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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】導通路の設置密度を飛躍的に向上させると共に
、導通路の欠損領域の発生が抑制された、高集積化が一
層進んだ現在においても半導体素子等の電子部品の電気
的接続部材や検査用コネクタ等として使用することがで
きる異方導電性部材を提供する。
【解決手段】貫通孔を有する絶縁性基材２中に、貫通孔
に充填された導電性材料からなる複数の導通路３が、互
いに絶縁された状態で絶縁性基材を厚み方向に貫通し、
かつ、各導通路の一端が絶縁性基材の一方の面において
露出し、各導通路の他端が絶縁性基材の他方の面におい
て露出した状態で設けられる異方導電性部材１であって
、絶縁性基材がアルミニウム基板の陽極酸化皮膜であり
、アルミニウム基板に含有される金属間化合物の平均円
相当直径が２μｍ以下であり、その密度が１００個／ｍ
ｍ2以下である、異方導電性部材。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通孔を有する絶縁性基材中に、前記貫通孔に充填された導電性材料からなる複数の導
通路が、互いに絶縁された状態で前記絶縁性基材を厚み方向に貫通し、かつ、前記各導通
路の一端が前記絶縁性基材の一方の面において露出し、前記各導通路の他端が前記絶縁性
基材の他方の面において露出した状態で設けられる異方導電性部材であって、
　前記絶縁性基材がアルミニウム基板の陽極酸化皮膜であり、
　前記アルミニウム基板に含有される金属間化合物の平均円相当直径が２μｍ以下であり
、その密度が１００個／ｍｍ2以下である、異方導電性部材。
【請求項２】
　前記導通路の密度が１０００万個／ｍｍ2以上である、請求項１に記載の異方導電性部
材。
【請求項３】
　前記導通路の直径が５～５００ｎｍである、請求項１または２に記載の異方導電性部材
。
【請求項４】
　前記絶縁性基材の厚みが１～１０００μｍである、請求項１～３のいずれかに記載の異
方導電性部材。
【請求項５】
　前記アルミニウム基板の算術平均粗さＲａが０．１μｍ以下である、請求項１～４のい
ずれかに記載の異方導電性部材。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の異方導電性部材を製造する異方導電性部材の製造方法
であって、少なくとも、
　前記アルミニウム基板を陽極酸化する陽極酸化処理工程、
　前記陽極酸化処理工程の後に、前記陽極酸化により生じたマイクロポアによる孔を貫通
化して前記絶縁性基材を得る貫通化処理工程、および、
　前記貫通化処理工程の後に、得られた前記絶縁性基材における貫通化した孔の内部に導
電性部材を充填して前記異方導電性部材を得る充填工程、を具備する異方導電性部材の製
造方法。
【請求項７】
　更に、前記充填工程の後に、化学機械研磨処理によって表面および裏面を平滑化する表
面平滑処理工程を具備する、請求項６に記載の異方導電性部材の製造方法。
【請求項８】
　更に、前記充填工程の後に、トリミング処理工程を具備する、請求項６または７に記載
の異方導電性部材の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異方導電性部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　異方導電性部材は、半導体素子等の電子部品と回路基板との間に挿入し、加圧するだけ
で電子部品と回路基板間の電気的接続が得られるため、半導体素子等の電子部品等の電気
的接続部材や機能検査を行う際の検査用コネクタ等として広く使用されている。
【０００３】
　特に、半導体素子等の電子接続部材は、そのダウンサイジング化が顕著であり、従来の
ワイヤーボンディングのような直接配線基板を接続するような方式では、ワイヤーの径を
これ以上小さくすることが困難となってきている。
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　そこで、近年になり、絶縁素材の皮膜中に導電部材が貫通林立したタイプや金属球を配
置したタイプの異方導電性部材が注目されてきている。
【０００４】
　また、半導体素子等の検査用コネクタは、半導体素子等の電子部品を回路基板に実装し
た後に機能検査を行うと、電子部品が不良であった場合に、回路基板も共に処分されるこ
ととなり、金額的な損失が大きくなってしまうという問題を回避するために使用される。
　即ち、半導体素子等の電子部品を、実装時と同様のポジションで回路基板に異方導電性
部材を介して接触させて機能検査を行うことで、電子部品を回路基板上に実装せずに、機
能検査を実施でき、上記の問題を回避することができる。
【０００５】
　上記のような課題に対応するため、特許文献１に記載される異方導電性部材が提案され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２７０１５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　一方、近年の電子機器の小型化、高機能化の要求に伴い、電子部品や回路基板などの高
密度化、薄型化が進んでおり、具体的には、ライン／スペースの間隔が５μｍ／５μｍ以
下であるような微細回路が使用されるに至っている。
　そのため、このような電子部品や回路基板などに対応できるよう、異方導電性部材にお
ける導通路もその外径（太さ）をより小さくし、かつ、狭ピッチで均一に、欠陥なく配列
させる必要が生じている。
　しかしながら、本発明者らが、上記特許文献１に記載されている異方導電性部材につい
て検討を行ったところ、絶縁性基材中の一部に導通路がない領域（欠損領域）が生じてし
まう場合があることを見出した。このような欠損領域が一部でもあると、例えば、昨今の
ような微細化された配線を有する回路基板と異方導電性部材を接触させた場合に、回路基
板上の配線と異方導電性部材の導通路との接触が形成されない領域が生じて、抵抗率の上
昇を招くことになり、いわゆる配線不良が発生する。その結果、電気的接続部材や検査用
コネクタなど所望の用途への異方導電性部材の応用が制限されてしまう、といった問題が
あった。
【０００８】
　そこで、本発明は、導通路の設置密度を飛躍的に向上させると共に、導通路の欠損領域
の発生が抑制された、高集積化が一層進んだ現在においても半導体素子等の電子部品の電
気的接続部材や検査用コネクタ等として使用することができる異方導電性部材を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意研究した結果、所定の大きさおよび密度の金属
間化合物を含むアルミニウム基板を使用して製造された異方導電性部材を用いることによ
り、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成させた。
　すなわち、本発明は、以下の（１）～（８）を提供する。
【００１０】
（１）　貫通孔を有する絶縁性基材中に、前記貫通孔に充填された導電性材料からなる複
数の導通路が、互いに絶縁された状態で前記絶縁性基材を厚み方向に貫通し、かつ、前記
各導通路の一端が前記絶縁性基材の一方の面において露出し、前記各導通路の他端が前記
絶縁性基材の他方の面において露出した状態で設けられる異方導電性部材であって、
　前記絶縁性基材がアルミニウム基板の陽極酸化皮膜であり、
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　前記アルミニウム基板に含有される金属間化合物の平均円相当直径が２μｍ以下であり
、その密度が１００個／ｍｍ2以下である、異方導電性部材。
【００１１】
（２）　前記導通路の密度が１０００万個／ｍｍ2以上である、（１）に記載の異方導電
性部材。
（３）　前記導通路の直径が５～５００ｎｍである、（１）または（２）に記載の異方導
電性部材。
（４）　前記絶縁性基材の厚みが１～１０００μｍである、（１）～（３）のいずれかに
記載の異方導電性部材。
（５）　前記アルミニウム基板の算術平均粗さＲａが０．１μｍ以下である、（１）～（
４）のいずれかに記載の異方導電性部材。
