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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ニッケル又はニッケル合金の無電解堆積用の水性無電解めっき浴であって、
（ｉ）ニッケルイオンの源、
（ｉｉ）少なくとも１種の錯化剤、
（ｉｉｉ）次亜リン酸塩、アミンボラン、ホウ化水素、ヒドラジン及びその誘導体及びホ
ルムアルデヒドからなる群より選ばれる少なくとも１種の還元剤、
（ｉｖ）以下の式（１）：
【化１】
10

（式中、ＸはＯ及びＮＲ４から選択され、ｎは１〜６の範囲であり、ｍは１〜８の範囲で
あり；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は独立して水素及びＣ１〜Ｃ４アルキルから選択され；
Ｙは−ＳＯ３Ｒ５、−ＣＯ２Ｒ５及び−ＰＯ３Ｒ５２から選択され、且つＲ５は水素、Ｃ
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１〜Ｃ４アルキル及び好適な対イオンから選択される）

による安定剤
を含む、前記水性無電解めっき浴。
【請求項２】
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４が水素、メチル及びエチルから選択される、請求項１に記載
の水性無電解めっき浴。
【請求項３】
Ｒ５が水素、メチル、エチル、ナトリウム、カリウム、ニッケル及びアンモニウムから
選択される、請求項１又は２に記載の水性無電解めっき浴。
【請求項４】
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ＹがＳＯ３Ｒ５である、請求項１から３までのいずれか１項に記載の水性無電解めっき
浴。
【請求項５】
式（１）による安定剤の濃度が０．０２〜５．０ミリモル／ｌの範囲である、請求項１
から４までのいずれか１項に記載の水性無電解めっき浴。
【請求項６】
少なくとも１種の合金金属イオンの源を更に含み、その際、少なくとも１種の合金金属
イオンが、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン
、ハフニウム、タンタル、タングステン、銅、銀、金、アルミニウム、鉄、コバルト、パ
ラジウム、ルテニウム、ロジウム、オスミウム、イリジウム、白金、亜鉛、カドミウム、
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ガリウム、インジウム、スズ、アンチモン、タリウム、鉛、及びビスマスからなる群から
選択される、請求項１から５までのいずれか１項に記載の水性無電解めっき浴。
【請求項７】
水性無電解めっき浴が３．５〜７のｐＨ値を有する、請求項１から６までのいずれか１
項に記載の水性無電解めっき浴。
【請求項８】
ニッケルイオンの濃度が０．１〜６０ｇ／ｌの範囲である、請求項１から７までのいず
れか１項に記載の水性無電解めっき浴。
【請求項９】
少なくとも１種の錯化剤が、アミン、カルボン酸、ヒドロキシルカルボン酸、アミノカ

30

ルボン酸及び前述の塩からなる群から選択される、請求項１から８までのいずれか１項に
記載の水性無電解めっき浴。
【請求項１０】
少なくとも１種の錯化剤の濃度が０．０１〜３．０モル／ｌの範囲である、請求項１か
ら９までのいずれか１項に記載の水性無電解めっき浴。
【請求項１１】
少なくとも１種の還元剤の濃度が０．０１〜３．０モル／ｌの範囲である、請求項１か
ら１０までのいずれか１項に記載の水性無電解めっき浴。
【請求項１２】
少なくとも１種の還元剤が次亜リン酸塩である、請求項１から１１までのいずれか１項
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に記載の水性無電解めっき浴。
【請求項１３】
ニッケル又はニッケル合金の無電解堆積法であって、
（ｉ）基板を提供する工程、
（ｉｉ）請求項１から１２までのいずれか１項に記載の水性無電解めっき浴に基板を浸漬
する工程、
（ｉｉｉ）それによってニッケル又はニッケル合金を基板上に堆積する工程
を含む、前記方法。
【請求項１４】
水性無電解めっき浴が少なくとも１種の還元剤として次亜リン酸塩を含有する、請求項
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１３に記載の方法。
【請求項１５】
１０〜１５質量％の間のリン含有率を得るために、めっき速度が４〜１４μｍ／時の間
で変化する、請求項１３又は１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の属する技術分野
本発明は、ニッケル及びニッケル合金の無電解堆積用の水性めっき浴組成物に関する。
本発明によって得られたニッケルコーティングは、高い均一性及び高い硬度、良好な耐摩
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耗性及び耐腐食性を示す。このようなコーティングは、航空宇宙、自動車、電気及び化学
工業における機能的なコーティングとして適している。このようなメッキ浴から堆積され
た金属層は、半導体デバイスにおいてバリア及びキャップ層、プリント回路基板、ＩＣ基
板等としても有用である。
【０００２】
発明の背景
バリア層は、異なる組成物の層を分離し、それによってこのような異なる組成物の層の
間の望ましくない拡散を防止するために、電子機器、例えば、半導体デバイス、プリント
回路基板、ＩＣ基板等で使用されている。
【０００３】
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典型的なバリア層の材料は、通常、第１の組成物の第１の層の上に電解メッキによって
堆積されるＮｉ−Ｐ合金などの二元ニッケル合金であり、その後、第２の組成物の第２の
層がバリア層上に堆積される。このような第１の層は、銅又はアルミニウムからなり得る
。
【０００４】
バリア層材料の電子デバイスにおける別の用途は、例えば、銅の腐食を防止するために
銅の上に堆積される、キャップ層としての用途である。
【０００５】
ニッケル及びニッケル合金堆積物の別の用途は、様々な基材の腐食保護である。
【０００６】
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無電解ニッケルめっき液のための組成物は当該技術分野で知られている。例えば、米国
特許第２，６５８，８４１号は、溶解性有機酸塩を、無電解ニッケルめっき溶液の緩衝液
として用いる使用を教示している。米国特許第２，６５８，８４２号は、短鎖のジカルボ
ン酸を、無電解ニッケルめっき浴に対する促進剤（exaltants）として用いる使用を教示
している。米国特許第２，７６２，７２３号は、改善された浴安定性のために、硫化物及
び硫黄を含有する添加剤を、無電解ニッケルめっき浴に用いる使用を教示している。
【０００７】
米国特許第２，８４７，３２７号は、無電解ニッケルめっき溶液を安定化する他の手段
を導入した。これらは、より高い純度の出発物質；Ｐｂ、Ｓｂ、Ｂｉ、Ｃｕ及びＳｅなど
の重金属の種からのより効果的な安定剤；ヨウ素酸塩などの無機化合物、及びチオ化合物
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；有機化合物、例えば、不飽和アルケン及びアルキン等の使用を含む。
【０００８】
発明の課題
本発明の課題は、望ましくない分解に対して高い安定性を有し且つ均一なコーティング
を提供するニッケル及びニッケル合金の堆積用の無電解めっき浴を提供することである。
【０００９】
発明の概要
この課題は、ニッケル及びニッケル合金の無電解堆積用の水性めっき浴組成物を提供す
ることによって解決され、該めっき浴は、
（ｉ）ニッケルイオンの源、
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（ｉｉ）少なくとも１種の錯化剤、
（ｉｉｉ）少なくとも１種の還元剤、
（ｉｖ）以下の式（１）：
【化１】

