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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】金属メッキ浴における添加剤の劣化を更なる防止する方法の提供及び前記金属メ
ッキ浴を用いて、基体上に良好な物理－機械的特性を有する均一で光沢性の高い金属層を
提供する。
【解決手段】金属メッキ浴は、基体上の金属堆積を向上させるために金属メッキ浴に添加
される添加剤の陽極での酸化、陰極での還元および化学的分解による分解を抑制するイオ
ウ及び酸素を含む添加剤消費抑制化合物である複素原子含有有機化合物を添加する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属塩および以下の式：
　Ｒ１－Ｘ－Ｒ２

　式中、Ｘは、－Ｓ（Ｏ）ｎ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）

ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－、－Ｓ（Ｏ）

ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－Ｓ（Ｏ）ｖ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－
Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－Ｓ（Ｏ）ｖ－Ｓ（Ｏ）ｗ－、－（Ｓ（Ｏ）ｚ）ｍ－（ＣＨ２）

ｙ－（Ｓ（Ｏ）ｚ’）ｍ’－、または－ＳＯ２－Ｓ－（ＣＨ２）ｙ－Ｓ－ＳＯ２－であり
、ｎ，ｐ，ｑ，ｕ，ｖ，ｗ，ｚおよびｚ’はそれぞれ独立して０から２の整数であり、ｍ
およびｍ’は独立して１から６の整数であり、ｙは２から４の整数である；Ｒ１およびＲ
２はそれぞれ独立してハロゲン；－ＯＨ；（Ｃ１－Ｃ２０）直鎖、分枝、または環状アル
キル；（Ｃ２－Ｃ２０）直鎖、分枝、または環状アルケニル；（Ｃ２－Ｃ２０）直鎖、ま
たは分枝アルキニル；または（Ｃ１－Ｃ２０）アルキル－Ｏ（Ｃ２－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，（
Ｃ１－Ｃ１２）アルキルフェニル－Ｏ（Ｃ２－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，または－フェニル－Ｏ（
Ｃ２－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，式中ｔは１から５００の整数であり、Ｒ５は水素、（Ｃ１－Ｃ４

）アルキルまたはフェニルである；アルキル、アルケニル、またはアルキニルは置換また
は非置換である；または
　ＸはＳもしくはＯであり、Ｒ１およびＲ２はそれらが結合している原子と一緒になって
５から１８員の複素環を形成することができ、この環は１から８個の複素原子を含み、非
置換もしくは置換、飽和もしくは不飽和であることができる；該複素環は任意に１以上の
カルボニルを含み；および
　金属塩は金、白金、パラジウム、コバルト、クロム、カドミウム、ビスマス、インジウ
ム、鉛、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、亜鉛およびこれらの混合物からなる群から
選択される金属の塩である、
で表される添加剤消費抑制化合物を含み、該添加剤消費抑制化合物がスルホン酸基または
その塩を有しない、金属メッキ浴。
【請求項２】
　添加剤消費抑制化合物が、浴１Ｌあたり０．００１ｇ～１００ｇである請求項１の金属
メッキ浴。
【請求項３】
　さらに、光沢剤、レベラー、硬化剤、湿潤剤、展性改良剤、延性改良剤、堆積改良剤、
または抑制物質を含む請求項１記載の金属メッキ浴。
【請求項４】
　光沢剤が、式：ＨＯ３Ｓ－Ｒ１１－ＳＨ；ＨＯ３Ｓ－Ｒ１１－Ｓ－Ｓ－Ｒ１１－ＳＯ３

Ｈ（式中、Ｒ１１はＣ１－Ｃ６アルキルまたはアリール基である）；あるいはＨＯ３Ｓ－
Ａｒ－Ｓ－Ｓ－Ａｒ－ＳＯ３Ｈ（式中、Ａｒはフェニルまたはナフチルである）を有する
化合物を含み、アルキルおよびアリール基はアルキル基、ハロまたはアルコキシ基で置換
されていてもよいし、あるいは置換されていなくてもよい請求項３記載の金属メッキ浴。
【請求項５】
　光沢剤が、３－メルカプト－プロピルスルホン酸ナトリウム塩、２－メルカプト－エタ
ンスルホン酸ナトリウム塩、ビススルホプロピルジスルフィド、またはその混合物を含む
請求項３記載の金属メッキ浴。
【請求項６】
　光沢剤が、３－メルカプト－プロピルスルホン酸ナトリウム塩、２－メルカプト－エタ
ンスルホン酸ナトリウム塩、ビススルホプロピルジスルフィド、Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオ
カルバミン酸 （３－スルホプロピル）エステルナトリウム塩、（Ｏ－エチルジチオカル
ボナト）－Ｓ－（３－スルホプロピル）エステルカリウム塩、３－［（アミノ－イミノエ
チル）－チオ］－１－プロパンスルホン酸、３－（２－ベンズチアゾリルチオ）－１－プ
ロパンスルホン酸ナトリウム塩、またはその混合物を含む請求項３記載の金属メッキ浴。
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【請求項７】
　レベラーが、アルキル化ポリアルキレンイミン、オルガノスルホスルホン、フェナジン
クラスの染料、フェナジンアゾ染料、またはその混合物を含む請求項３記載のメッキ浴。
【請求項８】
　さらに、光沢剤が３－（ベンズチアゾリル－２－チオ）－プロピルスルホン酸ナトリウ
ム塩、３－メルカプトプロパン－１－スルホン酸ナトリウム塩、エチレンジチオジプロピ
ルスルホン酸ナトリウム塩、ビス－（ｐ－スルホフェニル）－ジスルフィド二ナトリウム
塩、ビス－（ω－スルホブチル）－ジスルフィド二ナトリウム塩、ビス－（ω－スルホヒ
ドロキシプロピル）－ジスルフィド二ナトリウム塩、ビス－（ω－スルホプロピル）－ジ
スルフィド二ナトリウム塩、ビス－（ω－スルホプロピル）－スルフィド二ナトリウム塩
、メチル－（ω－スルホプロピル）ナトリウム塩、メチル－（ω－スルホプロピル）－ト
リスルフィド二ナトリウム塩、Ｏ－エチル－ジチオカルボン酸－Ｓ－（ω－スルホプロピ
ル）－エステル、カリウム塩チオグリコール酸、チオリン酸－Ｏ－エチル－ビス－（ω－
スルホプロピル）－エステル二ナトリウム塩、チオリン酸－トリ（ω－スルホプロピル）
－エステル三ナトリウム塩、またはその混合物を含む請求項３記載のメッキ浴。
【請求項９】
　さらに、抑制物質がカルボキシメチルセルロース、ノニルフェノールポリグリコールエ
ーテル、オクタンジオールビス－（ポリアルキレングリコールエーテル）、オクタノール
ポリアルキレングリコールエーテル、オレイン酸ポリグリコールエステル、ポリエチレン
プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリエチレングリコールジメチルエー
テル、ポリオキシプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリビニルアルコ
ール、ステアリン酸ポリグリコールエステル、ステアリルアルコールポリグリコールエー
テル、またはその混合物を含む請求項３記載のメッキ浴。
【請求項１０】
　基体を金属メッキ浴と接触させ；十分な電流密度を金属メッキ浴にかけて、金属を基体
上に堆積させることを含み；金属メッキ浴が、金、パラジウム、白金、コバルト、カドミ
ウム、クロム、ビスマス、インジウム、鉛、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、亜鉛お
よびこれらの混合物からなる群から選択される金属の塩、および以下の式：
　Ｒ１－Ｘ－Ｒ２

　式中、Ｘは、－Ｓ（Ｏ）ｎ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）

ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－、－Ｓ（Ｏ）

ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－Ｓ（Ｏ）ｖ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－
Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－Ｓ（Ｏ）ｖ－Ｓ（Ｏ）ｗ－、－（Ｓ（Ｏ）ｚ）ｍ－（ＣＨ２）

ｙ－（Ｓ（Ｏ）ｚ’）ｍ’－、または－ＳＯ２－Ｓ－（ＣＨ２）ｙ－Ｓ－ＳＯ２－であり
、ｎ，ｐ，ｑ，ｕ，ｖ，ｗ，ｚおよびｚ’はそれぞれ独立して０から２の整数であり、ｍ
およびｍ’は独立して１から６の整数であり、ｙは２から４の整数である；Ｒ１およびＲ
２はそれぞれ独立してハロゲン；－ＯＨ；（Ｃ１－Ｃ２０）直鎖、分枝、または環状アル
キル；（Ｃ２－Ｃ２０）直鎖、分枝、または環状アルケニル；（Ｃ２－Ｃ２０）直鎖、ま
たは分枝アルキニル；または（Ｃ１－Ｃ２０）アルキル－Ｏ（Ｃ２－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，（
Ｃ１－Ｃ１２）アルキルフェニル－Ｏ（Ｃ２－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，または－フェニル－Ｏ（
Ｃ２－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，式中ｔは１から５００の整数であり、Ｒ５は水素、（Ｃ１－Ｃ４

