊維の混合物を含む導電性樹脂組成物を射出成形し、配線を形成する工
程とを有することを特徴とする導電回路の形成方法。
【請求項１２】
　請求項 記載の導電回路の形成方法において、前記フレームに予め電気・電子部品を
実装することを特徴とする導電回路の形成方法。
【請求項１３】
　請求項 記載の導電回路の形成方法において、前記電気・電子部品のリードに連通す
る空間を設け、該空間に配線を形成することを特徴とする導電回路の形成方法。
【請求項１４】
　請求項 記載の導電回路の形成方法において、前記複数の電気・電子部品のリードに
それぞれ連通する空間を設け、該空間に配線を形成することを特徴とする導電回路の形成
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、樹脂と金属（鉛フリーハンダ）を金属の半溶融状態下で、または完全溶融状
態下で溶融しない金属粉末を完全溶融状態の金属に添加することにより、疑似的に金属の
半溶融状態を作り、この金属の半溶融状態下で樹脂との混練を行い、樹脂中に金属を細か
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く分散させ、また分散した金属を接続させて低抵抗の導電性樹脂組成物を製造する技術に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来から高導電性プラスチックとして、樹脂中に金属繊維や金属繊維に低融点金属を混
ぜて金属繊維の接触抵抗を下げて信頼性を向上させた導電性プラスチックは、電磁波シー
ルドなどの用途として利用されている。
【０００３】
　しかし、これまでの導電性プラスチックは体積固有抵抗が１０ - 3Ω・ｃｍ以上あり、抵
抗が大きいため、通電を行った場合に発熱して、導電性プラスチックが溶けたり、抵抗が
大きくなるため、通電用途には利用できなかった。
【０００４】
　また、体積固有抵抗を下げるために、繊維の混入量を多くすると、射出成形ができなく
なるなど成形性が悪くなるといった問題を生じる。また、有害な鉛を含むハンダを使用し
た場合、廃棄物の環境問題が生じる。
【０００５】
　更に、他の技術として、ＭＩＤ（Ｍｏｌｄｅｄ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ，射出成形回路部品）と称する方法がある。この方法は、樹脂を２回射出成形し、そ
の一方にメッキがのりやすいように処理を施した樹脂を使用することにより、射出成形体
をメッキすることで表面に金属膜を形成する技術である。
【０００６】
　しかし、この技術にはメッキ工程が必要であり、メッキにより導電回路を形成する必要
から、樹脂の内部には回路が形成できない。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　上記したように、導電性プラスチックの導電性を上げるためには、より多くの金属成分
を樹脂中に混ぜなければならないが、繊維状の物を多く混入すると成形性が悪く、ノズル
づまりが起こったり、細い形状に射出成形ができない。また、金属粉末を多量に入れて、
金属同士の接触による接続を図り、導電性を得ようとする場合には、体積比率で６０％以
上混入する必要があり、この場合でも成形性が悪いばかりではなく、その導電性は低く、
温度変化により、プラスチックと金属成分の熱膨張差があるため、高温になると樹脂の膨
張に伴い、金属の接触箇所が減少し、その結果として導電性が劣化するといった問題が生
じる。
【０００８】
　さらに、低融点金属である共晶ハンダを少量加えたものがあるが、共晶ハンダは鉛を含
んでおり、その廃棄物は地球環境に対して悪影響を及ぼす。
【０００９】
　また、上記したＭＩＤ法では、メッキ工程を必要とし、また樹脂自身に導電性がないた
め、樹脂の内部には導電回路を形成できない。
【００１０】
　本発明は、上記問題点を除去し、様々な環境下で、導電性の低下を起こすことがない、
信頼性の高い鉛フリー超高導電性プラスチック、それによる導電回路及びその導電回路の
形成方法を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的を達成するために、
　（１）射出成形機による導電性材料の形成に適したペレット形状の、導電性樹脂組成物
よりなる導電性プラスチックにおいて、（ａ）熱可塑化温度を有する熱可塑性樹脂と、（
ｂ）前記熱可塑化温度より低い融点を有し、前記熱可塑性樹脂の可塑化時に半溶融状態を
形成する粉末状の鉛フリーハンダと、（ｃ） 鉛フリーハンダの粉末を前記熱可塑性樹
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脂中に細かく分散させることを補助する金属粉末または金属粉末と金属短繊維との混合物