10

（式中、ＸはＯ及びＮＲ４から選択され、ｎは１〜６の範囲であり、ｍは１〜８の範囲で
あり；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は独立して水素及びＣ１〜Ｃ４アルキルから選択され；
Ｙは−ＳＯ３Ｒ５、−ＣＯ２Ｒ５及び−ＰＯ３Ｒ５２から選択され、且つＲ５は水素、Ｃ
１〜Ｃ４アルキル及び好適な対イオンから選択される）

による安定化剤
を含む。
【００１０】
本発明は更に、上記のめっき溶液中にめっきされるべき基材を浸漬することによるニッ
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ケル及びニッケル合金の堆積法に関するものである。
【００１１】
図面の簡単な説明
図１は、無電解ニッケル堆積用の銅パッドを有する試験基板を示す。
図２は、アイドル時間とも呼ばれる、貯蔵時間の間に、本発明の安定剤（試料１〜３）
又は比較化合物（試料６）を含有する無電解ニッケルめっき浴の安定性を示す。
【００１２】
発明の詳細な説明
ニッケルコーティングを適用するための無電解ニッケルめっき組成物は当該技術分野で
よく知られており、めっきプロセス及び組成物は、米国特許第２，９３５，４２５号；同
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第３，３３８，７２６号；同第３，５９７，２６６号；同第３，７１７，４８２号；同第
３，９１５，７１６号；同第４，４６７，０６７号；同第４，４６６，２３３号及び同第
４，７８０，３４２号などの多くの公開公報に記載されている。無電解めっきは、一般に
、金属イオンを還元するための外部電流源を使用しない方法を記載している。これは通常
、電解法又はガルバニックめっき法として記載されている。無電解めっき溶液中では、次
亜リン酸、ボラン又はホルムアルデヒドなどの化学的還元剤は、金属イオンを金属形態に
還元し、それによって基板上に堆積物を形成するために使用されている。
【００１３】
一般的に使用されるニッケル合金めっきの１つは、ニッケルリン（Ｎｉｐ）合金である
。一般に、ＮｉＰめっき溶液は、溶媒、典型的には水に溶解した少なくとも４種の成分を
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含む。それらは、（１）ニッケルイオンの源、（２）還元剤、（３）要求されるｐＨを付
与するための酸又は水酸化物ｐＨ調整剤及び（４）それらの溶液中への沈殿を抑制するの
に十分な金属イオンのための錯化剤である。多数のＮｉＰ溶液に適した錯化剤が上記の公
開公報に記載されている。次亜リン酸塩を還元剤として使用する場合、めっきはニッケル
及びリンを含有している。同様に、アミンボランを利用する場合、めっきは、米国特許第
３，９５３，６５４号に示される通りニッケル及びホウ素を含有している。
【００１４】
ニッケルイオンは、硫酸ニッケル、塩化ニッケル、酢酸ニッケル、メチルスルホン酸ニ
ッケル及びそれらの混合物などの任意の可溶性塩を使用することによって提供され得る。
溶液中のニッケルの含有量は、大きく異なってよく、約０．１〜６０ｇ／ｌ、好ましくは
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約２〜５０ｇ／ｌ、例えば、４〜１０ｇ／ｌである。
【００１５】
還元剤は、通常、好ましくは、ナトリウム、カリウム、アンモニウム及び次亜リン酸ニ
ッケルなどの任意の好適な供給源によって浴に供給される次亜リン酸イオンである。アミ
ンボラン、ホウ化水素、ヒドラジン及びその誘導体及びホルムアルデヒドなどの他の還元
剤も好適に利用され得る。還元剤の濃度は、一般に、浴中のニッケルを還元するのに十分
なモル過剰量である。還元剤の濃度は一般に０．０５〜０．３５モル／ｌの範囲である。
【００１６】
浴は酸性、中性又はアルカリ性であり、酸性又はアルカリ性ｐＨ調整剤は、水酸化アン
モニウム、水酸化ナトリウム、塩酸等の広範囲の材料から選択され得る。浴のｐＨは、約
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２〜１２の範囲であってよく、その際、酸性浴が好ましい。好ましくはｐＨ３．５〜７、
更に好ましくはｐＨ４〜６．５のわずかに酸性のｐＨ範囲が推奨される。
【００１７】
錯化剤（場合によりキレート剤とも呼ばれる）又は錯化剤の混合物は、ニッケル及びニ
ッケル合金めっきのためのめっき浴組成物中に含まれる。
【００１８】
一実施態様では、カルボン酸、ヒドロキシルカルボン酸、アミノカルボン酸及び前述の
塩又はそれらの混合物が錯化剤として利用され得る。有用なカルボン酸としては、モノ−
、ジ−、トリ−及びテトラカルボン酸が挙げられる。カルボン酸は、ヒドロキシ又はアミ
ノ基などの種々の置換部分で置換されてよく、その酸は、それらのナトリウム塩、カリウ
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ム塩又はアンモニウム塩などのめっき浴中に導入され得る。例えば、酢酸などの幾つかの