）アルキルまたはフェニルである；アルキル、アルケニル、またはアルキニルは置換また
は非置換である；または
　ＸはＳもしくはＯであり、Ｒ１およびＲ２はそれらが結合している原子と一緒になって
５から１８員の複素環を形成することができ、この環は１から８個の複素原子を含み、非
置換もしくは置換、飽和もしくは不飽和であることができる；該複素環は任意に１以上の
カルボニルを含む、
で表される添加剤消費抑制化合物を含み、該添加剤消費抑制化合物がスルホン酸基または
その塩を有しない、基体上に金属をメッキする方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基体上の金属の堆積を向上させるメッキ浴および方法に関する。より詳細に
は、本発明はメッキ浴添加剤の分解を防止する複素原子含有有機化合物をメッキ浴中に組
み入れることにより基体上の金属の堆積を向上させるメッキ浴および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基体上へ金属を堆積させることは、さまざまな工業用途、たとえば、電鋳、電解精錬、
銅粉の製造、電気メッキ、無電解メッキなどにおいて用いられる。基体を金属でメッキす
るプロセスは、衛生用品、自動車部品、宝石および家具の装飾品、多くの電気装置および
回路、たとえば、プリント配線板および回路板、電解ホイル、シリコンウェハメッキなど
の製造において用いられる。基体上にメッキすることができる金属の例としては、銅、金
、銀、パラジウム、白金、亜鉛、スズ、ニッケル、鉛、コバルトおよびその合金が挙げら
れる。装飾品および電気装置の製造におけるメッキにおいて多くの金属を用いることがで
きるが、銅がメッキされる金属のうち、最も一般的なもののひとつである。電子産業では
、プリント配線板および回路板、ならびに他の電子製品の製造における金属として銅が広
く用いられている。
【０００３】
　電子産業では、プリント配線板上の銅堆積物について多くの必要条件がある。たとえば
、銅層は熱ショック（２８８℃の液体スズ／鉛はんだ中少なくとも１回１０秒間浸漬）を
受けた場合に亀裂を生じてはならない。加えて、銅層はなめらかでなければならず、コー
トされた表面のすべての位置で均一の厚さでなければならない。さらに、堆積法は操作が
簡単で、経済的でなければならない。
【０００４】
　電気メッキ中に分解する陽極、たとえば、銅陽極が、銅の電気メッキにおいて用いられ
ることが多い。このような陽極は、可溶性陽極として該産業において公知である。可溶性
陽極は、プレート、バーまたは球状の形態であってもよい。プレートおよびバーは適当な
固定手段により電源に連結される。球体は多くの場合チタンでできているバスケット中に
入れる。球は適当な固定手段で電源に連結される。このような陽極は堆積中に銅が堆積浴
から析出するのとほぼ同じ速度で分解し、堆積溶液中の銅の量はほぼ一定である。したが
って、銅の補充は必要でない。
【０００５】
　もう一つのタイプの陽極は、不溶性陽極である。不溶性陽極の外寸は、金属堆積プロセ
ス中に変化しない。このような陽極は、高い陽極の過電圧を防止するために、白金などの
触媒金属でコートされることのできるチタンまたは鉛などの不活性物質からなる。不溶性
陽極はプリント配線板および回路板の製造において可溶性陽極よりも好ましい。不溶性陽
極を用いる電気メッキプロセスは、消耗電極を用いたものよりも融通が利き、より高いメ
ッキ速度が可能になり、必要とする装置サイズがより小さくてすみ、メンテナンスが容易
であり、溶液流れおよび撹拌が向上され、陽極を陰極の近くに設置することが可能になる
。特に有利なのは、不溶性陽極のサイズが変わらないことである（すなわち、セルの構造
が一定のままである）。したがって、より均一なメッキが得られる。加えて、銅の供給源
を提供するために使用される銅塩は、多くの場合銅メッキされた装置の製造に関連したエ
ッチング法の産物として利用可能である。たとえば、回路板の製造において、銅層を絶縁
基体の全表面上に置き、銅の一部をエッチングで除去して、目的とする回路板を製造する
。
【０００６】
　基体上のメッキ金属、たとえば銅を用いた電気メッキはさまざまな製造工程において広
範囲に使用される。銅メッキは、さらなる金属層の結合層としてさまざまな表面（すなわ
ち、鉄表面）上の腐食を防止し、導電性および熱伝導性を増大させ、多くの電気的用途に
おける導電路を提供するために用いられる。銅を用いる電気メッキは、電気装置、たとえ
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ば、回路板、集積回路、電気接触面などの製造において使用される。
【０００７】
　金属のメッキは、メッキ浴中に複数の成分を含む複雑なプロセスである。金属源を提供
する金属塩、ｐＨ調節剤および界面活性剤または湿潤剤に加えて、多くのメッキ浴、たと
えば電気メッキ浴は、メッキプロセスのさまざまな態様を向上させる化合物を含む。この
ような化合物または添加剤は、金属メッキの光沢、特に延性およびミクロ均一電着性（ｍ
ｉｃｒｏ－ｔｈｒｏｗｉｎｇ ｐｏｗｅｒ）に関するメッキされた金属の物理的特性なら
びに電気メッキ浴のマクロ均一電着性を向上するために使用される補助的な浴成分である
。主な関心事は、光沢のある仕上がり、表面上の金属堆積の水平化および均一性に影響を
与える添加剤である。許容差内でこのような添加剤の浴濃度を維持することは高品質の金
属堆積物を得るために重要である。このような添加剤は金属メッキ中に分解する。添加剤
の分解は、陽極での酸化、陰極での還元および化学的分解による。添加剤がメッキ中に分
解する場合、分解生成物の結果、金属層堆積物特性が工業的基準に満たないものになる場
合がある。産業界における作業員により確立された添加剤の最適濃度を試行し、維持する
ための経験則に基づいた添加剤の標準的添加が採用されてきた。しかしながら、添加剤が
メッキ浴中非常に低い濃度、すなわち溶液のｐｐｍ濃度で存在するので、金属メッキを向
上させる添加剤の濃度をモニターすることは非常に困難である。また、添加剤およびメッ
キ中に添加剤から形成される分解生成物の複雑な混合物も補充プロセスを複雑にする。さ
らに、特定の添加剤の消耗は時間または使用される浴に関して必ずしも一定であるとは限
らない。したがって、特定の添加剤の濃度は正確にはわからず、浴中の添加剤の量は、最
終的に許容範囲から逸脱する範囲まで減少または増大する。添加剤含量が許容範囲をはる
かに逸脱するならば、金属堆積物の品質は悪化し、堆積物は外観が鈍くなる、および／ま
たは構造が脆いかまたは粉末状になる。他の結果としては、低い均一電着性および／また
は不良なレベリングを伴うメッキフォールドが挙げられる。多層プリント回路板の製造に
おけるスルーホール連結の電気メッキは、高品質のメッキが必要とされる例である。
【０００８】
　メッキ浴の安定性および寿命は非常に重要である。添加剤の安定性の増大は金属メッキ
を向上させ、メッキ浴の寿命の延長につながる。寿命の長いメッキ浴は経済的に非常に重
要である。前記のようにメッキ浴を頻繁に取り替えること、ならびに劣化した添加剤を含
む浴を廃棄することにより金属メッキ操作が中断される。このような中断は生成物収率を
低下させる。したがって、添加剤の分解が防止または低減されている安定なメッキ浴が非
常に望ましい。
【０００９】
　米国特許第４４６９５６４号は、電気メッキ浴寿命を延長すると思われる銅電気メッキ
プロセスを開示する。該特許は、可溶性または不溶性陽極を用いて該プロセスを使用する
ことができることを記載している。有機添加物が陽極と接触し、陽極により酸化されるこ
とを防止するために、カチオン透過膜で陽極を包み込む。かかるプロセスの欠点は、カチ
オン透過膜が腐食性化学物質に長時間暴露され、これにより膜の分解が起こることである
。たとえば、浴のｐＨは１．０未満から１１．０以上までの範囲である。また、浴ｐＨ範
囲は、浴成分が消費されるかまたは分解するので時間によって上下する。したがって、当
該分野の作業員は、電気メッキ中のｐＨの変動により分解しない化学組成を有する膜を選
択しなければならない。加えて、前記のように、電気メッキ浴はさまざまな成分を含む。
成分、たとえば有機添加剤またはその分解生成物はカチオン透過膜の孔をふさぎ、浴への
カチオンの通路を妨害する。したがって、作業員は電気メッキプロセスを停止し、膜を取
り替えなければならない。孔の閉塞およびプロセスの停止により金属メッキが不十分にな
る。
【００１０】
　日本国特開昭６３－０１４８８６Ａ２は、塩化物イオンを有し、さらに０．０１－１０
０ｇ／ｌの量において遷移金属イオンを含む酸銅電気メッキ浴を開示している。電気メッ
キ浴は有機添加剤消費の欠点はないようである。かかる有機添加剤としては、光沢剤、レ
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ベリング剤、硬化剤、展性および延性改良剤、および堆積改良剤が挙げられる。
【００１１】
　ＥＰ０４０２８９６は、酸銅電気メッキ浴における有機添加剤、たとえば光沢剤を安定
化させる方法を開示する。該プロセスは、チタンバスケット中の銅チップの可溶性陽極を
使用する。マンガン、鉄、クロム、およびチタンの遷移金属塩を５ｇ／ｌ以下の濃度にお
いて電気メッキ溶液に添加する。遷移金属は少なくとも２つの陽性酸化状態において存在
するが、実質的にその最低の一般的な陽性酸化状態において溶液中に存在する。遷移金属
イオンの陽性酸化状態の溶液中の存在は有機添加剤を安定化させるようである。
【００１２】
　米国特許第６０９９７１１号は、可逆性レドックス系の形態の金属イオンジェネレータ
ーを使用することにより電気メッキ浴において金属イオン、たとえば、銅イオンが補給さ
れる不溶性陽極を使用した電気メッキプロセスを開示している。可溶性陽極のかわりに不
溶性陽極が使用されるので、金属イオンは陽極の溶解により浴中に補給されない。したが
って、可逆性レドックス系が金属イオンを補給する。鉄（ＩＩ）および鉄（ＩＩＩ）化合
物が電気化学的可逆性レドックス系として使用される。該特許において開示されている他
のレドックス系としては、チタン、セリウム、バナジウム、マンガンおよびクロムの金属
があげられる。かかる金属は、硫酸鉄（ＩＩ）五水和物、硫酸鉄（ＩＩ）九水和物、チタ
ニル－硫酸、硫酸セリウム（ＩＶ）、メタバナジウム酸ナトリウム、硫酸マンガン（ＩＩ
）またはクロム酸ナトリウムの形態において銅堆積溶液に添加される。該特許は、レドッ
クス系は組み合わせることができることを記載している。
【００１３】
　電気メッキ浴における金属イオンの補給に加えて、該特許は、該プロセスが有機添加剤
の劣化を相当な程度まで防止することを記載している。浴中の大量の有機添加剤の劣化は
、陽極電位のために陽極で電解により起こる。当該分野における作業員は、鉄（ＩＩ）の
鉄（ＩＩＩ）へのレドックス反応の電位（ＳＣＥに対して約０．５３０Ｖ）により、陽極
での光沢剤酸化を防止できるほど低い陽極電位が得られると考えている。したがって、光
沢剤消費が低減される。そのような有機添加剤としては、光沢剤、レベラー、および湿潤
剤があげられる。使用される光沢剤としては、水溶性硫黄化合物および酸素含有高分子量
化合物が挙げられる。他の添加剤化合物としては、窒素含有硫黄化合物、ポリマー窒素化
合物および／またはポリマーフェナゾニウム化合物が挙げられる。
【００１４】
　該特許は金属イオンを補給し、光沢剤消費を低減することを主張しているが、米国特許
第６０９９７１１号において開示されているプロセスは欠点を有する。可逆性レドックス
反応において、銅が銅（ＩＩ）に酸化される代わりに、鉄（ＩＩＩ）が鉄（ＩＩ）に還元
される。加えて、鉄が経時的に系中に蓄積し、操作の停止およびクリーニングを必要とす
る。かかる操作は、プロセスの効率を減少させ、プロセスのコストを増大させる。該プロ
セスについてのもうひとつの欠点は、レドックス系における化合物の濃度を、一定の金属
イオンの濃度が堆積溶液中で維持されるようにレドックス系を調整しなければならないこ
とである。したがって、プロセスを操作するためには堆積溶液中レドックス化合物の濃度
における誤差の範囲は狭いかまたはほとんどない。したがって、レドックス化合物の濃度
におけるわずかな変化がプロセスの操作を妨害する可能性がある。
【００１５】
　日本国特開平０８－１９９３８５号は、フッ化物系界面活性剤および有機添加剤、たと
えば光沢剤を含む電気メッキ法および液を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】米国特許第４４６９５６４号明細書
【特許文献２】特開昭６３－０１４８８６号公報
【特許文献３】欧州特許出願公開第０４０２８９６号明細書
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【特許文献４】米国特許第６０９９７１１号明細書
【特許文献５】特開平０８－１９９３８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　金属メッキ浴における添加剤の劣化を防止する方法が存在するが、浴添加剤の劣化を防
止するさらなる方法が依然として必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、メッキ浴における添加剤の劣化を防止する複素原子含有有機化合物を含有す
るメッキ浴、およびメッキ浴を用いて基体上に金属をメッキする方法に関する。かかる複
素原子含有有機化合物としては、以下の一般紙基を有する化合物があげられる。
Ｒ１－Ｘ－Ｒ２