とからなり、前記熱可塑性樹脂が熱可塑化し前記ハンダが半溶融状態となる温度で、前記
（ａ），（ｂ）及び（ｃ）の混合物を混練し、前記ハンダの隣接する粉末間にハンダ付け
された接続部を形成して、前記混練した混合物を造粒機を用いてペレット形状にするよう
にしたものである。
【００１２】
　（２）上記（１）記載の導電性プラスチックにおいて、前記粉末状の鉛フリーハンダは
、Ｓｎ－Ｃｕ，Ｓｎ－Ｚｎ，Ｓｎ－Ａｌ及びＳｎ－Ａｇから選択された合金であり、前記
金属粉末は銅、ニッケル、アルミニウム、クロム及びそれらの合金から選択された金属の
粉末である。
【００１３】
　（３）上記（１）記載の導電性プラスチックにおいて、前記鉛フリーハンダの粉末は熱
可塑性樹脂全体に互いに接合された状態で分散するようにしたものである。
【００１４】
　（４）上記（１）記載の導電性プラスチックにおいて、前記導電性樹脂組成物は、１０
- 3Ω・ｃｍ以下の体積固有抵抗を有するようにしたものである。
【００１５】
　（５）導電回路であって、上記（１）記載の導電性樹脂組成物を射出することにより、
絶縁物中に配線を形成するようにしたものである。
【００１６】
　（ ）上記（５）記載の導電回路において、前記配線は搭載電気・電子部品との接続を
形成するようにしたものである。
【００１７】
　（ ）上記（５）記載の導電回路において、前記配線は電気・電子部品との接続を形成
するようにしたものである。
【００１８】
　（ ）導電回路の形成方法において、熱可塑性樹脂と、可塑化時に溶融し得る鉛フリー
ハンダと、この鉛フリーハンダを前記熱可塑性樹脂中に細かく分散させることを補助する
金属粉末又は金属粉末と金属短繊維の混合物を含む導電性樹脂組成物を射出成形し、絶縁
物中に配線を形成することを特徴とする。
【００１９】
　（ ）導電回路の形成方法において、熱可塑性樹脂と、可塑化時に溶融し得る鉛フリー
ハンダと、この鉛フリーハンダを前記熱可塑性樹脂中に細かく分散させることを補助する
金属粉末又は金属粉末と金属短繊維の混合物を含む導電性樹脂組成物を電気・電子部品間
を離間している絶縁物に射出成形し、前記電気・電子部品間に配線を形成するようにした
ものである。
【００２０】
　（ ）導電回路の形成方法において、熱可塑性樹脂と、可塑化時に溶融し得る鉛フリ
ーハンダと、この鉛フリーハンダを前記熱可塑性樹脂中に細かく分散させることを補助す
る金属粉末又は金属粉末と金属短繊維の混合物を含む導電性樹脂組成物を基板上に射出成
形し、搭載電気・電子部品への配線を形成するようにしたものである。
【００２１】
　（ ）導電回路の形成方法において、空間を有するフレームを成形する工程と、前記
フレームの空間に熱可塑性樹脂と、可塑化時に溶融し得る鉛フリーハンダと、この鉛フリ
ーハンダを前記熱可塑性樹脂中に細かく分散させることを補助する金属粉末又は金属粉末
と金属短繊維の混合物を含む導電性樹脂組成物を射出成形し、配線を形成する工程とを有
する。
【００２２】
　（ ）上記（ ）記載の導電回路の形成方法において、前記フレームに予め電気・
電子部品を実装するようにしたものである。
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【００２３】
　（ ）上記（ ）記載の導電回路の形成方法において、前記電気・電子部品のリー
ドに連通する空間を設け、この空間に配線を形成するようにしたものである。
【００２４】
　（ ）上記（ ）記載の導電回路の形成方法において、前記複数の電気・電子部品
のリードにそれぞれ連通する空間を設け、この空間に配線を形成するようにしたものであ
る。
【００２５】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の態様を詳細に説明する。
【００２６】
　本発明で用いる合成樹脂は特に制限されず、一般的に使用されてきたものが使用可能で
ある。しかし、成形の容易さ及び他の要求物性等の観点から熱可塑性樹脂が好ましい。
【００２７】
　本発明で用いられる金属は、これを含む合成樹脂組成物が熱可塑化する際に、半溶融し
うる鉛を含まない金属でなければならない。したがって、熱可塑性樹脂の熱可塑化温度が
通常３５０℃以下であるので、これ以下の融点を持つ低融点金属が好適である。
【００２８】
　金属は金属単体でもよく、合金でもよい。また半溶融状態で混練するため、その形状も
、特に制限されないが、粒状または、粉状のものが、分散させるためには取扱い易いので
望ましい。
【００２９】
　上記金属の具体例を示すと、亜鉛（Ｚｎ）、錫（Ｓｎ）、ビスマス（Ｂｉ）、アルミニ