錯化剤も、ｐＨ緩衝剤として作用し、かかる添加剤成分の適切な濃度は、それらの二重の
機能を考慮して任意のめっき浴のために最適化され得る。
【００１９】
本発明のめっき浴中の錯化剤又はキレート剤として有用なかかるカルボン酸の例として
は、モノカルボン酸、例えば、酢酸、ヒドロキシ酢酸（グリコール酸）、アミノ酢酸（グ
リシン）、２−アミノプロパン酸（アラニン）；２−ヒドロキシプロパン酸（乳酸）；ジ
カルボン酸、例えば、コハク酸、アミノコハク酸（アスパラギン酸）、ヒドロキシコハク
酸（リンゴ酸）、プロパン二酸（マロン酸）、酒石酸；トリカルボン酸、例えば、２−ヒ
ドロキシ−１，２，３−プロパントリカルボン酸（クエン酸）；及びテトラカルボン酸、
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例えば、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）が挙げられる。一実施態様では、２種以上
の上記の錯化剤／キレート剤の混合物が、本発明によるめっき浴中で利用されている。
【００２０】
アルキルアミンも、錯化剤、例えば、モノ−、ジ−及びトリアルキルアミンとして使用
され得る。Ｃ１〜Ｃ３アルキルアミン、例えば、トリエタノールアミンが好ましい。
【００２１】
錯化剤の濃度、又は２種以上の錯化剤が使用される場合の、全ての錯化剤を合わせた濃
度は、好ましくは０．０１〜３．０モル／ｌ、更に好ましくは０．１〜１．０モル／ｌ、
更に一層好ましくは０．２〜０．６モル／ｌの範囲である。
【００２２】
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次亜リン酸化合物が還元剤として使用される場合、Ｎｉ−Ｐ合金めっきが得られる。還
元剤としてのボラン系化合物は、Ｎｉ−Ｂ合金めっきをもたらし、次亜リン酸とボラン系
化合物との混合物は、還元剤として三元Ｎｉ−Ｂ−Ｐ合金めっきをもたらす。ヒドラジン
などの窒素系還元剤及びそれらの誘導体並びに還元剤としてのホルムアルデヒドは、ニッ
ケルめっきをもたらす。
【００２３】
更なる金属イオンが、それぞれのニッケル合金がめっきとして得られる場合に、ニッケ
ルめっき溶液中に存在し得る。
【００２４】
好適なめっき組成物は、水中の成分を溶解してｐＨを所望の範囲に調整することによっ
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て形成され得る。
【００２５】
ニッケルめっき又はニッケル合金めっきされる部分は、その部分を、約２０〜１００℃
、好ましくは７０〜９５℃又は９０℃の温度範囲で維持されるニッケルめっき浴中に浸漬
することによって所望の厚さとめっき量にめっきされ得る。用途に応じて、６０μｍ、又
はそれ以上のめっき厚さが利用され得る。
【００２６】
耐腐食性コーティングの場合、一般に、３０〜６０μｍの間のより高い厚さが望ましい
が、エレクトロニクス用途の場合、一般に、５〜１４μｍの間の厚さが適用される。
【００２７】
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めっきの速度は、（１）めっき溶液のｐＨ、（２）還元剤の濃度、（３）めっき浴の温
度、（４）可溶性ニッケルの濃度、（５）浴対めっきされた表面積の体積比、及び（６）
溶液撹拌の方法及び設計などの多くの要因によって影響されており、上記のパラメータは
単に本発明を実施するための一般的な指針を与えるために提供されていることが当業者に
理解されている。
【００２８】
高リンＮｉＰ合金は、本願明細書では、９０質量％未満のＮｉと１０質量％以上、例え
ば、１０．５質量％のＰを含有する金属コーティングとして定義されている。
【００２９】
一般に、高リン合金は、１５質量％までのＰを含有する。約１０．５％を上回るリンを
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含有するニッケル−リン（ＮｉＰ）合金は、高リンＮｉＰコーティングとして公知であり
且つめっきとして常磁性（非磁性）である。
【００３０】
中度リンＮｉＰ合金は、本願明細書では５〜９質量％の間のＰを含有する金属コーティ
ングとして定義されている。
【００３１】
本発明の無電解めっき浴は、５〜１５質量％の間の広範囲のＰ含有率を有するニッケル
リン合金コーティングを提供するのに適している。
【００３２】
一般に、ＮｉＰめっきの厚さは５〜６０μｍの間で変化し得る。厚さは技術的用途によ
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って変わり、幾つかの用途の場合、高いか又は低くてもよい。例えば、ＮｉＰ層が耐腐食
性コーティングを提供するためにめっきされる場合、一般に、３０〜６０μｍの間の厚さ
が望ましい。
【００３３】
更に、めっき浴組成物は、以下の式（１）：
【化２】