式中、Ｘは、－Ｓ（Ｏ）ｎ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ

－Ｓ（Ｏ）ｑ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ

－Ｓ（Ｏ）ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－Ｓ（Ｏ）ｖ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－Ｓ
（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－Ｓ（Ｏ）ｖ－Ｓ（Ｏ）ｗ－、－（Ｓ（Ｏ）ｚ）ｍ－（ＣＨ２）ｙ

－（Ｓ（Ｏ）ｚ’）ｍ’－、または－ＳＯ２－Ｓ－（ＣＨ２）ｙ－Ｓ－ＳＯ２－であり、
ｎ，ｐ，ｑ，ｕ，ｖ，ｗ，ｚおよびｚ’はそれぞれ独立して０から２の整数であり、ｍお
よびｍ’は独立して１から６の整数であり、ｙは２から４の整数である；Ｒ１およびＲ２

はそれぞれ独立してハロゲン；－ＯＨ；（Ｃ１－Ｃ２０）直鎖、分枝、または環状アルキ
ル；（Ｃ２－Ｃ２０）直鎖、分枝、または環状アルケニル；（Ｃ２－Ｃ２０）直鎖、また
は分枝アルキニル；または（Ｃ１－Ｃ２０）アルキル－Ｏ（Ｃ２－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，（Ｃ

１－Ｃ１２）アルキルフェニル－Ｏ（Ｃ２－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，または－フェニル－Ｏ（Ｃ

２－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，式中ｔは１から５００の整数であり、Ｒ５は水素、（Ｃ１－Ｃ４）
アルキルまたはフェニルである；アルキル、アルケニル、またはアルキニルは置換または
非置換である；または
　ＸはＳ，Ｏ，Ｎから選択されたヘテロ原子、または（Ｃ１－Ｃ６）アルキルもしくはト
シル基で置換されたＮであり、Ｒ１およびＲ２はそれらが結合している原子と一緒になっ
て５から１８員の複素環を形成することができ、この環は１から８個の複素原子を含み、
非置換もしくは置換、飽和もしくは不飽和であることができる；該複素環は任意に１以上
のカルボニルを含む。
【００１９】
　上記の化合物は、金属メッキ浴において、銅、金、銀、パラジウム、白金、コバルト、
カドミウム、クロム、ビスマス、インジウム、スズ、ロジウム、ルテニウム、イリジウム
、亜鉛およびそれらの合金をメッキするために金属メッキ浴において用いることができる
。そのような金属はそれらの塩として金属メッキ浴中に提供される。
【００２０】
　有利には、添加剤の消費を抑制する複素原子含有有機化合物をメッキ浴に添加すること
により、添加剤の劣化が防止される。すなわち、添加剤消費抑制化合物は、寿命の長いメ
ッキ浴を提供し、非常に有効な金属メッキ法を提供する。さらに、本発明の化合物は添加
剤の劣化を抑制するので、本発明のメッキ浴は、基体上に良好な物理－機械的特性を有す
る均一で光沢性の高い金属層を提供する。
【００２１】
　本発明の金属メッキ浴は、金属メッキすることができる任意の基体上に金属層をメッキ
するために使用することができる。本発明の金属メッキ法は、溶解させたメッキ金属、浴
添加剤および１またはそれ以上の本発明の添加剤消費抑制化合物を含む浴中に浸漬させた
２つの電極間に電流を通すことを含む。基体が所望の厚さの金属でメッキされるまで電流
を浴に通す。
【００２２】
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　本発明の添加剤消費を抑制する化合物および方法は、金属メッキが使用される産業にお
いて用いることができる。たとえば、金属メッキ浴は、電子装置、たとえばプリント回路
板および配線板、集積回路、電気接触面およびコネクター、電解ホイル、マイクロチップ
用途のシリコンウェハ、半導体および半導体パッケージング、リードフレーム、オプトエ
レクトロニクス製品およびオプトエレクトロニクスパッケージング、たとえばウェハ上の
ソルダーバンプなどの製造において用いることができる。さらに、金属メッキ浴は、宝石
類、家具類、自動車部品、衛生器具などの装飾品を金属メッキするために使用することが
できる。さらに、本発明の添加剤消費抑制化合物は、廃棄物処理法において使用すること
ができる。
【００２３】
　本発明の第一の目的は、金属メッキ浴における添加剤の劣化を抑制する化合物を提供す
ることである。
【００２４】
　本発明のもうひとつ目的は、寿命の長い金属メッキ浴を提供することである。
【００２５】
　本発明のさらなる目的は、基体上に金属をメッキする有効な方法を提供することである
。
【００２６】
　本発明のさらなる目的は、基体上に、良好な物理－機械的特性を有する均一で光沢度の
高い金属層をメッキする方法を提供することである。
【００２７】
　当業者は本発明の詳細な説明および添付の請求の範囲を読むと本発明のさらなる目的を
確認することができるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本発明にしたがった垂直法による製品の処理を示す図である。
【図２】図２は、本発明にしたがった水平法による製品を処理する装置を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の金属メッキ浴は、基体上の金属堆積を向上させるために金属メッキ浴に添加さ
れる添加剤の劣化を抑制する複素原子含有有機化合物を含む。金属メッキ浴は、基体の上
に金属をメッキするための任意の好適なプロセスにおいて使用されることができる。その
ような複素原子含有有機化合物としては以下の式を有する化合物があげられる。
【００３０】
　Ｒ１－Ｘ－Ｒ２