【００１２】
（６）　（１）～（５）のいずれかに記載の異方導電性部材を製造する異方導電性部材の
製造方法であって、少なくとも、
　前記アルミニウム基板を陽極酸化する陽極酸化処理工程、
　前記陽極酸化処理工程の後に、前記陽極酸化により生じたマイクロポアによる孔を貫通
化して前記絶縁性基材を得る貫通化処理工程、および、
　前記貫通化処理工程の後に、得られた前記絶縁性基材における貫通化した孔の内部に導
電性部材を充填して前記異方導電性部材を得る充填工程、を具備する異方導電性部材の製
造方法。
【００１３】
（７）　更に、前記充填工程の後に、化学機械研磨処理によって表面および裏面を平滑化
する表面平滑処理工程を具備する、（６）に記載の異方導電性部材の製造方法。
（８）　更に、前記充填工程の後に、トリミング処理工程を具備する、（６）または（７
）に記載の異方導電性部材の製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、導通路の設置密度を飛躍的に向上させると共に、導通路の欠損領域の
発生が抑制された、高集積化が一層進んだ現在においても半導体素子等の電子部品の電気
的接続部材や検査用コネクタ等として使用することができる異方導電性部材を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の異方導電性部材の好適な実施態様の一例を示す簡略図である。
【図２】図２は、ポアの規則化度を算出する方法の説明図である。
【図３】図３は、本発明の製造方法における陽極酸化処理工程の一例を説明する模式的な
端面図である。
【図４】図４は、本発明の製造方法における充填工程等の一例を説明する模式的な端面図
である。
【図５】図５は、貫通孔の密度を計算するための説明図である。
【図６】図６は、実施例において異方導電性部材の抵抗率を測定する装置の説明図である
。（Ａ）は断面図であり、（Ｂ）は上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に本発明の異方導電性部材について説明する。
　本発明の異方導電性部材は、所定の大きさの金属間化合物を所定量含有するアルミニウ
ム基板を使用して得られる絶縁性基材中の貫通孔に、導電路が充填されている。上記のよ
うな性質のアルミニウム基板を使用することにより、絶縁性基材中の貫通孔の形状がより
直管状となる共に貫通孔の欠損領域の発生が抑えられる。結果として、導通路の欠損領域
の少ない、低い抵抗率を示す異方導電性部材を得ることができる。
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　それに対して、アルミニウム基板中の金属間化合物の大きさまたは密度が所定の範囲外
の場合、該金属間化合物が含まれる部分において貫通孔の形成が阻害される、または、孔
が形成されても導通路の充填が進行しない、といった問題が生じる。
【００１７】
　次に、本発明の異方導電性部材について、図１を用いて説明する。
　図１は、本発明の異方導電性部材の好適な実施態様の一例を示す簡略図であり、図１（
Ａ）は正面図、図１（Ｂ）は図１（Ａ）の切断面線ＩＢ－ＩＢからみた断面図である。
　本発明の異方導電性部材１は、絶縁性基材２および導電性材料からなる複数の導通路３
を具備するものである。
　この導通路３は、軸線方向の長さが絶縁性基材２の厚み方向Ｚの長さ（厚み）以上で、
かつ、互いに絶縁された状態で絶縁性基材２を貫通して設けられる。
　また、この導通路３は、各導通路３の一端が絶縁性基材２の一方の面において露出し、
各導通路３の他端が絶縁性基材２の他方の面において露出した状態で設けられるが、図１
（Ｂ）に示すように、各導通路３の一端が絶縁性基材２の一方の面２ａから突出し、各導
通路３の他端が絶縁性基材２の他方の面２ｂから突出した状態で設けられるのが好ましい
。即ち、各導通路３の両端は、絶縁性基材の主面である２ａおよび２ｂから突出する各突
出部４ａおよび４ｂを有するのが好ましい。
　更に、この導通路３は、少なくとも絶縁性基材２内の部分（以下、「基材内導通部５」
ともいう。）が、該絶縁性基材２の厚み方向Ｚと略平行（図１においては平行）となるよ
うに設けられるのが好ましい。具体的には、上記絶縁性基材の厚みに対する上記導通路の
中心線の長さ（長さ／厚み）が、１．０～１．２であるのが好ましく、１．０～１．０５
であるのがより好ましい。
　次に、絶縁性基材および導通路の材料、寸法、形成方法等について説明する。
【００１８】
＜絶縁性基材＞
　本発明の異方導電性部材を構成する上記絶縁性基材は貫通孔を有し、アルミニウム基板
の陽極酸化皮膜から構成される。つまり、絶縁性基材は、アルミニウム基板を陽極酸化し
て得られるアルミナ皮膜から構成される。
　本発明においては、平面方向の導電部の絶縁性をより確実に担保する観点から、上記貫
通孔について下記式（ｉ）により定義される規則化度が５０％以上であるのが好ましく、
７０％以上であるのがより好ましく、８０％以上であるのが更に好ましい。
【００１９】
　規則化度（％）＝Ｂ／Ａ×１００　　（ｉ）
【００２０】
　上記式（ｉ）中、Ａは、測定範囲における貫通孔の全数を表す。Ｂは、一の貫通孔の重
心を中心とし、他の貫通孔の縁に内接する最も半径が短い円を描いた場合に、その円の内
部に上記一の貫通孔以外の貫通孔の重心を６個含むことになる上記一の貫通孔の測定範囲
における数を表す。
【００２１】
　図２は、貫通孔の規則化度を算出する方法の説明図である。図２を用いて、上記式（ｉ
）をより具体的に説明する。
　図２（Ａ）に示される貫通孔１０１は、貫通孔１０１の重心を中心とし、他の貫通孔の
縁に内接する最も半径が短い円１０３（貫通孔１０２に内接している。）を描いた場合に
、円１０３の内部に貫通孔１０１以外の貫通孔の重心を６個含んでいる。したがって、貫
通孔１０１は、Ｂに算入される。
　図２（Ｂ）に示される貫通孔１０４は、貫通孔１０４の重心を中心とし、他の貫通孔の
縁に内接する最も半径が短い円１０６（貫通孔１０５に内接している。）を描いた場合に
、円１０６の内部に貫通孔１０４以外の貫通孔の重心を５個含んでいる。したがって、貫
通孔１０４は、Ｂに算入されない。
　また、図２（Ｂ）に示される貫通孔１０７は、貫通孔１０７の重心を中心とし、他の貫
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通孔の縁に内接する最も半径が短い円１０９（貫通孔１０８に内接している。）を描いた
場合に、円１０９の内部に貫通孔１０７以外の貫通孔の重心を７個含んでいる。したがっ
て、貫通孔１０７は、Ｂに算入されない。
【００２２】
　また、後述する導通路を直管構造とする観点から、上記貫通孔が分岐構造を有しないこ
と、即ち、陽極酸化皮膜の一方の表面の単位面積あたりの貫通孔数Ａと、別表面の単位面
積あたりの貫通孔数Ｂの比率が、Ａ／Ｂ＝０．９０～１．１０であるのが好ましく、Ａ／
Ｂ＝０．９５～１．０５であるのがより好ましく、Ａ／Ｂ＝０．９８～１．０２であるの
が特に好ましい。
【００２３】
　本発明においては、上記絶縁性基材の厚み（図１（Ｂ）においては符号６で表される部
分）は、１～１０００μｍであるのが好ましく、５～５００μｍであるのがより好ましく
、１０～３００μｍであるのが更に好ましい。絶縁性基材の厚みがこの範囲であると、絶
縁性基材の取り扱い性が良好となる。
【００２４】
　また、本発明においては、上記絶縁性基材における上記導通路間の幅（図１（Ｂ）にお
いては符号７で表される部分）は、１０ｎｍ以上であるのが好ましく、２０～２００ｎｍ
であるのがより好ましい。絶縁性基材における導通路間の幅がこの範囲であると、絶縁性
基材が絶縁性の隔壁として十分に機能する。
【００２５】
　本発明において、絶縁性基材中の貫通孔の導通路による封孔率は９５％以上であること
が、導通抵抗や不純物の混入抑制の点から好ましい。なかでも、９８％以上がより好まし
い。なお、上限は特に制限されないが、１００％であることが好ましい。
　封孔率は、絶縁性基材中の貫通孔が導通路で充填されている割合を示し、具体的には、
（絶縁性基材中の導通路で充填された貫通孔の数／導通路が充填される前の貫通孔の全数
）により表される。
　ここで、封孔率（％）は、異方導電性部材の表面および裏面のそれぞれをＦＥ－ＳＥＭ