40

（式中、ＸはＯ及びＮＲ４から選択され、ｎは１〜６の範囲であり、ｍは１〜８の範囲で
あり、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は独立して水素及びＣ１〜Ｃ４アルキルから選択され；
Ｙは−ＳＯ３Ｒ５、−ＣＯ２Ｒ５及び−ＰＯ３Ｒ５２から選択され、且つＲ５は水素、Ｃ
１〜Ｃ４アルキル及び好適な対イオンから選択される）

による安定剤を含有する。
【００３４】
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Ｒ５が好適な対イオンである場合、これは例えば、アルカリ金属、例えば、ナトリウム
及びカリウム又はニッケル及びアンモニウムから選択され得る。Ｒ５がＣ１〜Ｃ４アルキ
ルからなる群から選択される場合、これは好ましくはメチル及びエチルである。
【００３５】
式（１）（式中、ｎ＝１又は２である）による化合物が特に好ましい。式（１）（式中
、Ｘ＝Ｏ、ＮＨ又はＮＣＨ３である）による化合物が特に好ましい。式（１）（式中、Ｒ
１

、Ｒ２、Ｒ３は独立して水素、ＣＨ３から選択される）による化合物が特に好ましい。

式（１）（式中、ｍ＝１、２、３又は４である）による化合物が特に好ましい。式（１）
（式中、Ｙは−ＳＯ３Ｈ、−ＳＯ３Ｎａ、−ＳＯ３Ｋ、−ＣＯ２Ｈ、−ＣＯ２Ｎａ及び−
ＣＯ２Ｋから選択される）による化合物が特に好ましい。
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【００３６】
例えば、以下の化合物が、本発明によるめっき浴組成物中で使用され得る：
４−（ブト−３−イニルオキシ）−ブタン−１−スルホネート−ナトリウム塩；３−（プ
ロプ−２−イニルオキシ）−プロピル−１−スルホネート−ナトリウム塩；３−（プロプ
−２−イニルアミノ）−プロパン−１−スルホン酸；２−（プロプ−２−イニルオキシ）
−アセテートナトリウム塩；２−（プロプ−２−イニルオキシ）−プロパノエートナトリ
ウム塩；４−（プロプ−２−イニルオキシ）−ブタン−１−スルホネート−ナトリウム塩
。
【００３７】
式（１）による安定剤の濃度は、好ましくは０．０２〜５．０ミリモル／ｌ、更に好ま
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しくは０．０５〜３．０ミリモル／ｌ、更に一層好ましくは０．１〜２．０ミリモル／ｌ
、更に一層好ましくは０．１〜５．０ミリモル／ｌ、更に一層好ましくは０．３〜５．０
ミリモル／ｌ、更に一層好ましくは０．５〜５．０ミリモル／ｌの範囲である。
【００３８】
本発明の安定剤は、自発的な不要なニッケルめっき及び外側めっきに対して、高い安定
性を無電解ニッケルめっき浴に与える。本発明による安定剤も、高いめっき浴安定性を長
期間にわたって提供するのに適しており、この効果は浴が加熱される場合でも達成される
。
【００３９】
更に、本発明の安定剤は、無電解ニッケルめっき浴の堆積速度及び堆積したニッケル又
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はニッケル合金層の耐腐食性に悪影響を及ぼさない。
【００４０】
本発明の安定剤は、それらが炭素−炭素三重結合を有する他の化合物よりも毒性が低く
、且つ無電解ニッケルめっき浴、例えば、プロパルギルアルコール又はプロパルギルアル
コールエトキシレートにおいて使用されることが知られている更なる利点を有する。
【００４１】
他の材料、例えば、ｐＨ緩衝液、湿潤剤、促進剤、光沢剤、追加の安定剤等が本発明に
よるめっき浴に含まれてもよい。これらの材料は当該技術分野で公知である。
【００４２】
水性の無電解めっき浴は更に、ニッケルではない合金Ｍの水溶性の金属塩を含み得る。

40

任意の合金金属ＭのＭイオンは、好ましくは、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、
ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、ハフニウム、タンタル、タングステン、銅、銀、金
、アルミニウム、鉄、コバルト、パラジウム、ルテニウム、ロジウム、オスミウム、イリ
ジウム、白金、亜鉛、カドミウム、ガリウム、インジウム、スズ、アンチモン、タリウム
、鉛、及びビスマスからなる群から選択される。
【００４３】
更に好ましくは、任意の合金金属Ｍの金属イオンは、モリブデン、タングステン、銅、
銀、金、アルミニウム、亜鉛及びスズからなる群から選択される。
【００４４】
任意の合金金属Ｍの金属イオンの濃度は、好ましくは、１０−４〜０．２モル／ｌ、更
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に好ましくは１０−２〜０．１モル／ｌの範囲である。
【００４５】
合金金属Ｍの金属イオンを水性の無電解めっき浴に添加する時に（存在する還元剤の種
類に応じて）三元又は四元合金Ｎｉ−Ｍ−Ｐ、Ｎｉ−Ｍ−Ｂ、及びＮｉ−Ｍ−Ｂ−Ｐが堆
積される。
【００４６】
本発明の別の実施態様では、合金金属Ｍの水溶性塩と第２の合金金属Ｍ＊の水溶性塩が
水性の無電解めっき浴に添加される。この場合、合金金属Ｍ及びＭ＊を含むニッケル合金
めっきが得られる。
10