　式中、Ｘは、－Ｓ（Ｏ）ｎ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）

ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－、－Ｓ（Ｏ）

ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－Ｓ（Ｏ）ｖ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－
Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－Ｓ（Ｏ）ｖ－Ｓ（Ｏ）ｗ－、－（Ｓ（Ｏ）ｚ）ｍ－（ＣＨ２）

ｙ－（Ｓ（Ｏ）ｚ’）ｍ’－、または－ＳＯ２－Ｓ－（ＣＨ２）ｙ－Ｓ－ＳＯ２－であり
、ｎ，ｐ，ｑ，ｕ，ｖ，ｗ，ｚおよびｚ’はそれぞれ独立して０から２の整数であり、ｍ
およびｍ’は独立して１から６、好ましくは１から４の整数であり、ｙは２から４の整数
である；Ｒ１およびＲ２はそれぞれ独立してハロゲン；－ＯＨ；（Ｃ１－Ｃ２０）直鎖、
分枝、または環状アルキル；（Ｃ２－Ｃ２０）直鎖、分枝、または環状アルケニル；（Ｃ

２－Ｃ２０）直鎖、または分枝アルキニル；または（Ｃ１－Ｃ２０）アルキル－Ｏ（Ｃ２

－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，（Ｃ１－Ｃ１２）アルキルフェニル－Ｏ（Ｃ２－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，ま
たは－フェニル－Ｏ（Ｃ２－Ｃ３Ｏ）ｔＲ５，式中ｔは１から５００の整数であり、Ｒ５

は水素、（Ｃ１－Ｃ４）アルキルまたはフェニルである；アルキル、アルケニル、または
アルキニルは置換または非置換である；または
　ＸはＳ，Ｏ，Ｎから選択されたヘテロ原子、または（Ｃ１－Ｃ６）の直鎖、または分枝
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アルキルもしくはトシル基で置換されたＮであり、Ｒ１およびＲ２はそれらが結合してい
る原子と一緒になって５から１８員の複素環を形成することができ、任意に１以上のカル
ボニル基を含み、該複素環は飽和もしくは不飽和であることができ、非置換もしくは環の
１以上の原子においてカルボン酸、－ＯＨ、（Ｃ１－Ｃ６）アルキル、ヒドロキシ（Ｃ１