で観察し、視野内における貫通孔の全数に対する、導通路で封孔されている貫通孔の数の
比率（封孔貫通孔／全貫通孔）から算出した平均値である。
【００２６】
＜アルミニウム基板の陽極酸化皮膜＞
　本発明においては、上記絶縁性基材は、アルミニウム基板の陽極酸化皮膜であり、アル
ミニウム基板を陽極酸化し、陽極酸化により生じたマイクロポアを貫通化することにより
製造することができる。ここで、陽極酸化および貫通化の処理工程については、後述する
本発明の異方導電性部材の製造方法において詳述する。
　なお、マイクロポアはアルミニウム板の陽極酸化処理時の形成される皮膜中の貫通して
いない孔を意味し、該マイクロポアを後述する貫通化処理により貫通させた孔を貫通孔と
呼ぶ。
【００２７】
（アルミニウム基板）
　本発明で使用されるアルミニウム基板に含有される金属間化合物の密度は、１００個／
ｍｍ2以下である。上述したように、該性質のアルミニウム基板を使用することにより、
絶縁性基材中の貫通孔中への導電路の充填率が高い異方導電性材料を得ることができる。
　なお、金属間化合物とは、アルミニウム中の合金成分の中で、アルミニウム中に固溶し
ないものが化合物（例えば、ＦｅＡｌ3、ＦｅＡｌ6、α－ＡｌＦｅＳｉ、ＴｉＡｌ3、Ｃ
ｕＡｌ2等）として、アルミニウム合金中に共晶の形で晶出したものをいう（「アルミニ
ウム材料の基礎と工業技術」，社団法人軽金属協会発行、３２頁等より）。また、通常、
２種以上の金属元素から形成される化合物であって、成分原子比は必ずしも化学量論比に
はならないことが知られている。
【００２８】
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　金属元素の２種以上からなる金属間化合物としては、例えば、Ａｌ3Ｆｅ、Ａｌ6Ｆｅ、
Ｍｇ2Ｓｉ、ＭｎＡｌ6、ＴｉＡｌ3、ＣｕＡｌ2等の２種の元素からなる金属間化合物；α
－ＡｌＦｅＳｉ、β－ＡｌＦｅＳｉ等の３種の元素からなる金属間化合物；α－ＡｌＦｅ
ＭｎＳｉ、β－ＡｌＦｅＭｎＳｉ等の４種の元素からなる金属間化合物が挙げられる。な
かでも、導通路の貫通孔への充填率がより向上する点から、ＣｕＡｌ2、Ａｌ3Ｆｅが好ま
しい。
【００２９】
　本発明においては、アルミニウム基板中に含有される金属間化合物の平均円相当直径は
２μｍ以下である。導電路の貫通孔への充填率がより向上する点から、１μｍ以下である
ことが好ましく、０．５μｍ以下であることが好ましい。なお、下限については特に制限
されず、小さければ小さいほど好ましいが、工業的な製造条件の下では０．１μｍ以上で
あることが好ましい。
　平均円相当直径が上記範囲外（２μｍ超）であると、絶縁性基材上に貫通孔が形成され
ない領域や、孔が形成されても導通路で充填されない領域が生じ、所定の用途（狭ピッチ
配線）への応用が制限されてしまう。
　円相当直径とは、ＳＥＭ写真における金属間化合物の面積と同じ面積を有する円の直径
として換算した値である。
　上記平均円相当直径は次のようにして測定する。まず、アルミニウム基板の表面と断面
とを、加速電圧１２ｋＶ、反射電子像モード、観察倍率１００００倍で、測定面積が０．
０１ｍｍ2となるように、ＳＥＭ（ＪＥＯＬ、７４００Ｆ）で複数視野を観察する。この
観察結果から、１００個以上の金属間化合物の円相当直径を算出し、その平均をとり、平
均円相当直径を得る。
【００３０】
　金属間化合物の密度は１００個／ｍｍ2以下であり、８０個／ｍｍ2以下が好ましく、５
０個／ｍｍ2以下がさらに好ましい。なお、下限は特に限定されず、小さければ小さいほ
ど好ましく、０個／ｍｍ3が好ましい。
　金属間化合物の密度が上記範囲外（１００個／ｍｍ2超）であると、絶縁性基材上に貫
通孔が形成されない領域や、孔が形成されても導通路で充填されない領域が生じてしまい
、結果として得られる異方導電性部材の抵抗率が上昇し、所定の用途への応用が制限され
てしまう。
　なお、金属間化合物の密度は、次のように測定する。まず、アルミニウム基板の表面と
断面を、反射電子像モード、観察倍率１０００倍で、測定面積が０．１ｍｍ2となるよう
に、複数視野をＳＥＭ（ＪＥＯＬ、７４００Ｆ）で観察する。この観察結果から、金属間
化合物の数をカウントし、その密度を得る。
【００３１】
　アルミニウム基板の算術平均粗さＲａは特に制限されないが、枝分かれしないマイクロ
ポアが形成できることにより、導電路の貫通孔への充填率がより向上し、得られる異方導
電性部材の抵抗率がより低下する点から、０．１μｍ以下であることが好ましく、０.０
５μｍ以下であることがより好ましい。算術平均粗さＲａの下限は特に限定されないが、
小さければ小さいほど好ましく、０が好ましい。
　なお、アルミニウム基板の算術平均粗さＲａの測定は、例えば、東京精密製サーフコム
により行うことができる。
【００３２】
　本発明で使用されるアルミニウム基板は、市販品を使用してもよいし、所定の方法で製
造してもよい。
【００３３】
＜アルミニウム基板の製造方法＞
　アルミニウム基板を製造する場合、その製造方法は特に制限されないが、以下の工程を
経て製造されることが好ましい。
（鋳造工程）アルミニウム合金溶湯からアルミニウム基板を形成する工程
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（冷間圧延工程）上記鋳造工程で得られたアルミニウム基板の厚さを減じさせる工程
（中間焼鈍工程）上記冷間圧延工程で得られたアルミニウム基板に熱処理を行う工程
（仕上げ冷間圧延工程）上記中間焼鈍後のアルミニウム基板の厚さを減じさせる工程
　以下、それぞれの工程で使用される材料、および、手順について詳述する。
【００３４】
＜アルミニウム合金溶湯＞
　上記製造方法で製造されるアルミニウム基板は、少なくともＦｅおよびＳｉを含有し、
不純物としてＣｕを含有してもよいアルミニウム合金溶湯（以下「Ａｌ溶湯」ともいう。
）から調製されることが好ましい。
【００３５】
　Ｓｉは、原材料であるＡｌ地金に不可避不純物として含有される元素であり、原材料差
によるばらつきを防ぐため、意図的に微量添加されることが多い。また、Ｓｉは、アルミ
ニウム中に固溶した状態で、または、金属間化合物もしくは単独の析出物として存在する
。
　本発明においては、Ａｌ溶湯中のＳｉ量は、０．０１質量％以下であるのが好ましく、
０．００８質量％以下であることがより好ましく、０．００２質量％以下であることがさ
らに好ましい。
【００３６】
　Ｆｅは、アルミニウム合金の機械的強度を高める作用があり、強度に大きな影響を与え
るが、アルミニウム中に固溶する量は少なく、ほとんどが金属間化合物として存在する。
　本発明においては、Ａｌ溶湯中のＦｅ量は、０．０１～０．０３質量％であるのが好ま
しい。
【００３７】
　Ｃｕは、非常に固溶しやすい元素であり、極一部は金属間化合物として存在する。
　本発明においては、Ａｌ溶湯中のＣｕ量は、０．００１～０．００４質量％が好ましい
。
【００３８】
　Ａｌ溶湯は、鋳造時の割れ発生防止のために、結晶粒を微細化する元素（例えば、Ｔｉ
、Ｂ）を含有することができるが、一方で微細化剤粒子の残存は陽極酸化皮膜の均一成長
を妨げる場合がある。
　本発明においては、例えば、Ｔｉを０．００１～０．００３質量％の範囲で含有するこ
とができる。また、Ｂを０．００１～０．００２質量％の範囲で含有することができる。
【００３９】
　また、Ａｌ溶湯の残部は、Ａｌおよび不可避不純物からなる。不可避不純物としては、
例えば、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ｃｒ、Ｚｒ，Ｖ，Ｂｅ等が挙げられる。これらはそれぞれ０
．００１質量％以下の範囲で含有することができる。
　不可避不純物の大部分は、Ａｌ地金中に含有される。不可避不純物は、例えば、Ａｌ純
度９９．９９９質量％の地金に含有されるものであれば、本発明の効果を損なわない。不
可避不純物については、例えば、Ｌ．Ｆ．Ｍｏｎｄｏｌｆｏ著「Ａｌｕｍｉｎｕｍ　Ａｌ
ｌｏｙｓ：Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｎｄ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ」（１９７６年）等に記載さ