【００４７】
水性の無電解めっき浴は、更に、好ましくは０．０１〜１５０μｍ、更に好ましくは０
．１〜１０μｍのサイズ範囲で粒子を含んでよい。これらに粒子は、めっき浴に不溶性で
あるか又はわずかに可溶性である。
【００４８】
粒子は、好ましくは、堆積プロセスの間に水性の無電解めっき浴に懸濁し、めっきの間
にニッケル合金で共析される。共析した粒子は、潤滑性、摩耗及び耐摩耗性、腐食保護及
びそれらの組み合わせなどの機能を果たし得る。
【００４９】
粒子は、セラミックス、例えば、シリカ及びアルミナ、ガラス、タルク、プラスチック
、例えば、ポリテトラフルオロエチレン（テフロン（Ｔｅｆｌｏｎ）（登録商標））、ダ
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イヤモンド（多結晶及び単結晶タイプ）、グラファイト、カーボンナノチューブ、酸化物
、ケイ化物、炭酸塩、炭化物（例えば、炭化ケイ素及び炭化タングステン）、硫化物、リ
ン酸塩、ホウ酸塩、ケイ酸塩、シュウ酸塩、窒化物、様々な金属のフッ化物、並びにホウ
素の金属及び金属合金、タンタル、ステンレス鋼、クロム、モリブデン、バナジウム、ジ
ルコニウム、チタン、及びタングステンを含む群から選択される。
【００５０】
水性の無電解めっき浴中の任意の粒子の濃度は、好ましくは０．０１〜０．５質量％の
範囲である。
【００５１】
本発明の無電解めっき浴は、特に、ニッケルリン合金、例えば、上で定義されるような
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中度の及び高度のＮｉＰ合金を堆積するのに特に適している。次亜リン酸塩系還元剤は、
ＮｉＰ合金の堆積のために適用される。かかる還元剤は、堆積された合金にリン源を与え
る。
【００５２】
高ＮｉＰ合金が特に好ましい。かかる合金は、めっきプロセスが４〜１４μｍ／時、更
に好ましくは６〜１１μｍ／時の間のめっき速度で実施される時に得られる。当業者は、
かかるめっき速度を得るために、ルーチン実験の際に、めっきパラメータ（温度、濃度等
）を調整することによってめっきパラメータを決定することができる。
【００５３】
本発明による無電解めっき浴によって得られた高ＮｉＰ合金は、圧縮応力を有する合金