－Ｃ６）アルキル、またはカルボキシ（Ｃ１－Ｃ６）アルキルで置換されることができる
。
【００３１】
　Ｒ１およびＲ２の置換されたアルキル、アルケニル、またはアルキニル基は、ハロゲン
、アリール、シリル、－ＳＨ，－ＣＮ，－ＳＣＮ，－Ｃ＝ＮＳ，Ｓｉ（ＯＨ）３，シラン
、－ＮＯ２，Ｐ（Ｒ）２，－ＯＨ，－ＣＯＯＨ，－ＣＯ（Ｃ１－Ｃ１２）アルキル、－Ｃ
ＯＯ（Ｃ１－Ｃ１２）アルキル、－ＮＲ３Ｒ４，式中Ｒは水素またはハロゲンであり、Ｒ
３およびＲ４は独立にハロゲン、水素、アリール、または（Ｃ１－Ｃ１２）直鎖、または
分枝アルキルである、をはじめとする置換基、ただしこれらに限定されるものではない、
を有していても良い。鎖中に２個よりも多い硫黄原子を含む場合には、置換基はさらに、
－ＳＯ３Ｍまたは－ＰＯ３Ｍ、Ｍは水素またはアルカリ金属である、であることができる
。アルカリ金属は、Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｒｂ，およびＣｓを包含する。ハロゲンとしては、
Ｆ、Ｃｌ、ＢｒまたはＩが挙げられる。環状アルケニルはアリール基を包含する。アリー
ルとしては、これに限定されないが、フェニル、ナフチル、アンスリル、フェナンスリル
、フラニル、ピリジニル、およびピリミジニルなどが挙げられる．好ましいアリール基は
、フェニルまたはナフチルである。
【００３２】
　好ましくは、Ｘは、－Ｓ（Ｏ）ｎ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ
（Ｏ）ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－、－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｓ（Ｏ）ｐ－Ｓ（Ｏ）ｑ－Ｓ（Ｏ）ｕ－、－Ｓ
Ｏ２－Ｓ－（ＣＨ２）ｙ－Ｓ－ＳＯ２－、または－（Ｓ（Ｏ）ｚ）ｍ－（ＣＨ２）ｙ－（
Ｓ（Ｏ）ｚ’）ｍ’－であり、ｎ，ｐ，ｑ，ｕ，ｖ，ｗ，ｚおよびｚ’、ｍおよびｍ’は
前記の通りである。より好ましくは、Ｘはｎ、ｐ、ｑおよびｕが０または１の整数である
ものであり、最も好ましくはｎ、ｐ、ｑおよびｕは０である。言い換えれば、スルフィド
、すなわち－Ｓ－はスルホキシド、すなわち＝ＳＯよりも好ましく、スルホキシドはスル
ホニル、すなわち－ＳＯ２－よりも、金属メッキ浴中の添加剤消費を防止するために好ま
しい。
【００３３】
　好ましくは、ＸはＳ，Ｏ，Ｎ、または置換されたＮであり、Ｒ１およびＲ２はそれらが
結合している原子と一緒になって先に定義されたような５から１８員の複素環を形成する
ものである。Ｒ１およびＲ２の置換されたアルキル、アルケニル、またはアルキニル基の
好ましい置換基は、ハロゲン、アリール、シラン、シリル、－ＳＨ，－ＣＮ，－ＳＣＮ，
－Ｃ＝ＮＳ，Ｓｉ（ＯＨ）３，－ＮＯ２，－ＰＯ３Ｍ、Ｐ（Ｒ）２，－ＣＯＯＨ，－ＣＯ
（Ｃ１－Ｃ１２）アルキル、－ＣＯＯ（Ｃ１－Ｃ１２）アルキル、または－ＮＲ３Ｒ４で
あり、ここでＭ，Ｒ，Ｒ３およびＲ４は先の定義の通りである。本発明添加剤消費抑制化
合物は、それらのアルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩としても使用することができ
る。
【００３４】
　前記式に包含される化合物の例としては、メチルスルホキシド、メチルスルホン、テト
ラメチレンスルホキシド、チオグリコール酸、２（５Ｈ）チオフェノン、１，４－ジチア
ン、トランス－１，２－ジチアン、テトラヒドロチオフェン－３－オン、３－チオフェン
メタノール、１，３，５－トリチアン、３－チオフェン酢酸、チオテトロン酸、リポ酸、
クラウンエーテル、クラウンチオエーテル、テトラピリド、エタンチオスルホネート、（
２－スルホナートエチル）メタンスルホネート、カルボキシエチルメタンチオスルホネー
ト、２－ヒドロキシエチルメタンチオスルホネート、１，４－ブタンジイルビスメタンチ
オスルホネート、１，２－エタンジイルビスメタンチオスルホネート、１，３－プロパン
ジイルメタンチオスルホネート、（３－スルホナートプロピル）メタンチオスルホネート
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、プロピルメタンチオスルホネート、ｐ－トリルジスルホキシド、ｐ－トリルジスルホン
、ビス（フェニルスルホニル）スルフィド、イソプロピルスルホニルクロライド、４（ク
ロロスルホニル）安息香酸、ジプロピルトリスルフィド、ジメチルトリスルフィド、ジメ
チルテトラスルフィド、ビス（３－トリエトキシシリル）プロピルテトラスルフィド、フ
ェニルビニルスルホン、４－ヒドロキシ－ベンゼンスルホン酸などがあげられるが、これ
らに限定されるものではない。
【００３５】
　好適なクラウンエーテルとしては、１２－クラウン－４（１，４，７，１０－テトラオ
キサシクロドデカン），１５－クラウン－５（１，４，７，１３－ペンタオキサシクロペ
ンタデカン），１８－クラウン－６（１，４，７，１０，１３，１６－ヘキサシクロオク
タデカン），（＋）－（１８－クラウン－６）－２，３，１１，１２－テトラカルボン酸
があげられる。
　好適なテトラピリドの例としては、１，５，９，１３－テトラチアシクロヘキサデカン
、１，５，９，１３－テトラチアシクロヘキサデカン－３，１１－ジオール、および１，
４，７，１０－テトラチアシクロデカンがあげられるが、これらに限定されるものではな
い。
【００３６】
　好適な複素環窒素含有化合物の例としては、１，４，７，１０，１３，１６－ヘキサメ
チル－１，４，７，１０，１３，１６－ヘキサアザシクロオクタデカン、１，４，７，１
０－テトラ－ｐ－トシル－１，４，７，１０－テトラアザシクロドデカン、１，４，１０
，１３－テトラオキサ－７，１６－ジアザシクロオクタデカンがあげられるが、これらに
限定されるものではない。
　上記の式の好ましい化合物の例は、メチルスルホキシド、メチルスルホン、および１，
５，９，１３－テトラチアシクロヘキサデカンがあげられる。
【００３７】
　本発明の上記の添加剤消費抑制化合物は、商業的に入手可能であり、また公知の合成方
法により調製することができる。
【００３８】
　前記化合物は、銅、金、銀、パラジウム、白金、コバルト、クロム、カドミウム、ビス
マス、インジウム、錫、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、亜鉛およびそれらの合金の
メッキのために金属メッキ浴において使用することができる。好ましくは、前記化合物は
、銅、金、白金、パラジウム、銀、ルテニウム、イリジウム、およびコバルトの金属メッ
キ浴において用いることができる。さらに好ましくは、前記添加剤消費を抑制する化合物
は、銅、ルテニウム、またはイリジウムをメッキするための浴において使用される。銅が
本発明でメッキされる最も好ましい金属である。
【００３９】
　上記の式の１またはそれ以上の化合物を金属メッキ浴に添加することにより、金属メッ
キ浴における添加剤の劣化が防止または軽減される。好ましくは、金属メッキ浴は電気メ
ッキ浴である。添加剤消費抑制化合物は、一般に浴１Ｌあたり約０．００１ｇ～約１００
ｇの量において添加される。好ましくは、化合物は一般にメッキ浴において約０．０１ｇ
／Ｌ～約２０．０ｇ／Ｌで使用される。
【００４０】
　添加剤消費を抑制する化合物は、浴に成分を添加するために使用される任意の適当な方
法によりメッキ浴に添加することができる。一方法は、添加剤消費抑制化合物をメッキ浴
中に他の浴成分および添加剤とともに混合することである。
【００４１】
　上記の式の化合物がその分解を抑制する添加剤としては、これに限定されないが、光沢
剤、レベラー、湿潤剤、硬化剤、展性、延性および堆積改良剤、抑制物質などが挙げられ
る。このような添加剤は主に有機化合物である。本発明の添加剤消費を抑制する化合物は
、光沢剤およびレベラーの消費の抑制に特に有効である。本発明の範囲内で定義される添
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加剤としては、本発明の添加剤消費抑制化合物以外の任意の適当なメッキ浴成分が挙げら
れる。
【００４２】
　理論に限定されないが、本発明の複素原子含有有機化合物は以下のメカニズムの１つま
たは組合せにより添加剤消費を抑制すると考えられる。多くの添加剤が陽極で分解して、
酸化生成物になる。複素原子含有有機化合物は添加剤よりも競合的に陽極上に吸着し、添
加剤の代わりに酸化される。多くの金属メッキ浴は塩化物を含む。塩化物はしばしばＨＣ
ｌの形態で金属メッキ浴に添加される。塩化物は陽極で酸化されて塩素になる。塩素は次
に浴添加剤を酸化し、金属メッキ浴中の添加剤の有効性を低下させる。１またはそれ以上
の複素原子含有有機化合物を金属メッキ浴に添加することにより、塩素は添加剤よりも１
またはそれ以上の複素原子含有化合物を酸化する。言い換えれば、複素原子含有化合物は
犠牲種として役割を果たす。もう一つの考えられるメカニズムにおいては、本発明の添加
剤消費抑制複素原子含有化合物は陽極表面で、塩化物と競合するか、または塩化物および
添加剤のどちらとも競合する。このように、本発明の複素原子含有化合物は陽極で塩化物
よりも、あるいは塩化物と添加剤の両方よりも酸化される。
【００４３】
　本発明のメッキ浴において使用される適当な光沢剤の例としては、これに限定されない
が、構造式：ＨＯ３Ｓ－Ｒ１１－ＳＨ、ＨＯ３Ｓ－Ｒ１１－Ｓ－Ｓ－Ｒ１１－ＳＯ３Ｈ（
式中、Ｒ１１はＣ１－Ｃ６またはアリール基である）、およびＨＯ３Ｓ－Ａｒ－Ｓ－Ｓ－
Ａｒ－ＳＯ３Ｈ（式中、Ａｒはフェニルまたはナフチルである）を含む化合物が挙げられ
る。アルキルおよびアリール基の置換基は、たとえば、アルキル、ハロおよびアルコキシ
である。このような光沢剤の例としては、３－メルカプト－プロピルスルホン酸（ナトリ
ウム塩）、２－メルカプト－エタンスルホン酸（ナトリウム塩）、およびビススルホプロ
ピルジスルフィド（ＢＳＤＳ）である。このような化合物は、米国特許第３７７０５９８
号、第４３７４７０９号、第４３７６６８５号、第４５５５３１５号および第４６７３４
６９号に記載され、これらはすべて本発明の一部として参照される。このようなポリスル