ウム（Ａｌ）、カドミウム（Ｃｄ）、インジウム（Ｉｎ）等及びそれらの合金をあげるこ
とができる。
【００３０】
　このうち、好ましい合金の例としては、Ｓｎ－Ｃｕ、Ｓｎ－Ｚｎ、Ｓｎ－Ａｌ、Ｓｎ－
Ａｇ等の低融点合金があげられる。
【００３１】
　ハンダの分散を補助する金属粉末としては、銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、アルミニ
ウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）等及びそれらの合金粉末をあげることができる。また、金
属粉末の粒径が細かい方が混練後のハンダの分散は細かくなるが、粒径を一定にする必要
はなく、粒径の分布を持った金属粉末も使用できる。
【００３２】
　本発明において、金属成分の使用量は、導電性樹脂組成物全体の体積割合で、３０～７
５％であり、好ましくは４５～６５％である。
【００３３】
　本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックは、樹脂と環境面からも鉛を含まない低融点
合金（鉛フリーハンダ）を用い、これらを金属の半溶融状態で混練を行うことにより、金
属成分である鉛フリーハンダを樹脂中に細かく分散させることができ、かつ半溶融状態で
混練することで分散されているもの同士が、お互いに連続してつながっており、このつな
がりは単なる接触ではなく、ハンダの接合であり、金属の接触による導電性と異なるため
、成形体が高温になっても接合が切れることなく、安定した低抵抗を示す。
【００３４】
　この材料を射出成形する場合は、金属成分の一部が半溶融のためと、鉛フリーハンダが
細かく分散されているため、多量の金属成分を含んでいるにもかかわらず、細い形状に射
出成形が可能であり、射出成形による工程のみで導電回路が形成できる。また、メッキを
必要としないため、射出成形体の内部にも低抵抗の導電回路を形成することができる。
【００３５】
　本発明の導電性樹脂組成物を製造するには、一般的な樹脂用の混練機器や、押し出し機
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器を用いることができる。
【００３６】
【実施例１】
　ＡＢＳ樹脂（東レ製、トヨラック４４１）４５体積％に鉛フリーハンダ（福田金属箔粉
工業製、Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ－ＡｔＷ－１５０）４０体積％と銅粉末（福田金属箔粉工業製
、ＦＣＣ－ＳＰ－７７、平均粒径１０μｍ）１５体積％を軽く混ぜ合わせ、２２０℃に設
定された混練機（森山製作所製、２軸加圧タイプ）に投入し、加熱保持時間なしで、回転
数２５～５０ｒｐｍにて２０分間混練し、熱可塑化せしめたハンダを、半溶融状態で樹脂
中に分散させた。
【００３７】
　その混練体を、プランジャー押出造粒機（トーシン製、ＴＰ６０－２型）にてダイス温
度２００～２４０℃にて造粒し、ペレットを作製した。
【００３８】
　このペレットを使用し、射出成形機（川口鉄鋼製、ＫＳ－１０Ｂ）の設定温度２３０～
２８０℃で金型（金型温度、常温～１５０℃）に射出成形を行った。
【００３９】
　得られた射出成形品は金属の分離は全く認められず、均一な表面をしていた。
【００４０】
　この射出成形品は、光学顕微鏡によるハンダの分散状況の観察では、ハンダは樹脂中に
約５μｍの大きさで均一に分散していた。この試料の体積固有抵抗は、１０ - 5Ω・ｃｍオ
ーダーを示した。
【００４１】
【実施例２】
　ＰＢＴ樹脂（ポリプラスチック製）４５体積％に鉛フリーハンダ（福田金属箔粉工業製
、Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ－ＡｔＷ－１５０）４０体積％と銅粉末（福田金属箔粉工業製、ＦＣ
Ｃ－ＳＰ－７７、平均粒径１０μｍ）１５体積％を軽く混ぜ合わせ、２２０℃に設定され
た混練機（森山製作所製、２軸加圧タイプ）に投入し、加熱保持時間なしで、回転数２５
～５０ｒｐｍにて混練体の温度が２３５℃以上に上昇しないように、回転数を下げること
や、冷却するなどの処置により、２０分間混練し、熱可塑化せしめ、ハンダを半溶融状態
で樹脂中に分散させた。混練体の光学顕微鏡によるハンダの分散状況の観察では、ハンダ
は樹脂中に約５μｍの大きさで均一に分散していた。
【００４２】
【実施例３】
　ＡＢＳ樹脂（東レ製、トヨラック４４１）３５体積％に鉛フリーハンダ（福田金属箔粉
工業製、Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ－ＡｔＷ－１５０）５５体積％と銅粉末（福田金属箔粉工業製