40

２

をもたらす。応力値は、例えば、−１０〜−４０Ｎ／ｍｍ

の間の範囲である。かかる堆

積物は、高い耐腐食性と、それらがめっきされる下の基板、例えば、銅基板への良好な付
着性を示す。
【００５４】
無電解めっき浴は、更に、金属安定剤、例えば、Ｐｂイオン、Ｃｕイオン、Ｓｅイオン
、Ｂｉイオン又はＳｂイオンを含有し得る。Ｐｂイオンは一般にそれらの毒性のためにあ
まり望ましくない。金属イオンの濃度は、例えば、１〜５０ｍｇ／ｌの間、好ましくは３
〜１０ｍｇ／ｌの間の範囲で変化し得る。また、ヨウ素酸塩も追加の安定剤として添加さ
れ得る。
【００５５】
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本発明は更に、以下の工程
（ｉ）基板を提供する工程、
（ｉｉ）本発明による水性の無電解めっき浴に基板を浸漬する工程、
（ｉｉｉ）それによってニッケル又はニッケル合金を基板上に堆積する工程
を含む、ニッケル及びニッケル合金の無電解堆積法に関する。
【００５６】
一実施態様では、本発明の方法は、少なくとも１種の還元剤として次亜リン酸塩を含有
する本発明の無電解めっき浴を利用する。
【００５７】
更なる実施態様では、本発明による方法のめっき速度は、１０〜１５質量％の間のリン
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含有率を得るために、４〜１４μｍ／時の間で変化する。
【００５８】
本発明によるめっき浴からのニッケル又はニッケル合金層で被覆されるべき基板は、金
属堆積の前に洗浄される（前処理される）。前処理の種類は、被覆されるべき基板の材料
に応じて変わり且つ当該技術分野で知られている。
【００５９】
銅又は銅合金の表面は、エッチング洗浄法を用いて処理され、これは通常、酸化、酸性
溶液、例えば、硫酸及び過酸化水素の溶液で実施される。好ましくは、これは酸性溶液、
例えば、エッチ洗浄の前後のいずれかに使用される硫酸溶液において別の洗浄によって組
み合わされる。
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【００６０】
アルミニウム及びアルミニウム合金の前処理のためには、例えば、シアン化物イオンを
含有しない薬品の工業標準を満たすＸｅｎｏｌｙｔｅ（登録商標）クリーナーＡＣＡ、Ｘ
ｅｎｏｌｙｔｅ（登録商標）エッチＭＡ、Ｘｅｎｏｌｙｔｅ（登録商標）ＣＦＡ又はＸｅ
ｎｏｌｙｔｅ（登録商標）ＣＦ（全てAtotech Deutschland GmbHから入手可能）などの異
なる亜鉛化（zincation）を利用することができる。アルミニウム及びアルミニウム合金
のかかる前処理法は、例えば、米国特許第７，２２３，２９９Ｂ２号に開示されている。
【００６１】
以下の非限定的例は、更に本発明を例示する。
【図面の簡単な説明】
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【００６２】
【図１】図１は、無電解ニッケル堆積用の銅パッドを有する試験基板を示す。
【図２】図２は、無電解ニッケルめっき浴の安定性を示す。
【００６３】
実施例
製造例は、本発明のめっき浴で利用される安定剤の合成に関する。
【００６４】
製造例１
４−（ブタ−３−イニルオキシ）−ブタン−１−スルホネート−ナトリウム塩の製造
８５ｍｌのＴＨＦでは、２．０ｇ（４９．９ミリモル）の水素化ナトリウムをアルゴン
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下で懸濁させる。この反応混合物に３．５ｇ（４９．９ミリモル）のブタ−３−イン−１
−オールを周囲温度で滴加する。
【００６５】
水素発生後に、２０ｍｌのＴＨＦ中に溶解した６．８７ｇ（４９．９ミリモル）の１，
２−オキサチアン−２，２−二酸化物を周囲温度で滴加する。添加後に、反応混合物を更
に１２時間撹拌し、ＴＨＦを真空下で除去する。
【００６６】
固体の残留物を酢酸エチルで抽出して濾過した。固体を真空下で乾燥させた。
【００６７】
１０．２ｇ（４４．７ミリモル）の黄色がかった固体が得られた（収率８９％）。
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【００６８】
製造例２
３−（プロプ−２−イニルオキシ）−プロピル−１−スルホネート−ナトリウム塩の製
造
７０ｍｌのＴＨＦ中に、１．９９７ｇ（４９．９ミリモル）の水素化ナトリウムをアル
ゴン下で懸濁させる。この反応混合物に、２．８３０ｇ（４９．９ミリモル）のプロプ−
２−イン−１−オールを周囲温度で滴加する。
【００６９】
水素発生後に、１５ｍｌのＴＨＦ中に溶解した６．１ｇ（４９．９ミリモル）の１，２
−オキサチオラン−２，２−二酸化物を周囲温度で滴加する。添加後に反応混合物を更に
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１２時間撹拌し、ＴＨＦを真空下で除去した。
【００７０】
固体の残留物を酢酸エチルで抽出して濾過した。固体を真空下で乾燥させた。
【００７１】
９．０ｇ（４４．９ミリモル）の黄色がかった固体が得られた（収率９０％）。
【００７２】
製造例３
３−（プロプ−２−イニルアミノ）−プロパン−１−スルホン酸の製造
４ｇ（７１．２ミリモル）のプロプ−２−イン−１−アミンを７５ｍｌのＴＨＦ中に溶
解して０℃に冷却した。この混合物に、２５ｍｌのＴＨＦ中に溶解した８．８７ｇ（７１
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．２ミリモル）の１，２−オキサチオラン２，２−ジオキシドを０℃〜５℃で滴加した。
添加後に、反応混合物を室温まで加熱して１２時間撹拌した。
【００７３】
生じたベージュ色の結晶を濾過して、１０ｍｌのＴＨＦと１０ｍｌのエタノールで洗っ
た。固体を真空下で乾燥させた。
【００７４】
１０．２ｇ（５７．６ミリモル）のベージュ色の固体が得られた（収率８１％）。
【００７５】
製造例４
２−（プロプ−２−イニルオキシ）−酢酸ナトリウム塩の製造
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１．８ｇ（４４ミリモル）の水素化ナトリウムを、室温で１８．８８ｇのＤＭＦ中に懸
濁させた。この懸濁液に、３．５ｇ（３７ミリモル）の２−クロル酢酸を、周囲温度で１
０分以内に投与する。
【００７６】
第２のフラスコでは、１．８ｇ（４４ミリモル）の水素化ナトリウムを、５６．６ｇの
ＤＭＦ中に懸濁させた。この懸濁液に２．０８ｇ（３６．７４ミリモル）のプロプ−２−
イン−１−オールを室温で与える。
【００７７】
水素発生後に、２−クロル酢酸のナトリウム塩の溶液を、ナトリウムプロプ−２−イン
−１−オレートの溶液に、室温で６分以内に滴加する。添加後に反応混合物を更に室温で
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２５時間撹拌し、更に１０時間５０℃まで加熱した。
【００７８】
反応混合物を室温まで冷却し、２０ｍｌの水で加水分解した。溶媒を除去し、５０ｍｌ
のメタノールに溶解した残留物を濾過した。ろ液を蒸発させて、固体の残留物を２００ｍ
ｌのジエチルエーテルで洗った。
【００７９】
得られた固体を真空下で乾燥させた。
【００８０】
４．９ｇ（３６ミリモル）の褐色がかった固体が得られた（収率９８％）。
【００８１】
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製造例５
２−（プロプ−２−イニルオキシ）−プロパノエートナトリウム塩の製造
１．６ｇ（３９．１１ミリモル）の水素化ナトリウムを１８．８８ｇのＤＭＦ中に室温
で懸濁させた。この懸濁液に、３．８ｇ（３３ミリモル）の２−クロロプロパン酸を周囲
温度で１０分以内に投与した。
【００８２】
第２のフラスコでは、１．６ｇ（３９．１１ミリモル）の水素化ナトリウムを５６．６
４ｇのＤＭＦ中に懸濁させた。この懸濁液に１．８８６ｇ（３６３．３３ミリモル）のプ
ロプ−２−イン−１−オールを室温で与える。
10

【００８３】
水素発生後に、２−クロロプロパン酸のナトリウム塩の溶液を、ナトリウムプロプ−２
−イン−１−オレートの溶液に室温で６分以内に滴加する。添加後に反応混合物を更に２
５時間室温で撹拌し、更に１０時間５０℃まで加熱する。
【００８４】
反応混合物を室温まで冷却し、２０ｍｌの水で加水分解した。溶媒を除去し、５０ｍｌ
のメタノールに溶解した残留物を濾過した。ろ液を蒸発させ、固体の残留物を２００ｍｌ
のジエチルエーテルで洗った。
【００８５】
得られた固体を真空下で乾燥させた。
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【００８６】
４．７９ｇ（３２ミリモル）の褐色がかった固体が得られた（収率９６％）。
【００８７】
実施例６
プロパルギルアルコールエトキシレートは、例えば、ＢＡＳＦ

ＡＧ社(Golpanol PME)