れている量の不純物が含有されていてもよい。
【００４０】
＜鋳造工程＞
　鋳造工程は、アルミニウム合金溶湯からアルミニウム基板を形成する工程である。
　該工程の方法は特に制限されず、半連続鋳造（ＤＣ法：ダイレクトキャスティング法）
や連続鋳造圧延法（ＣＣ法：コンティニュアスキャスティング法）を用いることができる
。
【００４１】
　ＤＣ鋳造の場合は、溶湯を受ける下型で冷却固化され、下型が下部に降下し、側面から
水冷されることで、更に冷却され、中心部まで凝固が進む。この場合の冷却速度は０．５
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～１０℃／秒と言われている。
　本発明における金属間化合物状態をＤＣ鋳造で達成する方法としては、鋳造のサイズを
厚さ１０ｃｍ以下と小さくして、冷却速度を１０℃／秒以上にすることが望ましい。
　なお、ＤＣ鋳造を行う場合は、以下の３つの工程を行い、アルミニウム基板を形成する
ことが好ましい。
（１）アルミニウム合金溶湯から鋳塊を形成する半連続鋳造工程
（２）上記半連続鋳造工程で形成される上記鋳塊に面削を施す面削工程
（３）上記面削工程後の上記鋳塊に圧延を施して圧延板を得る熱間圧延工程
　上記の工程（１）～（３）の手順は、特開２０１０－０５８３１５号の段落［００４０
］～［００４６］に記載される。
【００４２】
　また、連続鋳造圧延法は、上述したＡｌ溶湯を凝固させつつ圧延を行ってアルミニウム
基板を形成させる工程であり、双ロール法、ベルトキャスター法などが知られている。
　具体的には、上述したＡｌ溶湯を、溶湯供給ノズルを介して一対の冷却ローラの間に供
給し、該一対の冷却ローラによって該Ａｌ溶湯を凝固させつつ圧延を行ってアルミニウム
基板を形成させる双ロール法が好適に例示される。
　連続鋳造圧延法は、Ａｌ溶湯を凝固させる際の、Ａｌ溶湯の冷却速度（凝固速度）が高
いことが特徴であり、アルミニウム基板中の金属間化合物の大きさがより小さくなる点で
、１００～８００℃／秒であることが好ましく、４００～６００℃／秒であることがより
好ましい。
　上記を満たすために、鋳造による仕上げ板厚は０．４～１．２ｍｍであることが望まし
い。後段において、連続鋳造法の場合の処理方法について詳細に記載する。
【００４３】
（溶解工程）
　Ａｌ溶湯の調製の際には、まず、好ましくは９５質量％以上のＡｌ地金を溶解炉で溶解
し、好ましくは０．０３～０．５０質量％のＦｅと、好ましくは０．０３～０．２０質量
％のＳｉと、好ましくは１～４００ｐｐｍのＣｕと、その他所望の元素を含むように溶解
炉に添加し、調整する。
【００４４】
（フィルタリング処理）
　溶湯のフィルタリングは、通常、セラミックチューブフィルタ、セラミックフォームフ
ィルタ等のフィルタに溶湯を通過させることで行われる。フィルタリングに関しては、特
開平６－５７４３２号、特開平３－１６２５３０号、特開平５－１４０６５９号、特開平
４－２３１４２５号、特開平４－２７６０３１号、特開平５－３１１２６１号、特開平６
－１３６４６６号の各公報等に記載されている。
【００４５】
（清浄化処理工程）
　Ａｌ溶湯は、所望の組成に調製された後、必要に応じて、清浄化処理を施すことができ
る。清浄化処理としては、例えば、Ａｌ溶湯中の水素等の不要ガスを除去するために、フ
ラックス処理、アルゴンガス、塩素ガス等を用いる脱ガス処理が挙げられる。清浄化処理
は、常法に従って行うことができる。
　清浄化処理は、必須ではないが、Ａｌ溶湯中の非金属介在物、酸化物等の異物による欠
陥や、Ａｌ溶湯に溶け込んだガスによる欠陥を防ぐために実施されることが好ましい。
　通常、回転式のローター等で、溶湯中にＡｒ等の不活性ガスを吹き込み、溶湯中にとけ
込んでいる水素ガスをＡｒ気泡内に取り込んで浮上させる浮遊選鉱に類似した方法で行わ
れるか、あるいはフラックス処理によって行われる。脱ガスに関しては、特開平５－５１
６５９号公報、実開平５－４９１４８号公報等に記載されている。
【００４６】
（結晶微細化工程）
　Ａｌ溶湯は、結晶粒を微細化する元素を含有していてもよく、具体的には、結晶微細化
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材としてＴｉＢ2を含む母合金をＡｌ溶湯中に添加するのが好ましい。これは、結晶微細
化材の添加により、連続鋳造時の結晶粒が微細になりやすいためである。
　ＴｉＢ2を含む母合金としては、具体的には、例えば、Ｔｉ（５％）、Ｂ（１％）、残
部がＡｌと不可避不純物からなるワイヤー状の母合金を使用することができる。ただし、
ＴｉＢ2は、単独では、通常、１～２μｍの極めて小さい粒子であるが、凝集して１００
μｍ以上の粗大粒子になる場合があり、その場合には、その粗大粒子が表面処理ムラの原
因になるので、流路において、かくはん手段を設けるのが好ましい。
【００４７】
（ろ過工程）
　Ａｌ溶湯は、溶湯中に混入した不純物、溶解炉、溶湯流路中に残っていたコンタミ等を
除去するためにフィルタでろ過するのが好ましい。また、所望により添加することができ
るＴｉＢ2凝集粒子の流出を抑制する上でも必要であり、結晶微細化材であるＴｉＢ2の添
加位置より下流にフィルタ槽を配置することが望ましい。
　ろ過工程およびそれに用いられるフィルタ槽については、特許第３５４９０８０号公報
に記載されているものが好ましい。
【００４８】
（供給工程）
　本製造方法においては、上記ろ過工程後のＡｌ溶湯を、上記フィルタ槽から流路を経由
して溶湯供給ノズルに供給するのが好ましい。
　ここで、上記流路の底面に形成された凹部に設けられたかくはん手段が、Ａｌ溶湯をか
くはんするのが好ましい。これは、ＴｉＢ2の粗大粒子が、ろ過工程を通過した後、溶湯
のよどみ部で再度凝集するのが防止されためである。
【００４９】
（溶湯供給ノズル）
　溶湯供給ノズルから吐出されたＡｌ溶湯は、冷却ロール表面に接し、凝固を開始する。
ここで、溶湯供給ノズルの先端から冷却ロール表面にＡｌ溶湯が移動する際に溶湯メニス
カスが形成される。この溶湯メニスカスが振動すると、冷却ロールへの着地点が振動する
ことになり、その結果、凝固履歴が異なる部分が表面に生じ、結晶組織の不均一、微量元
素の偏析が起こりやすくなる。このような故障はリップルマークとも呼ばれ、冷間圧延、
中間焼鈍、仕上げ冷間圧延を受けた後、表面処理ムラの原因になりやすい。
　そのため、リップルマークを軽減する観点から、Ａｌ溶湯の離脱ポイントを一箇所に安
定させるため、溶湯供給ノズルの先端部を、少なくとも先端部下側の外側面の角度がＡｌ
溶湯の吐出方向に対して鋭角になるように傾斜させるのが好ましい。例えば、特開平１０
－５８０９４号公報に記載されている方法を好適に使用することができる。
【００５０】
　また、メニスカスが振動した際の振幅を小さくするため、ノズルの先端部と冷却ローラ
表面との距離を小さくするのが好ましい。
　具体的には、例えば、溶湯供給ノズルを構成する部材のうち、Ａｌ溶湯に上面から接触
する上板部材と、Ａｌ溶湯に下面から接触する下板部材とが、それぞれ上下方向に可動で
あり、該上板部材および該下板部材が、それぞれ、Ａｌ溶湯の圧力によって加圧され、隣
接する冷却ローラの表面に押しつけられる態様が好適に挙げられる。例えば、特開２００
０－１１７４０２号公報に記載されている態様を好適に使用することができる。
【００５１】
（冷却ローラ）
　冷却ローラは、特に限定されず、例えば、鉄製のコア・シェル構造の冷却ローラ等の従
来公知のものを使用することができる。コア・シェル構造の冷却ローラを用いる場合、コ
ア・シェル間に設けた流路中に冷却水を通水することで、冷却ローラ表面の冷却能を高め
ることができる。また、凝固させたアルミニウムに更に圧力を加えることでアルミニウム
基板の厚さを所望の厚さに精度よく揃えることができる。
　冷却ローラ表面で凝固したアルミニウムはそのままでは、冷却ローラに固着しやすく、
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連続的に安定して鋳造することが容易でない場合があり、更に付着したＡｌにより圧延さ
れたＡｌ表面の冷却が遅れることがある。そこで、本発明においては、冷却ローラが、そ