、ＦＣＣ－ＳＰ－７７、平均粒径１０μｍ）１０体積％を軽く混ぜ合わせ、金属成分の合
計が６５体積％に設定し、この混合したものを２２０℃に設定された混練機（森山製作所
製、２軸加圧タイプ）に投入し、加熱保持時間なしで、回転数２５～５０ｒｐｍにて２０
分間混練し、熱可塑化せしめ、ハンダを半溶融状態で樹脂中に分散させた。
【００４３】
　混練体をプランジャー押出造粒機（トーシン製、ＴＰ６０－２型）にてダイス温度２０
０～２４０℃にて造粒し、ペレットを作製した。このペレットを使用して、射出成形機（
川口鉄鋼製、ＫＳ－１０Ｂ）の設定温度２３０～２８０℃で金型（金型温度、常温；１５
０℃）に射出成形を行った。
【００４４】
　得られた射出成形品は、金属の分離は認められず、均一な表面をしていた。光学顕微鏡
によるハンダの分散状況の観察では、ハンダは樹脂中に約１００μｍ以下の大きさで均一
に分散していた。この試料の体積固有抵抗は４×１０ - 5Ω・ｃｍオーダーを示した。
【００４５】
　上記した具体例からも明らかなように、樹脂中に鉛フリーハンダを細かく分散させるこ
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とができ、金属成分を６５体積％と多量に混入しても、加熱時に樹脂から分離を起こさな
い混練体を得ることができた。
【００４６】
　この鉛フリー超高導電性プラスチックは、ハンダがお互いに接続しているため、温度変
化に対しても導電性が劣化することなく、安定した高い導電性を示し、射出成形において
も細い形状でも詰まることなく成形が可能であった。
【００４７】
　この鉛フリー超高導電性プラスチックを用いることにより、射出成形により３次元形状
の低抵抗の導電回路の形成が可能となった。
【００４８】
　以下、図面を参照しながら具体例を詳細に説明する。
【００４９】
　図１は本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックの概略構造図である。
【００５０】
　この図に示すように、本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックにおいては、鉛フリー
ハンダ１は、プラスチック３中を溶融したハンダ２で互いに接続されるため、鉛フリーハ
ンダ１は互いに接合状態にあり、高導電性が得られ、接続の信頼性が高い。
【００５１】
　これに対して、図２に示すように、従来の溶融しない金属粉末５をプラスチック４に混
練した場合は、金属成分を多量に混入しないと、金属が接続しないために、導電性が得ら
れない。
【００５２】
　図３は本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いた導電回路形成工程を示す図で
ある。
【００５３】
　（１）まず、金型（図示なし）をセットして、図３（ａ）に示すように、最終的には、
設計された配線となる所望の空間１１，１２，１３を有するプラスチックからなるフレー
ム（射出成形体）１０を通常の射出成形機を用いて成形する。
【００５４】
　（２）次に、図３（ｂ）に示すように、その所望の空間１１，１２，１３に本発明の鉛
フリー超高導電性プラスチックを射出成形機を用いて射出成形し、配線（導電回路）１４
，１５，１６を形成する。
【００５５】
　上記したフレーム１０は、成形される態様によって異なるが、基板、ケース、カバーや
筐体として機能させることができる。
【００５６】
　なお、導電回路の形状は自在に構成することができる。例えば、局部的にも幅や厚さを
自由に設定することができる。また、形状がピンや端子類似の形状にも構成することがで
きる。
【００５７】
　更に、図４に示すように、フレーム２０に複数層の配線（導電回路）２１，２２，２３
や分岐配線（分岐回路）２４，２５や両面への配線（導通回路）２６，２７を形成するこ
ともできる。
【００５８】
　すなわち、配線（導電回路）は、フレームの表面、フレーム中、フレームの両面接続も
可能である。
【００５９】
　このように導電回路の配置が自在であり、特に、通信回路が構成される基板では、多種
類の回路（信号線、電源線、アース線の回路等）で、多層配線回路が構成されるが、この
ような回路に適用すると好適である。
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【００６０】
　図５は本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いた電気・電子部品の接続例（そ
の１）を示す図である。
【００６１】
　この図に示すように、この実施例では、フレーム３０には、まずその表面に電気・電子