から市販されている。
【００８８】
製造例７
４−（プロプ−２−イニルオキシ）−ブタン−１−スルホネート−ナトリウム塩の製造
４５ｍｌのＴＨＦに、１．９９９ｇ（５０ミリモル）の水素化ナトリウムをアルゴン下
で懸濁させる。この反応混合物に、２．８３０ｇ（５０ミリモル）のプロプ−２−イン−

30

１−オールを周囲温度で滴加する。
【００８９】
水素発生後に、２０ｍｌのＴＨＦ中に溶解した６．８７ｇ（５０ミリモル）の１，２−
オキサチアン−２，２−ジオキシドを周囲温度で滴加する。添加後に反応混合物を更に１
２時間撹拌し、ＴＨＦを真空下で除去した。
【００９０】
固体の残留物を酢酸エチルで抽出して濾過した。固体を真空下で乾燥させた。
【００９１】
８．４ｇ（３９．２ミリモル）の黄色がかった固体が得られた（収率７８％）。
40

【００９２】
実施例８：
無電解めっき浴の安定数の決定：
実施例１〜５（本発明による）並びに実施例６（比較）におけるそれぞれの安定剤を、
ＮｉＳＯ４−６Ｈ２Ｏ
乳酸（９０質量％）
リンゴ酸

２６．３ｇ／ｌ

２４．０ｇ／ｌ

１９．８ｇ／ｌ

０．１モル／ｌ

０．２７モル／ｌ

０．１５モル／ｌ

次亜リン酸ナトリウム一水和物

３０ｇ／ｌ

０．２２モル／ｌ

を含む、水性めっき浴の保存液に添加した。
【００９３】
１００ｍｌの対象のめっき浴を、２００ｍｌのガラスビーカー内で撹拌しながら８０±
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１℃に加熱した。次に、０．２ｍｌのパラジウム試験溶液（脱イオン水中の１２５ｍｇ／
ｌの塩化パラジウム）を、めっき浴に６０秒毎に添加した。気泡に関係した灰色の沈殿が
めっき浴中で形成される時に試験を完了し、これはめっき浴の望ましくない分解を示す。
【００９４】
対象のめっき浴の場合に達成される安定数は、灰色の沈殿が形成されるまでめっき浴に
１分以内の間隔で添加されるパラジウム試験溶液の０．２ｍｌの増加分の数に対応する。
所与の値は、８０℃の温度に加熱された直後に、８０℃で１２０分後に及び２４０分後に
、新たに調製されためっき浴に対応する。
【００９５】
試料１（表１の安定数／時間の欄において「０」）の場合、１７との記載は、例えば、

10

０．２ｍｌの塩化パラジウム溶液を８０℃に加熱されためっき浴に１７回添加したことに
相当する。３．４ｍｌ（０．２ｍｌ／ｌを１分間隔で１７回添加）及び１７分後に、灰色
の沈殿が生じた。表１において「１２０分」（８０℃で１２０分の加熱）及び「２４０分
」（８０℃で２４０分の加熱）との記載の場合の安定数は、それぞれ１６及び１５となり
、これは、長時間の加熱後でも浴が高い安定性を保持することを示す。
【表１】
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30

40

【００９６】
表１及び図２から明らかなように、本発明による安定剤は、長期間にわたり高いめっき
浴安定性を付与するのに適している。対照的に、プロパルギルアルコールエトキシレート
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、本発明の安定剤に類似した構造を有する比較の化合物、即ち、炭素−炭素三重結合は、
無電解ニッケルめっき浴に対してより低い安定効果を有しており、長期間にわたって安定
剤として作用しない。
【００９７】
実施例９：
表２は、安定剤が、めっき速度に悪影響を与えないことを示す。
【００９８】
表２によるめっき試験を、１リットルのＮｉＳＯ４６Ｈ２Ｏ（２６．３ｇ／ｌ）溶液及
び錯化剤としてのトリエタノールアミン、次亜リン酸ナトリウム一水和物（３０ｇ／ｌ）
及び異なる濃度の添加剤を使用する１リットルのビーカー内において、８６℃の温度（水

10

浴）及びｐＨ４．８で実施した。
【００９９】
堆積速度を、１時間めっきされた厚さ０．１ｍｍのステンレス鋼ストリップを使用して
測定した。測定は、マイクロメータ装置を用いた。めっき速度の決定＝０．５×（めっき
後のパネルの厚さ−めっき前のパネルの厚さ（μｍ））。
【０１００】
コーティング中の応力を、応力ストリップフィンガを用いて測定した。試験ストリップ
は、化学的にエッチされたベリリウム−銅合金から作られており且つスプリング様の特性
を有する。めっき後に、試験ストリップを、試験台（Specialty Testing & Development
Co.（米国、ペンシルベニア州、ヨーク）の堆積応力分析器の第683型）に載せて、試験ス

20

トリップの脚がめっき後に拡がった距離を測定する。距離Ｕは、堆積応力を計算する式に
含まれる。
応力＝Ｕ／３＊Ｔ＊Ｋ
【０１０１】
Ｕは増加幅の数であり、Ｔは堆積厚さであり、Ｋはストリップ較正定数である。
【０１０２】
堆積厚さＴは、以下の式に従って体重増加法により決定される：Ｔ＝Ｗ／Ｄ＊Ａ（式中
、Ｗ＝堆積物の質量（グラム）、Ｄ＝立方センチメートル当たりのグラムでの堆積した金
属の比重、及びＡ＝表面積（ｃｍ２））。
【０１０３】
製造された試験ストリップのそれぞれのロットは、堆積応力試験に使用する時にわずか
に異なる応答をすることが認められる。この差の程度は、それぞれのロットの試験ストリ
ップを較正する時に供給者によって決定される。Ｋの値は、Specialty Testing & Develo
pment Coによって提供された、それぞれのロットの試験ストリップを用いて供給される。
【０１０４】
応力はまた、圧縮性又は引張性のものであることが確かめられている。試験ストリップ
の脚をめっきされた外側に広げる場合、堆積応力は本質的に引っ張りである。試験ストリ
ップの脚をめっきされた内側に広げる場合、堆積応力は本質的に圧縮である。
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【表２】