の表面に、離型剤を塗布されるのが好ましい。離型剤としては、耐熱性に優れるものが好
ましく、例えば、カーボングラファイトを含有するものが好適に挙げられる。塗布の方法
は、特に限定されないが、例えば、カーボングラファイト粒子の懸濁液（好ましくは水懸
濁液）をスプレー塗布する方法が好適に挙げられる。スプレー塗布は、冷却ローラに非接
触で離型剤を供給することが可能な点で好ましい。
【００５２】
　また、離型剤は、ワイパ等の均一化手段に捕捉されたり、連続鋳造されたアルミニウム
基板の表面に移動したりするため、定期的に冷却ローラ表面に供給するのが好ましい。
　ＤＣ鋳造の場合は、鋳塊サイズが厚み数十ｃｍになるため、次の冷間圧延工程の前に均
熱処理工程、熱間圧延工程を行い、薄板化することが好ましい。均熱処理工程、熱間圧延
工程の手順としては、特開２０１０－０５８３１５号の段落［００４４］～［００４６］
に記載される。
【００５３】
＜冷間圧延工程＞
　鋳造工程後、冷間圧延工程を行う。冷間圧延工程は、鋳造工程で得られたアルミニウム
基板の厚さを減じさせる工程である。これにより、アルミニウム基板を所望の厚さにする
。
　冷間圧延工程は、従来公知の方法により行うことができ、具体的には、特開平６－２２
０５９３号、特開平６－２１０３０８号、特開平７－５４１１１号、特開平８－９２７０
９号の各公報等に記載されている方法を使用することができる。
【００５４】
＜中間焼鈍工程＞
　冷間圧延工程後、中間焼鈍工程を行う。
　上述した冷間圧延工程で蓄えられた加工歪みが、中間焼鈍工程を行うことで、転位が解
放されて、再結晶が起こり、結晶粒を更に微細化することができるようになる。具体的に
は、冷間圧延工程の加工率および中間焼鈍工程の熱処理条件（中でも、温度、時間および
昇温速度）の条件によって、結晶粒を制御することができる。例えば、連続式の焼鈍を行
う場合、通常は、３００～６００℃で１０分間以下加熱するが、４００～６００℃で６分
間以下加熱するのが好ましく、４５０～５５０℃で２分間以下加熱するのがより好ましい
。また、通常は、昇温速度を０．５～５００℃／分程度とするが、昇温速度を１０～２０
０℃／秒とし、かつ、昇温後の保持時間を短時間（１０分以内、好ましくは２分以内）と
することにより、結晶粒の微細化を促進することができる。
　バッチ式の焼鈍を用いることも出来るが、昇温→冷却の間に不純物（Ｆｅ，Ｓｉなど）
が結晶粒界に吐き出され、析出物粒子を形成する可能性が高いため連続焼鈍が望ましい。
　中間焼鈍工程は、従来公知の方法により行うことができ、具体的には、特開平６－２２
０５９３号、特開平６－２１０３０８号、特開平７－５４１１１号、特開平８－９２７０
９号の各公報等に記載されている方法を使用することができる。
【００５５】
＜仕上げ冷間圧延工程＞
　中間焼鈍工程後、仕上げ冷間圧延工程を行う。仕上げ冷間圧延工程は、中間焼鈍後のア
ルミニウム基板の厚さを減じさせる工程である。仕上げ冷間圧延工程後の厚さは、０．１
～０．５ｍｍであるのが好ましい。
　冷間圧延工程は、従来公知の方法により行うことができる。例えば、上述した中間焼鈍
工程前に行われる冷間圧延工程と同様の方法により行うことができる。
【００５６】
（平面性矯正工程）
　仕上げ冷間圧延工程後に、平面性矯正工程を行うのが好ましい。平面性矯正工程は、ア
ルミニウム基板の平面性を矯正する工程である。
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　平面性矯正工程は、従来公知の方法により行うことができる。例えば、ローラレベラ、
テンションレベラ等の矯正装置を用いて行うことができる。
　また、この平面性矯正工程は、アルミニウム基板をシート状にカットした後に行っても
よいが、生産性を向上させる観点から、連続したコイルの状態で行うことが好ましい。
　最終圧延板表面は平滑であることが望ましく、算術表面粗さ：Ｒａ≦０．３μｍである
ことが好ましく、Ｒａ≦０．２μｍであることが更に好ましい。強度はハンドリングの観
点から６０ＭＰａ以上であることが好ましい。
【００５７】
＜導通路＞
　本発明の異方導電性部材を構成する上記導通路は、上記絶縁性基材の中の貫通孔に充填
され、導電性材料からなるものである。
　上記導電性材料は導電性を示す材料であれば特に制限されず、例えば、電気抵抗率が１
０3Ω・ｃｍ以下の材料であることが好ましく、その具体例としては、金（Ａｕ）、銀（
Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍｇ）、ニッケル（Ｎｉ）
、インジウムがドープされたスズ酸化物（ＩＴＯ）等の金属が好適に例示される。
　中でも、電気伝導性の観点から、銅、金、アルミニウム、ニッケルが好ましく、ニッケ
ル、銅、金がより好ましい。
　また、コストの観点から、導通路の上記絶縁性基材の両面から露出した面や突出した面
（以下、「端面」ともいう。）の表面だけが金で形成されるのがより好ましい。
【００５８】
　本発明においては、上記導通路は柱状であり、その直径（図１（Ｂ）においては符号８
で表される部分）は５～５００ｎｍであるのが好ましく、２０～４００ｎｍであるのがよ
り好ましく、３０～２００ｎｍであるのが特に好ましい。導通路の直径がこの範囲である
と、電気信号を流した際に十分な応答を得ることができるため、本発明の異方導電性部材
を電子部品の電気的接続部材や検査用コネクタとして、より好適に用いることができる。
　また、上述したように、上記絶縁性基材の厚みに対する上記導通路の中心線の長さ（長
さ／厚み）は１．０～１．２であるのが好ましく、１．０～１．０５であるのがより好ま
しい。上記絶縁性基材の厚みに対する上記導通路の中心線の長さがこの範囲であると、上
記導通路が直管構造であると評価でき、電気信号を流した際に１対１の応答を確実に得る
ことができるため、本発明の異方導電性部材を電子部品の検査用コネクタや電気的接続部
材として、より好適に用いることができる。
【００５９】
　また、本発明においては、上記導通路の両端が上記絶縁性基材の両面から突出している
場合、その突出した部分（図１（Ｂ）においては符号４ａおよび４ｂで表される部分。以
下、「バンプ」ともいう。）の高さは、１０～１００ｎｍであるのが好ましく、１０～５
０ｎｍであるのがより好ましい。バンブの高さがこの範囲であると、電子部品の電極(パ
ッド）部分との接合性が向上する。
【００６０】
　本発明においては、上記導通路は上記絶縁性基材によって互いに絶縁された状態で存在
するものであるが、その密度は１０００万個／ｍｍ2以上であることが好ましく、５００
０万個／ｍｍ2以上であるのがより好ましく、１億個／ｍｍ2以上であるのが更に好ましい
。なお、上限は特に制限されないが、導通路間の絶縁性の観点から、１００億個／ｍｍ2

以下となることが好ましい。
　上記導通路の密度がこの範囲にあることにより、本発明の異方導電性部材は高集積化が
一層進んだ現在においても半導体素子等の電子部品の検査用コネクタや電気的接続部材等
として使用することができる。
　なお、上記導通路の密度は、次のようにして測定される。まず、異方導電性部材の表面
を観察倍率１００００倍で、測定面積が０．０１ｍｍ2となるように、複数視野をＦＥ－
ＳＥＭ（日立ハイテクノロジー製、Ｓ－４８００）で観察する。この観察結果から、導通
路の数をカウントし、その密度を得る。
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【００６１】
　本発明においては、隣接する各導通路の中心間距離（図１Ｂにおいては符号９で表され
る部分。以下、「ピッチ」ともいう。）は、２０～５００ｎｍであるのが好ましく、４０
～２００ｎｍであるのがより好ましく、５０～１４０ｎｍであるのが更に好ましい。ピッ
チがこの範囲であると、導通路直径と導通路間の幅（絶縁性の隔壁厚）とのバランスがと
りやすい。
【００６２】
　本発明においては、上記導通路は、上記絶縁性基材における貫通孔の内部に導電性材料
（特に、金属）を充填することにより製造することができる。
　ここで、導電性材料を充填する処理工程については、後述する本発明の異方導電性部材
の製造方法において詳述する。
【００６３】
　本発明の異方導電性部材は、高い絶縁性を維持しつつ、かつ、高密度で導通が確認でき