部品３１が搭載され、そのリード端子３２がフレーム３０内に延びて裏面近傍まで延設さ
れ、そのリード端子３２の先端部に空間が形成される。その空間に、本発明の鉛フリー超
高導電性プラスチックを射出成形することにより、配線３３を形成し、電気・電子部品３
１への接続を行うことができる。
【００６２】
　このように、この実施例では、電気・電子部品３１はフレームの外部に、配線３３はフ
レームの内部に形成することができる。
【００６３】
　図６は本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いた電気・電子部品の接続例（そ
の２）を示す図である。
【００６４】
　この図に示すように、この実施例では、フレーム４０内に電気・電子部品４１を実装し
、そのリード端子４２がフレーム４０の裏面外に突設され、そのリード端子４２の先端部
に、本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを射出成形することにより、配線４３を形
成し、電気・電子部品４１への接続を行うことができる。
【００６５】
　このように、この実施例では、電気・電子部品４１はフレームの内部に、配線４３はフ
レームの外部に形成することができる。
【００６６】
　図７は本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いた電気・電子部品の接続例（そ
の３）を示す図である。
【００６７】
　この図に示すように、この実施例では、フレーム５０内に電気・電子部品５１を実装し
、そのリード端子５２はフレーム５０の裏面近傍まで延びるが、そのフレーム５０の内部
に設けられる。そのリード端子５２の先端部に空間が形成される。その空間に、本発明の
鉛フリー超高導電性プラスチックを射出成形することにより、配線５３を形成し、電気・
電子部品５１への接続を行うことができる。
【００６８】
　このように、この実施例では、電気・電子部品５１と配線５３はフレームの内部に形成
することができる。
【００６９】
　また、射出成形での導電回路成形時に、回路部品類を金型内にセットしておくことによ
り、導電回路と部品を射出成形の１工程で接続でき、回路実装工程の簡略化を図ることが
できる。
【００７０】
　図８は本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いた電気・電子部品の接続例（そ
の４）を示す図である。
【００７１】
　図７で説明した接続例（その３）と同様に、フレーム６０，７０内に電気・電子部品６
１，７１を実装し、そのリード端子６２，７２はフレーム６０，７０の裏面近傍まで延び
るが、そのフレーム６０，７０の内部に設けられる。そのリード端子６２，７２の先端部
に空間が形成される。
【００７２】
　そのようなフレーム６０，７０の空間を連結させて、その空間に本発明の鉛フリー超高
導電性プラスチックを射出成形することにより、電気・電子部品６１，７１が実装された
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フレーム６０と７０の配線６３，７３の接続を行うことができ、電気・電子部品モジュー
ルを製造することができる。
【００７３】
　このように構成すると、２枚のフレームの同時成形による回路形成を行うことができる
。
【００７４】
　図９は本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いたピンの接続例を示す図である
。
【００７５】
　この図に示すように、この実施例によれば、フレーム８０の裏面に突出するようにピン
８１を植設して、そのフレーム８０の裏面部で、かつピン８１に連通する空間を形成する
。また、フレーム８０の両面に突出するようにピン８３を植設して、そのフレーム８０の
裏面部で、かつピン８３に連通する空間を形成する。更に、フレーム８０の表面に突出す
るとともに、裏面近傍まで延びるようにピン８５を植設して、そのフレーム８０の裏面部
で、かつピン８１に連通する空間を形成する。
【００７６】
　その状態で、上記空間に本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを射出成形すること
により、一度に複数の各種のピンに接続される配線８２，８４，８６を形成することがで
きる。
【００７７】
　なお、ピンは、ＩＣ用ソケットなどのリードピン類を含む。
【００７８】
　図１０は本発明の導電回路形成を適用した表面実装型チップ部品搭載用のパッケージの
リード配線を示す図である。
【００７９】
　この図に示すように、この実施例によれば、プラスチックにより基板（フレーム，射出