10

20
【０１０５】
表２は、本発明による浴組成物からのめっきによって得られる堆積物が、堆積されたニ
ッケル層の腐食保護にプラスの影響を及ぼすので望ましい圧縮応力を示すことも示した。
【０１０６】
実施例１０：
半導体産業で使用されるような小さな構造物を製造するために、更なる実験を実施して
本発明によるニッケルめっき浴を試験した。
【０１０７】
30

水性めっき浴は、以下のものを含有する：
ＮｉＳＯ４−６Ｈ２Ｏ
乳酸（９０質量％）
リンゴ酸

２６．３ｇ／ｌ

２４．０ｇ／ｌ

１９．８ｇ／ｌ

次亜リン酸ナトリウム

０．１モル／ｌ

０．２７モル／ｌ

０．１５モル／ｌ

３０ｇ／ｌ

０．２２モル／ｌ

【０１０８】
４つの異なるめっき浴組成物は、以下の安定剤：
３−（プロプ−２−イニルアミノ）−プロパン−１−スルホン酸（実施例３）

３５ｍｇ

／ｌ
４−（プロプ−２−イニルオキシ）−ブタン−１−スルホネート−ナトリウム塩（実施例
７）

１００ｍｇ／ｌ

40

４−（ブト−３−イニルオキシ）−ブタン−１−スルホネート−ナトリウム塩（実施例１
）

１５０ｍｇ／ｌ

３−（プロプ−２−イニルオキシ）−プロピル−１−スルホネート−ナトリウム塩（実施
例２）

１２０ｍｇ／ｌ

を上記の浴マトリックスに添加することによって調製した。
【０１０９】
比較例は、添加剤を用いずに上記の浴マトリックスを使用して実施した。
【０１１０】
ニッケルの堆積は、図１に示すように試験基板の銅パッド上であった。かかる基板を半
導体産業におけるめっき実験のために使用する。図１は多数の１６金属化銅パッドを示す
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。数は以下を意味する：
５０（銅パッドの直径（μｍ））、
７５（ピッチ（２つの銅パッドの中央の間の距離）（μｍ））。
【０１１１】
めっきは、基板を上記のめっき組成物中に浸漬することによって実施した（ｐＨ＝４．
９、Ｔ＝８５℃）。
【０１１２】
本発明による安定剤を含有するめっき浴組成物を適用することによって非常に良好なめ
っきの結果が得られる：オーバめっきのない、非常に均一な厚さの堆積したニッケルリン
合金の分布が認められる。

10

【０１１３】
比較例に関しては、安定剤を含有しないニッケル浴から金属化したパッドは、不均一な
（表面に対する厚さ分布に関して）ニッケル堆積物とパッドの縁で小さなドットを示す。
【０１１４】
実施例１１：本発明による
異なる濃度の安定剤のための無電解めっき浴の安定数の決定：
実施例１〜５及び７（本発明による）におけるそれぞれの安定剤を、異なる濃度で、実
施例８の水性めっき浴の保存溶液に添加し、２３℃の温度で維持した。一定の温度に到達
した直後に、安定数を実施例８に記載される通りに測定した。安定剤の濃度と対応する安
定数を表３にまとめる。
【表３】
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【０１１５】
表３から明らかな通り、本発明による安定剤は、広い濃度範囲にわたって高いめっき浴
安定性を提供するのに適している。
【０１１６】
実施例１２：本発明による
長時間の無電解めっき浴の安定数の決定
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実施例２、３及び７（本発明による）のそれぞれの安定剤を、実施例８の水性めっき浴
保存液に添加し、実験の間、８６℃に加熱した。ある時間に、１００ｍｌの対象のめっき
浴の試料を、２００ｍｌのガラスビーカーに移して、撹拌しながら８０±１℃に加熱した
。安定数を実施例８に記載される通りに決定した。安定剤の濃度、時間及び対応する安定
数を表４にまとめる。
【表４】

10

【０１１７】

20

表４から明らかな通り、本発明による安定剤は、浴が加熱される場合でも長時間にわた
り高いめっき浴安定性を提供するのに適している。
【０１１８】
実施例１３：比較例
異なる濃度の安定剤についての無電解めっき浴の安定数の決定：
実施例２（本発明による）の安定剤並びに比較化合物のプロパルギルスルホン酸ナトリ
ウム塩（試料８）、３−ヘキシン−２，５−ジオール（試料９）及び２−ブチン−１−オ
ール（試料１０）を、実施例８の水性めっき浴の保存溶液に様々な量で添加し、２３℃の
温度に維持した。一定の温度に到達した直後に、安定数を実施例８に記載される通りに測
定した。安定剤の濃度、比較化合物及び対応する安定数を表５にまとめる。プロパルギル
スルホン酸ナトリウム塩は、例えば、ＢＡＳＦ

30

ＡＧ社(Golpanol PS)から市販されてい

る。３−ヘキシン−２，５−ジオール及び２−ブチン−１−オールも市販されている。
【表５】

40

【０１１９】
表５から明らかな通り、本発明による安定剤は、広い濃度範囲にわたり高いめっき浴安
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定性を提供するのに適している。対照的に、本発明の安定剤と類似の構造、即ち、炭素−
炭素三重結合を有する比較化合物は、同じ濃度で無電解ニッケルめっき浴に添加された時
に顕著に低い安定効果を示す。

【図１】

【図２】
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