る理由から、上記絶縁性基材の厚みが１～１０００μｍであることが好ましく、より好ま
しくは３０～３００μｍであり、かつ、上記導通路の直径が５～５００ｎｍであるのが好
ましく、２０～４００ｎｍであるのがより好ましく、３０～２００ｎｍであるのが特に好
ましい。
【００６４】
＜異方導電性部材の製造方法＞
　本発明の異方導電性部材の製造方法（以下、単に「本発明の製造方法」ともいう。）は
特に制限されないが、以下の工程を備えることが好ましい。
（陽極酸化処理工程）アルミニウム基板を陽極酸化する工程、
（貫通化処理工程）上記陽極酸化処理工程の後に、上記陽極酸化により生じたマイクロポ
アによる孔を貫通化して上記絶縁性基材を得る工程、および、
（充填工程）上記貫通化処理工程の後に、得られた上記絶縁性基材における貫通化した孔
の内部に導電性材料を充填して上記異方導電性部材を得る充填工程
　以下に、各工程での手順について詳述する。
【００６５】
＜陽極酸化処理工程＞
　該工程は、上記アルミニウム基板に陽極酸化処理を施すことにより、該アルミニウム基
板表面にマイクロポアを有する酸化皮膜を形成する工程である。
　該工程で使用されるアルミニウム基板には、上述の通り、所定の大きさ及び密度の金属
間化合物が含有される。また、陽極酸化処理工程を施すアルミニウム基板表面は、あらか
じめ脱脂処理および鏡面仕上げ処理が施されるのが好ましい。
【００６６】
（熱処理）
　熱処理を施す場合は、２００～３５０℃で３０秒～２分程度施すのが好ましい。これに
より、陽極酸化処理により生成する皮膜中のマイクロポアの配列の規則性が向上する。
　熱処理後のアルミニウム基板は、急速に冷却するのが好ましい。冷却する方法としては
、例えば、水等に直接投入する方法が挙げられる。
【００６７】
（脱脂処理）
　脱脂処理は、酸、アルカリ、有機溶剤等を用いて、アルミニウム基板表面に付着した、
ほこり、脂、樹脂等の有機成分等を溶解させて除去し、有機成分を原因とする後述の各処
理における欠陥の発生を防止することを目的として行われる。
【００６８】
　また、脱脂処理には、従来公知の脱脂剤を用いることができる。具体的には、例えば、
市販されている各種脱脂剤を所定の方法で用いることにより行うことができる。
【００６９】
（鏡面仕上げ処理）
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　鏡面仕上げ処理は、アルミニウム基板の表面の凹凸をなくして、陽極酸化皮膜のマイク
ロポアをより直管にするために行われる。アルミニウム基板の表面の凹凸としては、例え
ば、アルミニウム基板が圧延を経て製造されたものである場合における、圧延時に発生し
た圧延筋が挙げられる。
　本発明において、鏡面仕上げ処理は、特に限定されず、従来公知の方法を用いることが
できる。例えば、機械研磨、化学研磨、電解研磨が挙げられる。
　これらの具体的な方法に関しては、特開２０１０－１７７１７１号の段落［００４２］
～［００４５］に詳述される。
【００７０】
　鏡面仕上げ処理により、例えば、算術平均粗さＲａ０．１μｍ以下、光沢度５０％以上
の表面を得ることができる。算術平均粗さＲａは、０．０５μｍ以下であるのが好ましく
、０．０２μｍ以下であるのがより好ましい。また、光沢度は７０％以上であるのが好ま
しく、８０％以上であるのがより好ましい。
　なお、光沢度は、圧延方向に垂直な方向において、ＪＩＳ　Ｚ８７４１－１９９７の「
方法３　６０度鏡面光沢」の規定に準じて求められる正反射率である。具体的には、変角
光沢度計（例えば、ＶＧ－１Ｄ、日本電色工業社製）を用いて、正反射率７０％以下の場
合には入反射角度６０度で、正反射率７０％を超える場合には入反射角度２０度で、測定
する。
【００７１】
　陽極酸化処理は、従来公知の方法を用いることができるが、上記絶縁性基材が上記式（
ｉ）により定義される規則化度が５０％以上となるように配列する貫通孔を有するアルミ
ニウム基板の陽極酸化皮膜であるのが好ましいため、後述する自己規則化法や定電圧処理
を用いるのが好ましい。
【００７２】
　自己規則化法は、陽極酸化処理により得られる陽極酸化皮膜のマイクロポアが規則的に
配列する性質を利用し、規則的な配列をかく乱する要因を取り除くことで、規則性を向上
させる方法である。具体的には、高純度のアルミニウムを使用し、電解液の種類に応じた
電圧で、長時間（例えば、数時間から十数時間）かけて、低速で陽極酸化皮膜を形成させ
る。
　この方法においては、マイクロポアの径（ポア径）は電圧に依存するので、電圧を制御
することにより、ある程度所望のポア径を得ることができる。
【００７３】
　自己規則化法によりマイクロポアを形成するには、少なくとも後述する陽極酸化処理（
Ａ）を施せばよいが、後述する陽極酸化処理（Ａ）、脱膜処理（Ｂ）および再陽極酸化処
理（Ｃ）をこの順に施す方法（自己規則化方法Ｉ）や、後述する陽極酸化処理（Ｄ）と酸
化皮膜溶解処理（Ｅ）とをこの順に少なくとも１回施す方法（自己規則化方法ＩＩ）等に
より形成するのが好ましい。
　次に、好適態様である自己規則化方法Ｉおよび自己規則化方法ＩＩの各処理について詳
述する。
【００７４】
〔自己規則化方法Ｉ〕
＜陽極酸化処理（Ａ）＞
　陽極酸化処理（Ａ）における電解液の平均流速は、０．５～２０．０ｍ／ｍｉｎである
のが好ましく、１．０～１５．０ｍ／ｍｉｎであるのがより好ましく、２．０～１０．０
ｍ／ｍｉｎであるのが更に好ましい。上記範囲の流速で陽極酸化処理（Ａ）を行うことに
より、陽極酸化被膜のマイクロポアが均一かつ高い規則性を有することができる。
　また、電解液を上記条件で流動させる方法は、特に限定されないが、例えば、スターラ
ーのような一般的なかくはん装置を使用する方法が挙げられる。特に、かくはん速度をデ
ジタル表示でコントロールできるようなスターラーを用いると、平均流速が制御できるた
め好ましい。このようなかくはん装置としては、例えば、「マグネティックスターラーＨ
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Ｓ－５０Ｄ（ＡＳ　ＯＮＥ製）」等が挙げられる。
【００７５】
　陽極酸化処理（Ａ）は、例えば、酸濃度１～１０質量％の溶液中で、アルミニウム基板
を陽極として通電する方法を用いることができる。
　陽極酸化処理（Ａ）に用いられる溶液としては、酸溶液であることが好ましく、硫酸、
リン酸、クロム酸、シュウ酸、スルファミン酸、ベンゼンスルホン酸、アミドスルホン酸
、グリコール酸、酒石酸、りんご酸、クエン酸等がより好ましく、中でも硫酸、リン酸、
シュウ酸が特に好ましい。これらの酸は単独でまたは２種以上を組み合わせて用いること
ができる。
【００７６】
　陽極酸化処理（Ａ）の条件は、使用される電解液によって種々変化するので一概に決定
され得ないが、一般的には電解液濃度０．１～２０質量％、液温－１０～３０℃、電流密
度０．０１～２０Ａ／ｄｍ2、電圧３～３００Ｖ、電解時間０．５～３０時間であるのが
好ましく、電解液濃度０．５～１５質量％、液温－５～２５℃、電流密度０．０５～１５
Ａ／ｄｍ2、電圧５～２５０Ｖ、電解時間１～２５時間であるのがより好ましく、電解液
濃度１～１０質量％、液温０～２０℃、電流密度０．１～１０Ａ／ｄｍ2、電圧１０～２
００Ｖ、電解時間２～２０時間であるのが更に好ましい。
【００７７】
　陽極酸化処理（Ａ）の処理時間は、０．５分～１６時間であるのが好ましく、１分～１
２時間であるのがより好ましく、２分～８時間であるのが更に好ましい。
【００７８】
　陽極酸化処理（Ａ）は、一定電圧下で行う以外に、電圧を断続的または連続的に変化さ
せる方法も用いることができる。この場合は電圧を順次低くしていくのが好ましい。これ
により、陽極酸化皮膜の抵抗を下げることが可能になり、陽極酸化皮膜に微細なマイクロ
ポアが生成するため、特に電着処理により封孔処理する際に、均一性が向上する点で、好
ましい。
【００７９】
　本発明においては、このような陽極酸化処理（Ａ）により形成される陽極酸化皮膜の膜
厚は、１～１０００μｍであるのが好ましく、５～５００μｍであるのがより好ましく、
１０～３００μｍであるのが更に好ましい。
【００８０】
　また、本発明においては、このような陽極酸化処理（Ａ）により形成される陽極酸化皮
膜のマイクロポアの平均ポア密度は５０～１５００個／μｍ2であるのが好ましい。