成形体に対応）９０を成形し、その表面に回路パターンに応じた空間が形成されており、
その空間に本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを射出成形することにより、リード
配線９１を形成することができる。なお、９２は表面実装型チップ（ＬＳＩやＩＣ）を搭
載する領域である。因みに、パッケージのサイズＬ 1  は５０ｍｍ、リード配線の外端のサ
イズＬ 2  は１ｍｍ、リード配線の内端のサイズＬ 3  は０．５ｍｍに形成することができる
。
【００８０】
　このように、表面実装型チップ部品搭載用のパッケージのリード配線の形成にも威力を
発揮することができる。
【００８１】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の
変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
【００８２】
【発明の効果】
　以上、詳細に説明したように、本発明によれば、
　（１）本発明によれば、低抵抗値を示すとともに、様々な環境下で導電性の低下を起こ
すことのない、信頼性の高い鉛フリー超高導電性プラスチックを提供することができる。
【００８３】
　すなわち、樹脂と環境面からも鉛を含まない低融点合金（鉛フリーハンダ）を用い、こ
れらを金属の半溶融状態で混練を行うことにより、金属成分である鉛フリーハンダを樹脂
中に細かく分散させることができ、かつ半溶融状態で混練することにより、分散されてい
るもの同士がお互いに連続してつながっており、このつながりは単なる接触ではなく、ハ
ンダの接合であり、金属の接触による導電性と異なるため、成形体が高温になっても接合
が切れることなく、安定した低抵抗を示す。
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【００８４】
　（２）この材料を射出成形する場合は、金属成分の一部が半溶融のためと、鉛フリーハ
ンダが細かく分散されているために、多量の金属成分を含んでいるにもかかわらず、細い
形状にも射出成形が可能であり、射出成形による工程のみで導電回路が形成できる。また
、メッキを必要としないためフレーム（射出成形体）の内部にも低抵抗の導電回路を形成
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックの概略構造図である。
【図２】　従来の溶融しない金属粉末を樹脂に混練したプラスチックの概略構造図である
。
【図３】　本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いた導電回路形成工程を示す図
である。
【図４】　本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いた導電回路例を示す図である
。
【図５】　本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いた電気・電子部品の接続例（
その１）を示す図である。
【図６】　本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いた電気・電子部品の接続例（
その２）を示す図である。
【図７】　本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いた電気・電子部品の接続例（
その３）を示す図である。
【図８】　本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いた電気・電子部品の接続例（
その４）を示す図である。
【図９】　本発明の鉛フリー超高導電性プラスチックを用いたピンの接続例を示す図であ
る。
【図１０】　本発明の導電回路形成を適用した表面実装型チップ部品搭載用のパッケージ
のリード配線を示す図である。
【符号の説明】
　１　　鉛フリーハンダ
　２　　ハンダ
　３　　プラスチック
　１０，２０，３０，４０，５０，６０，７０，８０　　フレーム
　１１，１２，１３　　空間
　１４，１５，１６，２１，２２，２３，２４，２５，２６，２７，３３，４３，５３，
６３，７３，８２，８４，８６　　配線
　３１，４１，５１，６１，７１　　電気・電子部品
　３２，４２，５２，６２，７２　　リード端子
　８１，８３，８５　　ピン
　９０　　基板
　９１　　リード配線
　９２　　表面実装型チップ（ＬＳＩやＩＣ）を搭載する領域
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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