フィドも、堆積した金属の延性を増大させるために使用することができる。他の好適な光
沢剤、特に銅浴についての好適な光沢剤としては、Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン酸
（３－スルホプロピル）エステル、ナトリウム塩（ＤＰＳ）、（Ｏ－エチルジチオカルボ
ナート）－Ｓ－（３－スルホプロピル）－エステル、カリウム塩（ＯＰＸ）、３－［（ア
ミノ－イミノメチル）－チオ］－１－プロパンスルホン酸（ＵＰＳ）、３－（２－ベンズ
チアゾリルチオ）－１－プロパンスルホン酸、ナトリウム塩（ＺＰＳ）、ビススルホプロ
ピルジスルフィドのチオール（ＭＰＳ）があげられる。
【００４４】
　メッキ浴において使用することができるレベラーの例としては、これに限定されないが
、アルキル化ポリアルキレンイミンおよび有機スルホスルホネートが挙げられる。これら
の化合物の例としては、１－（２－ヒドロキシエチル）－２－イミダゾリジンチオン（Ｈ
ＩＴ）、４－メルカプトピリジン、２－メルカプトチアゾリン、エチレンチオ尿素、チオ
尿素およびアルキル化ポリアルキレンイミンが挙げられる。このような化合物は、米国特
許第４３７６６８５号、第４５５５３１５号および第３７７０５９８号に開示され、その
開示は全体として本発明の一部として参照される。
【００４５】
　本発明の範囲内のメッキ浴において光沢剤として機能することができる他の添加剤の例
としては、これに限定されないが、硫黄化合物、たとえば、３－（ベンズチアゾリル－２
－チオ）－プロピルスルホン酸ナトリウム塩、３－メルカプトプロパン－１－スルホン酸
ナトリウム塩、エチレンジチオジプロピルスルホン酸ナトリウム塩、ビス－（ｐ－スルホ
フェニル）ジスルフィド二ナトリウム塩、ビス－（ω－スルホブチル）－ジスルフィド二
ナトリウム塩、ビス－（ω－スルホヒドロキシプロピル）－ジスルフィド二ナトリウム塩
、ビス－（ω－スルホプロピル）－ジスルフィド二ナトリウム塩、ビス－（ω－スルホプ
ロピル）－スルフィドジナトリウム塩、メチル－（ω－スルホプロピル）－ジスルフィド
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ナトリウム塩、メチル－（ω－スルホプロピル）－トリスルフィド二ナトリウム塩、Ｏ－
エチル－ジチオカルボン酸－Ｓ－（ω－スルホプロピル）－エステル、カリウム塩チオグ
リコール酸、チオリン酸－Ｏ－エチル－ビス－（ω－スルホプロピル）エステル二ナトリ
ウム塩、チオリン酸－トリス（ω－スルホプロピル）－エステル三ナトリウム塩、などが
挙げられる。
【００４６】
　抑制物質として使用することができる酸素含有高分子量化合物の例としては、カルボキ
シメチルセルロール、ノニルフェノールポリグリコールエーテル、オクタジオールビス－
（ポリアルキレングリコールエーテル）、オクタノールポリアルキレングリコールエーテ
ル、オレイン酸ポリグリコールエステル、ポリエチレンプロピレングリコール、ポリエチ
レングリコール、ポリエチレングリコールジメチルエーテル、ポリオキシプロピレングリ
コール、ポリプロピレングリコール、ポリビニルアルコール、ステアリン酸ポリグリコー
ルエステル、ステアリルアルコールポリグリコールエーテルなどが挙げられる。
【００４７】
　堆積物の光沢度を向上させるために芳香族および脂肪族第四アミンもメッキ浴に添加す
ることができる。フェナジンクラス（サフラニンタイプ）の染料およびフェナジンアゾ染
料（Ｊａｎｕｓ Ｇｒｅｅｎ Ｂタイプ）をレベラーとして使用することができる。金属メ
ッキの厚さおよび均一性を向上させるためにポリエーテルが使用される。
【００４８】
　光沢剤およびレベラーは、メッキ浴に、約１ｐｐｂから約１ｇ／Ｌの量において添加さ
れる。光沢剤およびレベラーは、約１０ｐｐｂから約５００ｐｐｍの範囲であることが多
い。浴成分の範囲は、各浴の組成によって異なる。したがって、有機添加物についての前
記範囲は一般的な範囲である。
【００４９】
　本発明のメッキ浴に用いられる適当な湿潤剤または界面活性剤の例としては、非イオン
性界面活性剤、たとえば、フェノキシポリエトキシエタノールが挙げられる。複数のオキ
シエチレン基を含む他の適当な湿潤剤も使用できる。このような湿潤剤としては、２０か
ら１５０個の繰り返し単位を有するポリオキシエチレンポリマーの化合物が挙げられる。
このような化合物も抑制物質として機能する。さらに、ポリオキシエチレンおよびポリオ
キシプロピレンのブロックコポリマーもこのポリマーのクラスに含まれる。界面活性剤お
よび湿潤剤は公知量において添加される。
【００５０】
　添加剤に加えて、金属イオン供給源として、ｐＨ調節剤、たとえば無機酸、ならびにハ
ライドイオンの供給源などの他のメッキ浴成分もメッキ浴中に含まれる。一般に、メッキ
浴は水性である。浴のｐＨは０～約１４の範囲であり、好ましくは、０～約８である。メ
ッキ浴において用いられる湿潤剤およびかかる浴において用いられる量は、当該分野にお
いては周知である。使用される無機酸としては、硫酸、塩酸、硝酸、リン酸などが挙げら
れるが、これに限定されない。硫酸が好ましい酸である。ハロゲンイオンは任意である。
メッキ浴において用いられるハロゲンイオンとしては、好ましくはクロリド、フルオリド
、およびブロミドが挙げられる。このようなハライドは、水溶性塩として浴中に添加され
る。クロリドが好ましく、浴中に、好ましくは塩化ナトリウムとして添加される。金属の
水溶性塩は、基体上にメッキされる金属の供給源を提供する。このような水溶性塩として
は、銅、クロム、金、銀、カドミウム、白金、パラジウム、コバルト、ビスマス、インジ
ウム、ロジウム、ルテニウム、イリジウムおよび亜鉛の金属塩が挙げられる。半田も本発
明のメッキ浴でメッキされることができる。そのような半田は上記の金属の合金である。
【００５１】
　本発明の浴でメッキされる最も好ましい金属は銅である。好ましくは、銅は電気メッキ
される。有用な銅は、任意の溶液可溶性銅化合物の形態であってよい。好適な銅化合物と
しては、ハロゲン化銅、硫酸銅、アルカンスルホン酸銅、アルカノールスルホン酸銅など
が挙げられるが、これに限定されない。ハロゲン化銅が使用される場合、クロリドが好ま
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しいハライドである。好ましい銅化合物は、硫酸銅、アルカンスルホン酸銅、またはその
混合物である。より好ましいのは、硫酸銅、メタンスルホン酸銅またはその混合物である
。本発明において有用な銅化合物は、一般に商業的に入手可能であるか、または文献にお
いて公知の方法により調製することができる。銅浴においては、銅は浴内の金属の少なく
とも５０重量％以上を構成する。好ましくは、銅は浴内の金属の約６０重量％から約９０
重量％を構成する。銅が基体上でメッキされる場合、浴のｐＨは０～約１４．０の範囲で
ある。好ましくは、浴のｐＨは０～約８．０の範囲である。
【００５２】
　金属イオンは、メッキ浴中の濃度が約０．０１０ｇ／Ｌ～約２００ｇ／Ｌの範囲であり
、好ましくは、約０．５ｇ／Ｌ～約１００．０ｇ／Ｌである。銅が使用される場合、銅の
量は約０．０１ｇ／Ｌ～約１００ｇ／Ｌの範囲である。好ましくは、銅は、約０．１０ｇ
／Ｌ～約５０ｇ／Ｌの範囲である。本発明の浴が非高速メッキプロセスにおいて使用され
る場合、浴中に存在する銅の量は、約０．０２ｇ／Ｌ～約２５ｇ／Ｌの範囲である。本発
明の浴が、高速メッキプロセスにおいて使用される場合、浴中に存在する銅の量は、約１
．０ｇ／Ｌ～約１００ｇ／Ｌの範囲であり、好ましくは約２．０ｇ／Ｌ～約５０ｇ／Ｌの
範囲である。
【００５３】
　ハライドイオンは、０ｍｇ／Ｌ～約１．０ｇ／Ｌ、好ましくは約１．０ｍｇ／Ｌ～約１
５０ｍｇ／Ｌの濃度範囲である。ｐＨを約０～約８．０にするために酸をメッキ浴に添加
する。したがって、酸は約１０ｇ／Ｌ～約６００ｇ／Ｌ、好ましくは約１５ｇ／Ｌ～約５
００ｇ／Ｌの量において添加される。
【００５４】
　本発明を実施するための酸銅電気メッキ浴の例は、次のような組成を有する：
銅イオン（硫酸銅として） 　　　　　　　　０．０１～５０ｇ／Ｌ
（濃）硫酸 　　　　　　　　　　　　　　　１５から５００ｇ／Ｌ
クロリドイオン（塩化ナトリウムとして）　１ｐｐｍから１５０ｐｐｍ
添加剤 　　　　　　　　　　　　　　　　　適宜
添加剤保存化合物 　　　　　　　　　　　　０．１～１０ｇ／Ｌ
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １リットルにする量
【００５５】
　基体が金属メッキされる適当なメッキ浴において添加剤の分解を防止するために複素原
子含有有機化合物を使用することができるが、好ましくは添加剤保存化合物を電気メッキ
浴において使用する。このような電気メッキ浴は、プリント配線板およびマイクロチップ
用途において使用されるシリコンウェハの製造、ならびに電気装置の他の部品の製造にお
いてなど、基体上への金属の電着において使用することができる。電着プロセスは、基体
を所望の厚さまで金属メッキするために十分な時間、陽極、電気メッキ液、および陰極に
電流を流すことを含む。陽極は、可溶性陽極（メッキが起こると溶解して、電気メッキ浴
を補充する銅などの金属からなる）であってもよい。別法として、不溶性陽極（不活性物
質、たとえば、白金、白金化チタン、鉛などからなる）を使用することもできる。好まし
くは、本発明は、可溶性陽極を使用したプロセスよりも、電気メッキ速度が大きく、添加
剤消費に関連する問題（陽極での酸化であることが多い）が大きい不溶性陽極を使用する
メッキプロセスにおいて使用される。
【００５６】
　有用な不溶性陽極の例は、イリジウムおよびタンタルの酸化物を有する表面を有する陽
極である。このような陽極は、約２０から約９０モル％のイリジウムを有し、残りはタン
タルである。約６０から約９０モル％のイリジウムと残りがタンタルであるのが好ましい
。陽極は、イリジウムおよびタンタルを導電性基体、たとえば、チタン基体上にコーティ
ングすることにより製造される。
【００５７】
　他の適当な陽極としては、少なくとも約１０モル％のＶＩＩＩ族金属、少なくとも約１