　また、マイクロポアの占める面積率は、２０～５０％であるのが好ましい。
　ここで、マイクロポアの占める面積率は、アルミニウム表面の面積に対するマイクロポ
アの開口部の面積の合計の割合で定義される。
【００８１】
　＜脱膜処理（Ｂ）＞
　脱膜処理（Ｂ）は、上記陽極酸化処理（Ａ）によりアルミニウム基板表面に形成した陽
極酸化皮膜を溶解させて除去する処理である。
　上記陽極酸化処理（Ａ）によりアルミニウム基板表面に陽極酸化皮膜を形成した後、後
述する貫通化処理工程を直ちに施してもよいが、上記陽極酸化処理（Ａ）の後、更に脱膜
処理（Ｂ）および後述する再陽極酸化処理（Ｃ）をこの順で施した後に、後述する貫通化
処理工程を施すのが好ましい。
【００８２】
　陽極酸化皮膜は、アルミニウム基板に近くなるほど規則性が高くなっているので、この
脱膜処理（Ｂ）により、一度陽極酸化皮膜を除去して、アルミニウム基板の表面に残存し
た陽極酸化皮膜の底部分を表面に露出させて、規則的な窪みを得ることができる。したが
って、脱膜処理（Ｂ）では、アルミニウムは溶解させず、アルミナ（酸化アルミニウム）
からなる陽極酸化皮膜のみを溶解させる。
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【００８３】
　アルミナ溶解液は、クロム化合物、硝酸、リン酸、ジルコニウム系化合物、チタン系化
合物、リチウム塩、セリウム塩、マグネシウム塩、ケイフッ化ナトリウム、フッ化亜鉛、
マンガン化合物、モリブデン化合物、マグネシウム化合物、バリウム化合物およびハロゲ
ン単体からなる群から選ばれる少なくとも１種を含有した水溶液が好ましい。
【００８４】
　具体的なクロム化合物としては、例えば、酸化クロム（ＩＩＩ）、無水クロム（ＶＩ）
酸等が挙げられる。
　ジルコニウム系化合物としては、例えば、フッ化ジルコンアンモニウム、フッ化ジルコ
ニウム、塩化ジルコニウムが挙げられる。
　チタン化合物としては、例えば、酸化チタン、硫化チタンが挙げられる。
　リチウム塩としては、例えば、フッ化リチウム、塩化リチウムが挙げられる。
　セリウム塩としては、例えば、フッ化セリウム、塩化セリウムが挙げられる。
　マグネシウム塩としては、例えば、硫化マグネシウムが挙げられる。
　マンガン化合物としては、例えば、過マンガン酸ナトリウム、過マンガン酸カルシウム
が挙げられる。
　モリブデン化合物としては、例えば、モリブデン酸ナトリウムが挙げられる。
　マグネシウム化合物としては、例えば、フッ化マグネシウム・五水和物が挙げられる。
　バリウム化合物としては、例えば、酸化バリウム、酢酸バリウム、炭酸バリウム、塩素
酸バリウム、塩化バリウム、フッ化バリウム、ヨウ化バリウム、乳酸バリウム、シュウ酸
バリウム、過塩素酸バリウム、セレン酸バリウム、亜セレン酸バリウム、ステアリン酸バ
リウム、亜硫酸バリウム、チタン酸バリウム、水酸化バリウム、硝酸バリウム、あるいは
これらの水和物等が挙げられる。
　上記バリウム化合物の中でも、酸化バリウム、酢酸バリウム、炭酸バリウムが好ましく
、酸化バリウムが特に好ましい。
　ハロゲン単体としては、例えば、塩素、フッ素、臭素が挙げられる。
【００８５】
　中でも、上記アルミナ溶解液が、酸を含有する水溶液であるのが好ましく、酸として、
硫酸、リン酸、硝酸、塩酸等が挙げられ、２種以上の酸の混合物であってもよい。
　酸濃度としては、０．０１ｍｏｌ／Ｌ以上であるのが好ましく、０．０５ｍｏｌ／Ｌ以
上であるのがより好ましく、０．１ｍｏｌ／Ｌ以上であるのが更に好ましい。上限は特に
ないが、一般的には１０ｍｏｌ／Ｌ以下であるのが好ましく、５ｍｏｌ／Ｌ以下であるの
がより好ましい。不要に高い濃度は、経済的でないし、アルミニウム基板が溶解するおそ
れがある。
【００８６】
　アルミナ溶解液は、－１０℃以上であるのが好ましく、－５℃以上であるのがより好ま
しく、０℃以上であるのが更に好ましい。なお、沸騰したアルミナ溶解液を用いて処理す
ると、規則化の起点が破壊され、乱れるので、沸騰させないで用いるのが好ましい。
【００８７】
　アルミナ溶解液は、アルミナを溶解し、アルミニウムを溶解しない。ここで、アルミナ
溶解液は、アルミニウムを実質的に溶解させなければよく、わずかに溶解させるものであ
ってもよい。
【００８８】
　脱膜処理（Ｂ）は、陽極酸化皮膜が形成されたアルミニウム基板を上述したアルミナ溶
解液に接触させることにより行う。接触させる方法は、特に限定されず、例えば、浸せき
法、スプレー法が挙げられる。中でも、浸せき法が好ましい。
【００８９】
　浸せき法は、陽極酸化皮膜が形成されたアルミニウム基板を上述したアルミナ溶解液に
浸せきさせる処理である。浸せき処理の際にかくはんを行うと、ムラのない処理が行われ
るため、好ましい。
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　浸せき処理の時間は、１０分以上であるのが好ましく、１時間以上であるのがより好ま
しく、３時間以上、５時間以上であるのが更に好ましい。
【００９０】
　＜再陽極酸化処理（Ｃ）＞
　上記脱膜処理（Ｂ）により陽極酸化皮膜を除去して、アルミニウム基板の表面に規則的
な窪みを形成した後、再び陽極酸化処理を施すことで、マイクロポアの規則化度がより高
い陽極酸化皮膜を形成することができる。
　再陽極酸化処理（Ｃ）における陽極酸化処理は、従来公知の方法を用いることができる
が、上述した陽極酸化処理（Ａ）と同一の条件で行われるのが好ましい。
　また、直流電圧を一定としつつ、断続的に電流のオンおよびオフを繰り返す方法、直流
電圧を断続的に変化させつつ、電流のオンおよびオフを繰り返す方法も好適に用いること
ができる。これらの方法によれば、陽極酸化皮膜に微細なマイクロポアが生成するため、
特に電着処理により封孔処理する際に、均一性が向上する点で、好ましい。
【００９１】
　また、再陽極酸化処理（Ｃ）を低温で行うと、マイクロポアの配列が規則的になり、ま
た、ポア径が均一になる。
　一方、再陽極酸化処理（Ｃ）を比較的高温で行うことにより、マイクロポアの配列を乱
し、また、ポア径のばらつきを所定の範囲にすることができる。また、処理時間によって
も、ポア径のばらつきを制御することができる。
【００９２】
　本発明においては、このような再陽極酸化処理（Ｃ）により形成される陽極酸化皮膜の
膜厚は、３０～１０００μｍであるのが好ましく、５０～５００μｍであるのが更に好ま
しい。
【００９３】
　また、本発明においては、このような陽極酸化処理（Ｃ）により形成される陽極酸化皮
膜のマイクロポアのポア径は０．０１～０．５μｍであるのが好ましく、０．０２～０．
１μｍであるのがより好ましい。
　平均ポア密度は、１０００万個／ｍｍ2以上であるのが好ましい。
【００９４】
　自己規則化方法Ｉにおいては、上述した陽極酸化処理（Ａ）および脱膜処理（Ｂ）に代
えて、例えば、物理的方法、粒子線法、ブロックコポリマー法、レジストパターン・露光
・エッチング法等により、上述した再陽極酸化処理（Ｃ）によるマイクロポア生成の起点
となる窪みを形成させてもよい。
　なお、これらの方法は特開２００８－２７０１５８号の段落［００７９］～［００８２
］に詳細に記載されている。
【００９５】
　〔自己規則化方法ＩＩ〕
　＜第１の工程：陽極酸化処理（Ｄ）＞
　陽極酸化処理（Ｄ）は、従来公知の電解液を用いることができるが、直流定電圧条件下
にて、通電時の皮膜形成速度Ａと、非通電時の皮膜溶解速度Ｂとした時、以下一般式（ｉ
ｉ）で表されるパラメータＲが、１６０≦Ｒ≦２００、好ましくは１７０≦Ｒ≦１９０、
特に好ましくは１７５≦Ｒ≦１８５を満たす電解液を用いて処理を施すことで、孔の規則
配列性を大幅に向上することができる。
【００９６】
　Ｒ＝Ａ［ｎｍ／ｓ］÷（Ｂ［ｎｍ／ｓ］×加電圧［Ｖ］）　・・・　（ｉｉ）
【００９７】
　陽極酸化処理（Ｄ）における電解液の平均流速は、上述した陽極酸化処理（Ａ）と同様
、０．５～２０．０ｍ／ｍｉｎであるのが好ましく、１．０～１５．０ｍ／ｍｉｎである
のがより好ましく、２．０～１０．０ｍ／ｍｉｎであるのが更に好ましい。上記範囲の流
速で陽極酸化処理（Ｄ）を行うことにより、陽極酸化被膜のマイクロポアが均一かつ高い