(14) JP 2014-37634 A 2014.2.27

10

20

30

40

50

０モル％のバルブ金属および少なくとも約５モル％のバインダー金属からなる陽極が挙げ
られる。ＶＩＩＩ族金属としては、コバルト、ニッケル、ルテニウム、ロジウム、パラジ
ウム、イリジウムおよび白金が挙げられる。バルブ金属としては、チタン、ジルコニウム
、ハフニウム、バナジウム、ニオブおよびタンタルが挙げられる。バインダー金属として
は、ベリリウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、スカンジウム、イットリウム
、ランタンおよび原子番号５８から７１の希土類が挙げられる。特に有用なのは、約５～
約２０モル％のバリウムの酸化組成物であり、イリジウムとタンタルの比は約１／４～約
４である。このような組成は、約５モル％のバリウム、約３０から約４０モル％のイリジ
ウムと残りがタンタルである。加えて、オスミウム、銀および金または他の酸化物を不溶
性陽極において用いることができる。
【００５８】
　前記のように、本発明のメッキ浴は、金属が基体上にメッキされる任意の適当なメッキ
プロセスにおいて用いることができる。本発明のメッキ浴は、プリント配線板産業などの
電子装置の製造およびマイクロプロセッシングにおけるシリコンウェハの製造において基
体をメッキするのに特に好適である。
【００５９】
　電気メッキプロセスにおいて、メッキされる基体が陰極として使用される。可溶性また
は好ましくは不溶性陽極は、前記のように、第二の電極として使用される。パルスメッキ
、またはＤＣ（直流）メッキ、あるいはパルスメッキとＤＣメッキの組合せが用いられる
。このようなメッキ法は当該分野においては一般的である。電流密度および電極表面電位
は、メッキされる具体的基体によって変わる。一般に、陽極および陰極電流密度は約１～
約１０００アンペア／ｆｔ２（ＡＳＦ）まで変化しうる。メッキ浴は約２０℃～約１１０
℃の範囲の温度に維持される。具体的な範囲はメッキされる金属により変化する。そのよ
うな温度範囲は公知である。銅浴は、約２０℃～約８０℃の温度範囲に維持され、酸銅浴
は約２０℃～約５０℃の温度に維持される。メッキは所望の厚さの堆積物が形成されるた
めに十分な時間継続される。一般に、回路板についてのメッキ時間は約４５分～約８時間
である。回路板製造に関しては、所望の厚さは約０．５～約３．０ｍｉｌである。層の厚
さは約１．０～約１．５ｍｉｌであることが多い。
【００６０】
　垂直および水平メッキプロセスのどちらも用いることができる。垂直プロセスにおいて
、基体、たとえば、プリント回路または配線板を本発明のメッキ浴液を入れた容器中に垂
直な位置において沈める。陰極として機能する基体は、少なくとも一つの陽極、好ましく
は不溶性陽極と反対の垂直な位置に設置される。基体および陽極は電源に連結されている
。電源で電流を調節する代わりに、基体と陽極間の電圧が調節されるような電圧調節も可
能である。ポンプなどの輸送装置によりメッキ液を連続して容器に向かわせる。
【００６１】
　垂直法により基体または製品を処理するのに適した配置および装置の例を図１に示す。
装置１０は、添加剤消費抑制複素原子含有化合物を含む金属メッキ浴１４を有する容器１
２を有する。該金属メッキ浴１４は、たとえば銅メッキに用いることができ、すでに記載
した成分および添加剤を含む。
【００６２】
　製品１６（陰極）、たとえば回路板、および陽極１８、たとえば二酸化イリジウムでコ
ートされた不溶性チタン陽極は金属メッキ浴１４中に浸漬されている。製品１６および陽
極１８は電源２０に電気的に連結されている。電源で電流を調節する代わりに、製品１６
と陽極１８間の電圧を調節するために電圧配列（ｖｏｌｔａｇｅ ａｒｒａｎｇｅｍｅｎ
ｔ）（図示せず）を用いることができる。金属メッキ浴１４はポンプなどの輸送手段（図
示せず）により連続して第二の容器または貯蔵槽２２に向けられる。金属メッキ浴１４が
流れる貯蔵槽２２は、銅塩、光沢剤、レベラー、添加剤消費抑制化合物などの金属メッキ
浴１４中の金属浴成分および添加剤を補充する。
【００６３】
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　水平メッキプロセスにおいて、基体は水平方向に移動してコンベヤーユニットを通して
水平な位置において輸送される。メッキ液を連続して基体の下および／または上からスプ
ラッシュノズルまたはフラッドパイプにより注入する。陽極は基体に関して間隔をおいて
配列され、適当な装置によりメッキ浴と接触させられる。基体はローラーまたはプレート
により輸送される。
【００６４】
　本発明を実施するために用いることができる水平法および装置の一例を図２に示す。装
置４６のスプレーチャンバー２４は、金属メッキされる回路板パネルなどのパネル２８が
連続して輸送されてチャンバー２４に入り、出ていくために両末端にスロット２６を有す
るように形成されている。回路板パネルを図示したが、水平装置によりメッキすることが
できる任意の適当な表面が本発明の範囲内に含まれる。パネル２８はアイドラーローラー
３０により矢印の方向に移動される。一連のローラーブラシ３２はパネル２８の上面およ
び下面と接触する位置にあり、一連の陽極３４はパネル２８から離れてアイドラーローラ
ー３０の側のローラーブラシ３２と接触する位置にある。陽極３４は任意の適当な金属、
たとえば、二酸化イリジウムでコートされたチタンで形成されている。任意の好適な陽極
を使用できるが、不溶性陽極、たとえば、二酸化イリジウムでコートされたチタンが好ま
しい。陽極３４は、陽極が上側からアイドラーローラー３４の上側の組に接触し、下側か
らアイドラーローラー３０の下側の組と接触する位置にある。陽極３４は電源３６の正端
子と並列に電気的に接続されている。電極３６の負端子はメッキされるパネル２８（陰極
）と連結されている。ライン４４により金属メッキ液４０を含む貯蔵槽４２と連結されて
いるスプレージェット３８は、下方向に陽極３４とローラーブラシ３２ならびにパネル２
８上に金属メッキ液４０をスプレーするためにローラーブラシ３２間に配列されている。
矢印は金属浴がライン４４を通って流れる方向を示す。金属メッキ液４０は、貯蔵槽４２
への機械的連結においてポンピング手段（図示せず）により貯蔵槽４２からライン４４を
通ってポンプ輸送される。パネル２８の輸送機械手段（図示せず）は、電源３６の負極と
パネル２８間の電気的接触を維持しながら、チャンバー２４を通ってパネル２８を連続し
て移動させるコンベアタイプの機械である。
【００６５】
　添加剤分解の量を防止するかまたは実質的に減少させることにより、添加剤消費抑制化
合物はメッキされた金属の光沢を向上させ、メッキされた金属の物理的性質を向上させる
。本発明の浴でメッキされた金属層は構造が脆かったり、粉末状ではない。さらに、本発
明の浴でメッキされた金属層は良好な均一電着性を有し、メッキ皺がない。金属層のこの
ような性質はプリント回路および配線板におけるスルーホールに特に望ましい。加えて、
添加剤消費抑制化合物は金属メッキ中における有機添加剤の分解を防止するかまたは実質
的にその量を減少させるので、有機添加剤の補充は必要であってもまれである。さらに、
添加剤の分解を防止することにより浴を交換せずに金属メッキ操作の長期間継続が許容さ
れる。さらに、選択された化合物は添加剤の分解を防止するので、メッキ中の装置からコ
ストのかかる半透過性膜を除去することができる。このように、添加剤消費抑制化合物を
含むメッキ浴は、添加剤消費抑制化合物を含まない浴よりも有効で経済的な金属メッキ法
を提供する。したがって、本発明の金属メッキ浴は、向上された金属メッキプロセスを提
供する。本発明におけるすべての数の範囲は両端を含み、組合せ可能である。
【００６６】
　本発明をプリント配線板産業におけるメッキプロセスに重点をおいて記載したが、本発
明は任意の適当なメッキプロセスにおいて用いることができる。化合物はプリント回路お
よび配線板、集積回路、電気接触面およびコネクター、電解ホイル、マイクロチップ用途
のシリコンウェハ、半導体および半導体パッケージング、リードフレーム、オプトエレク
トロニクスおよびオプトエレクトロニクスパッケージング、ウェハ上などのソルダーバン
プなどの電気装置の製造における金属メッキ浴において用いることができる。加えて、金
属メッキ浴を、宝石、家具類、自動車部品、衛生用品などの装飾品の金属メッキに用いる
ことができる。さらに、金属メッキ浴は、廃棄物処理法において用いることができる。
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【００６７】
　数値範囲は両端の値を含み、組み合わせ可能である。
　以下の実施例は本発明にをよりよく説明するために提供し、本発明の範囲を制限するこ
とを意図するものではない。
【実施例】
【００６８】
　実施例１
　本発明の範囲内の化合物を、銅メッキ浴における光沢剤消費を抑制する能力について試
験した。光沢剤消費を防止する化合物の能力を測定するために流体力学的に制御されたハ
ルセルを使用した。光沢剤を補充しないで約５－９０ＡＳＦ電流密度範囲において製造さ
れる、完全に光沢のある陰極の数を記録することにより化合物の光沢剤消費を抑制する能
力を測定した。
【００６９】
　試験において使用した銅メッキ浴は以下のとおりである： 
　浴成分 　　　　　　　　　　　　　　　　　　量
　硫酸銅五水和物　　　　　　　　　　　　　　８０ｇ／Ｌ
　（濃）硫酸　　　　　　　　　　　　　　　２２５ｇ／Ｌ
　塩化物（塩化ナトリウムとして）　　　　　　５０ｐｐｍ
　ポリエチレンオキシド（抑制物質）　　　　　　１ｇ／Ｌ
　ビススルホプロピルジスルフィド（光沢剤）　　１ｐｐｍ
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｌになる量
【００７０】
　試験した化合物を結果と共に以下の表に記載する。各化合物を約０．１ｇ／Ｌの量にお
いてメッキ浴に添加した。光沢剤保護添加剤を含まない対照浴も試験した。各ハルセル実
験は、陰極として機能する銅クラッドＦＲ４／ガラス－エポキシパネル、および陽極とし
て機能する二酸化イリジウムコートチタンメッシュに関して行った。陰極を約３アンペア
で約１０分間ＤＣ整流器を用いて、空気撹拌下、電気メッキした。約１０分後、陰極堆積
物が約５－９０ＡＳＦ電流密度範囲において光沢があるならば、新しい銅陰極を浸漬し、
電気メッキした。陰極堆積物が約５－９０ＡＳＦ電流密度範囲においてマット（鈍く、非
反射性）になるまでプロセスを繰り返した。約７ｇの硫酸銅七水和物を約３０分ごとにメ
ッキ浴に添加して銅イオンを補充した。マットな堆積物がパネルについて記録されたら、
これは光沢剤が浴から枯渇したことを示す。
【００７１】
　光沢剤の消費を防止するための化合物を含まないメッキ浴対照例は、光沢剤の補充なし
には１つの光沢のあるＨｕｌｌ Ｃｅｌｌも生成しなかった。それぞれの光沢剤保護化合
物が生成した光沢のあるＨｕｌｌ Ｃｅｌｌの数を次の表に記載する：
　 化合物 　　　　　　　　　　　　　　　　光沢のあるハルセルの数
メチルスルホキシド　　　　　　　　　　　　　　　　 ５
３－（２－チエニル）アクリル酸　　　　　　　　　　 ３
１，４－ジチアン　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３
対照（化合物を添加しない）　　　　　　　　　　　 １未満
　メチルスルホキシドについて最良の結果が得られた。試験したすべての化合物は、銅浴
成分のみからなる対照と比較して、幾分かの光沢剤保持能を示した。したがって、光沢剤
消費を抑制するために前記の化合物を銅メッキ浴に添加することができる。
【００７２】
　実施例２
　本発明の範囲内の化合物を銅メッキ浴における光沢剤消費を抑制するその能力に関して
試験した。化合物の光沢剤消費を抑制する能力を測定するために流体力学的に制御された
ハルセルを使用した。光沢剤消費を抑制する化合物の能力は、光沢剤を補充しないで約５
－９０ＡＳＦ電流密度範囲において生じる完全に光沢のある陰極の数を記録することによ
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り測定した。
【００７３】
　試験において使用した銅メッキ浴は次の通りであった：
浴成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量
硫酸銅五水和物　　　　　　　　　　　　　　　　８０ｇ／Ｌ
（濃）硫酸　　　　　　　　　　　　　　　　　２２５ｇ／Ｌ
塩化物（塩化ナトリウムとして）　　　　　　　　５０ｐｐｍ
ポリエチレンオキシド（抑制物質）　　　　　　　　１ｇ／Ｌ
ビススルホプロピルジスルフィド（光沢剤）　　　　１ｐｐｍ 
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｌにする量
【００７４】
　試験した化合物を以下の表に結果とともに記載する。各化合物を約１ｇ／Ｌの量におい
てメッキ浴に添加した。光沢剤保護添加剤を含まない対照浴も試験した。各ハルセル実験
を、陰極として機能する銅クラッドＦＲ４／ガラス－エポキシパネル、および陽極として
機能する二酸化イリジウムコートチタンメッシュに関して行った。陰極を約３アンペアで
約１０分間ＤＣ整流器を用いて、空気撹拌下、電気メッキをした。約１０分後、陰極堆積
物が５－９０ＡＳＦ電流密度範囲において光沢があるならば、新しい銅陰極を浸漬し、電
気メッキした。合計メッキ時間約３０分まで、すなわち３つの連続した光沢のあるハルセ
ルパネルで、陰極堆積物が約５－９０ＡＳＦ電流密度範囲においてマットになるまで、プ
ロセスを繰り返した。マットな堆積物が記録されたとき、これは光沢剤が浴から消耗して
いることを示す。
【００７５】
　光沢剤の消費を防止するための化合物を含まないメッキ浴対照例は、光沢剤の補充なし
には１つの光沢のあるＨｕｌｌ Ｃｅｌｌも生成しなかった。それぞれの光沢剤保護化合
物が生成した光沢のあるＨｕｌｌ Ｃｅｌｌの数を次の表に記載する：
　　化合物 　　　　　　　　　　　　光沢のあるハルセルパネルの数
２（５）チオフェノン　　　　　　　　　　　　　　３
チオジグリコール酸　　　　　　　　　　　　　　　３
メチルスルホン　　　　　　　　　　　　　　　　　３
１，４－ジチアスピロ［４，５］デカン　　　　　　３
　　　－８－オル
メチルスルホキシド　　　　　　　　　　　　　　　３
テトラメチレンスルホキシド　　　　　　　　　　　３
１，５，９，１３－テトラチア　　　　　　　　　　３
　　　シクロヘキサデカン
トランス－１，２－ジチアン，４，５－ジオール　　 ３
テトラヒドロチオフェン－３－オン　　　　　　　　２
対照（化合物を添加しない）　　　　　　　　　　　１未満
　試験したすべての化合物は、銅浴成分のみからなる対照と比較して、幾分かの光沢剤保
持能を示した。したがって、光沢剤消費を抑制するために前記の化合物を銅メッキ浴に添
加することができる。
【００７６】
　実施例３
　以下の比較試験は、添加剤保護化合物は光沢剤消費を抑制するための鉄レドックス法よ
りも改良されていることを示す。
【００７７】
　２つの金属メッキ浴を調製し、両方とも、約８０ｇ／Ｌの硫酸銅五水和物、約２２５ｇ
／Ｌの硫酸、約１ｇ／Ｌのポリエチレンオキシドおよび約１ｐｐｍのビススルホプロピル
ジスルフィド（光沢剤）を含んでいた。１つの浴は光沢剤の消費を防止する化合物を含ん
でいた。浴に添加された化合物は、１，５，９，１３－テトラチアシクロヘキサデカン－
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３，１１－ジオールであり、これは約０．１ｇ／Ｌで加えられた。第２の浴は対照であり
、追加成分を含んでいなかった。
　それぞれの浴を使用して、標準的ハルセルにおいて銅クラッドＦＲ４／ガラス－エポキ
シパネル上に銅をメッキした。酸化イリジウムメッシュタイプ陽極を陽極として使用し、
銅クラッドを陰極として使用した。約１０分間ＤＣ整流器を用いて、陰極に約３アンペア
の電流を流した。この時点で陰極を取り除き、新たな銅クラッドパネルと置き換えた。対
照の浴は、メッキの最初の１０分の後に、マットなパネルを生成した。１，５，９，１３
－テトラチアシクロヘキサデカン－３，１１－ジオールを含む浴は、１５よりも多い光沢
パネルを生成した。光沢剤消費抑制化合物は、１５のファクターよりも大きく、光沢剤の
消費を減少させ、銅メッキプロセスを改良した。
【００７８】
　実施例４
　以下の比較試験は、本発明の光沢剤消費抑制化合物は光沢剤消費を抑制するための鉄レ
ドックス法よりも改良されていることを示す。
【００７９】
　４つの金属メッキ浴を調製し、すべて、約８０ｇ／Ｌの硫酸銅五水和物、約２２５ｇ／
Ｌの硫酸、約１ｇ／Ｌのポリエチレンオキシドおよび約１ｐｐｍのビススルホプロピルジ
スルフィド（光沢剤）を含んでいた。硫酸鉄（ＩＩ）七水和物を異なる量において４つの
浴のうちの３つに添加した。１つの浴は約１ｇ／Ｌの硫酸鉄（ＩＩ）七水和物を含み、第
二の浴は、約１０ｇ／Ｌの硫酸鉄（ＩＩ）七水和物を含み、第三の浴は約２００ｇ／Ｌの
硫酸鉄（ＩＩ）七水和物を含んでいた。標準的ハルセルにおいて銅クラッドＦＲ４／ガラ
ス－エポキシパネル上に銅をメッキする間の光沢剤消費を防止する硫酸鉄（ＩＩ）七水和
物の能力を試験するために、硫酸鉄（ＩＩ）七水和物を各浴に添加した。第四の浴は鉄を
含まない対照である。ハルセルは二酸化イリジウム（ＩｒＯ２）メッシュタイプ不溶性陽
極を含んでいた。銅クラッドＦＲ４／ガラス－エポキシパネルは陰極として機能した。各
ハルセルを約３アンペアで約１０分間操作した。陰極電流密度は約５－９０ＡＳＦであっ
た。
【００８０】
　さまざまな量の硫酸鉄（ＩＩ）の存在下で約１０分電気メッキした後、完全に光沢のあ
るパネルは約５－９０ＡＳＦの電流密度で生じなかった。したがって、相当量の光沢剤が
メッキ中に消費された。しかしながら、電流密度が約０－１２ＡＳＦの範囲にある場合、
光沢剤の保護において若干の改善が見られた。半光沢パネルが生じた。電流密度が約０－
６ＡＳＦ範囲まで減少した場合、対照パネルは半光沢性表面を有していた。
【００８１】
　前記実施例１、２および３の添加剤消費を抑制する化合物は、約５－９０ＡＳＦの電流
密度で鉄塩と比較して改善された光沢剤保護を示した。本発明の添加剤消費抑制化合物は
、硫酸鉄（ＩＩ）と対照的にいくつかの完全に光沢のある陰極堆積物を生成した。
【００８２】
　実施例５
　鉄に加えて他の遷移金属を、酸銅メッキ浴における光沢剤消費を防止する能力について
試験した。
【００８３】
　８０ｇ／Ｌの硫酸銅五水和物、約２２５ｇ／Ｌの硫酸、約１ｇ／Ｌのポリエチレンオキ
シドおよび約１ｐｐｍのビススルホプロピルジスルフィド（光沢剤）を用いて５つの浴を
調製した。１つの浴は約１０ｇ／ＬのＮａ２ＭｏＯ４を含み、第二の浴は約１０ｇ／Ｌの
ＭｎＳＯ４を含み、第三の浴は約１ｇ／ＬのＭｎＳＯ４を含み、第四の浴は約１ｇ／Ｌの
ＴｅＯ２を含んでいた。第五の浴は対照として機能し、添加剤を含んでいなかった。光沢
剤消費を陰極として銅クラッドＦＲ４／ガラス－エポキシパネルおよびＩｒＯ２コートチ
タン陽極を用いてハルセルにおいて試験した。電気メッキを約１０分間約３アンペアでＤ
Ｃ整流器を用い、空気撹拌をしながら行った。電流密度は約５－９０ＡＳＦの範囲であっ
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【００８４】
　遷移元素を含む浴は対照パネルと対照的に半光沢のパネルを生じたが、どの浴も約５－
９０ＡＳＦ電流密度範囲において完全に光沢のある陰極を生じなかった。実施例４の硫酸
鉄（ＩＩ）と同様に、遷移金属塩を含む浴は対照よりも若干光沢のある銅堆積物を提供し
た。
【００８５】
　前記実施例１、２および３に示すように、本発明の添加剤消費抑制化合物は、本実施例
の遷移金属塩と対照的に改良された光沢剤保存活性を有していた。
【符号の説明】
【００８６】
１０：装置
１２：容器
１４：金属メッキ浴
１６：製品
１８：陽極
２０：電源
２２：貯蔵槽
２４：スプレーチャンバー
２６：スロット
２８：パネル
３０：アイドラーローラー
３２：ローラーブラシ
３４：陽極
３６：電極
３８：スプレージェット
４０：金属メッキ液
４２：貯蔵槽
４４：ライン
４６：装置
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