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規則性を有することができる。
　また、電解液を上記条件で流動させる方法は、上述した陽極酸化処理（Ａ）と同様、特
に限定されないが、例えば、スターラーのような一般的なかくはん装置を使用する方法が
用いられる。
　また、陽極酸化処理液の粘度としては、２５℃１気圧下における粘度が０．０００１～
１００．０Ｐａ・ｓが好ましく、０．０００５～８０．０Ｐａ・ｓが更に好ましい。上記
範囲の粘度を有する電解液で陽極酸化処理（Ｄ）を行うことにより、均一かつ高い規則性
を有することができる。
【００９８】
　陽極酸化処理（Ｄ）で用いる電解液には、酸性、アルカリ性いずれも使用することがで
きるが、貫通孔の真円性を高める観点から酸性の電解液が好適に用いられる。
　具体的には、上述した陽極酸化処理（Ａ）と同様、塩酸、硫酸、リン酸、クロム酸、シ
ュウ酸、グリコール酸、酒石酸、りんご酸、クエン酸、スルファミン酸、ベンゼンスルホ
ン酸、アミドスルホン酸等がより好ましく、中でも硫酸、リン酸、シュウ酸が特に好まし
い。これらの酸は単独でまたは２種以上を組み合わせて、上記一般式（ｉｉ）の計算式よ
り所望のパラメータに調整して用いることができる。
【００９９】
　陽極酸化処理（Ｄ）の条件は、使用される電解液によって種々変化するので一概に決定
され得ないが、上述した陽極酸化処理（Ａ）と同様、一般的には電解液濃度０．１～２０
質量％、液温－１０～３０℃、電流密度０．０１～２０Ａ／ｄｍ2、電圧３～５００Ｖ、
電解時間０．５～３０時間であるのが好ましく、電解液濃度０．５～１５質量％、液温－
５～２５℃、電流密度０．０５～１５Ａ／ｄｍ2、電圧５～２５０Ｖ、電解時間１～２５
時間であるのがより好ましく、電解液濃度１～１０質量％、液温０～２０℃、電流密度０
．１～１０Ａ／ｄｍ2、電圧１０～２００Ｖ、電解時間２～２０時間であるのが更に好ま
しい。
【０１００】
　本発明においては、このような陽極酸化処理（Ｄ）により形成される陽極酸化皮膜の膜
厚は、０．１～３００μｍであるのが好ましく、０．５～１５０μｍであるのがより好ま
しく、１～１００μｍであるのが更に好ましい。
【０１０１】
　また、本発明においては、このような陽極酸化処理（Ｄ）により形成される陽極酸化皮
膜のマイクロポアの平均ポア密度は５０～１５００個／μｍ2であるのが好ましい。
　また、マイクロポアの占める面積率は、２０～５０％であるのが好ましい。
　ここで、マイクロポアの占める面積率は、アルミニウム表面の面積に対するマイクロポ
アの開口部の面積の合計の割合で定義される。
【０１０２】
　この陽極酸化処理（Ｄ）により、図３（Ａ）に示されるように、アルミニウム基板１２
の表面に、マイクロポア１６ａを有する陽極酸化皮膜１４ａが形成される。なお、陽極酸
化皮膜１４ａのアルミニウム基板１２側には、バリア層１８ａが存在している。
【０１０３】
　（第２の工程：酸化皮膜溶解処理（Ｅ））
　酸化皮膜溶解処理（Ｅ）は、上記陽極酸化処理（Ｄ）により形成された陽極酸化皮膜に
存在するポア径を拡大させる処理（孔径拡大処理）である。
【０１０４】
　酸化皮膜溶解処理（Ｅ）は、上記陽極酸化処理（Ｄ）後のアルミニウム基板を酸水溶液
またはアルカリ水溶液に接触させることにより行う。接触させる方法は、特に限定されず
、例えば、浸せき法、スプレー法が挙げられる。中でも、浸せき法が好ましい。
【０１０５】
　酸化皮膜溶解処理（Ｅ）において、酸水溶液を用いる場合は、硫酸、リン酸、硝酸、塩
酸等の無機酸またはこれらの混合物の水溶液を用いることが好ましい。中でも、クロム酸
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を含有しない水溶液が安全性に優れる点で好ましい。酸水溶液の濃度は１～１０質量％で
あるのが好ましい。酸水溶液の温度は、２５～６０℃であるのが好ましい。
　一方、酸化皮膜溶解処理（Ｅ）において、アルカリ水溶液を用いる場合は、水酸化ナト
リウム、水酸化カリウムおよび水酸化リチウムからなる群から選ばれる少なくとも一つの
アルカリの水溶液を用いることが好ましい。アルカリ水溶液の濃度は０．１～５質量％で
あるのが好ましい。アルカリ水溶液の温度は、２０～３５℃であるのが好ましい。
　具体的には、例えば、５０ｇ／Ｌ、４０℃のリン酸水溶液、０．５ｇ／Ｌ、３０℃の水
酸化ナトリウム水溶液または０．５ｇ／Ｌ、３０℃の水酸化カリウム水溶液が好適に用い
られる。
　酸水溶液またはアルカリ水溶液への浸せき時間は、８～１２０分であるのが好ましく、
１０～９０分であるのがより好ましく、１５～６０分であるのが更に好ましい。
【０１０６】
　また、酸化皮膜溶解処理（Ｅ）において、ポア径の拡大量は陽極酸化処理（Ｄ）の条件
により異なるが、処理前後の拡大比が１．０５倍～１００倍が好ましく、１．１倍～７５
倍がより好ましく、１．２倍～５０倍が特に好ましい。
【０１０７】
　この酸化皮膜溶解処理（Ｅ）により、図３（Ｂ）に示されるように、図３（Ａ）に示さ
れる陽極酸化皮膜１４ａの表面およびマイクロポア１６ａの内部（バリア層１８ａおよび
多孔質層）が溶解し、アルミニウム基板１２上に、マイクロポア１６ｂを有する陽極酸化
皮膜１４ｂを有するアルミニウム部材が得られる。なお、図３（Ａ）と同様、陽極酸化皮
膜１４ｂのアルミニウム基板１２側には、バリア層１８ｂが存在している。
【０１０８】
　（第３の工程：陽極酸化処理（Ｄ））
　自己規則化方法ＩＩにおいては、上記酸化皮膜溶解処理（Ｅ）の後に、再度上記陽極酸
化処理（Ｄ）を施すのが好ましい。
【０１０９】
　再度の陽極酸化処理（Ｄ）により、図３（Ｃ）に示されるように、図３（Ｂ）に示され
るアルミニウム基板１２の酸化反応が進行し、アルミニウム基板１２上に、マイクロポア
１６ｂよりも深くなったマイクロポア１６ｃを有する陽極酸化皮膜１４ｃを有するアルミ
ニウム部材が得られる。なお、図３（Ａ）と同様、陽極酸化皮膜１４ｃのアルミニウム基
板１２側には、バリア層１８ｃが存在している。
【０１１０】
　（第４の工程：酸化皮膜溶解処理（Ｅ））
　また、自己規則化方法ＩＩにおいては、上記陽極酸化処理（Ｄ）、上記酸化皮膜溶解処
理（Ｅ）および上記陽極酸化処理（Ｄ）をこの順に施した後に、更に上記酸化皮膜溶解処
理（Ｅ）を施すのが好ましい。
【０１１１】
　この処理により、マイクロポアの中に処理液が入るため、第３の工程で施した陽極酸化
処理（Ｄ）で形成された陽極酸化皮膜を溶解し、第３の工程で施した陽極酸化処理（Ｄ）
で形成されたマイクロポアのポア径を広げることができる。
　即ち、再度の酸化皮膜溶解処理（Ｅ）により、図３（Ｄ）に示されるように、図３（Ｃ
）に示される陽極酸化皮膜１４ｃの変曲点より表面側のマイクロポア１６ｃの内部が溶解
し、アルミニウム基板１２上に、直管状のマイクロポア１６ｄを有する陽極酸化皮膜１４
ｄを有するアルミニウム部材が得られる。なお、図３（Ａ）と同様、陽極酸化皮膜１４ｄ
のアルミニウム基板１２側には、バリア層１８ｄが存在している。
【０１１２】
　ここで、マイクロポアのポア径の拡大量は、第３の工程で施した陽極酸化処理（Ｄ）の
処理条件により異なるが、処理前後の拡大比が１．０５倍～１００倍が好ましく、１．１
倍～７５倍がより好ましく、１．２倍～５０倍が特に好ましい。
【０１１３】



(20) JP 2012-89481 A 2012.5.10

10

20

30

40

50

　自己規則化方法ＩＩは、上述した陽極酸化処理（Ｄ）と酸化皮膜溶解処理（Ｅ）のサイ
クルを１回以上行うものである。繰り返しの回数が多いほど、上述したポアの配列の規則
性が高くなる。
　また、直前の陽極酸化処理（Ｄ）で形成された陽極酸化皮膜を酸化皮膜溶解処理（Ｅ）
で溶解することにより、皮膜表面から見たマイクロポアの真円性が飛躍的に向上するため
、上記サイクルを２回以上繰り返して行うのが好ましく、３回以上繰り返して行うのがよ
り好ましく、４回以上繰り返して行うのが更に好ましい。
　また、上記サイクルを２回以上繰り返して行う場合、各回の酸化皮膜溶解処理および陽
極酸化処理の条件は、それぞれ同じであっても、異なっていてもよく、また、最後の処理
を陽極酸化処理で終えてもよい。
【０１１４】
＜貫通化処理工程＞
　本工程は、陽極酸化処理工程の後に、上記陽極酸化により生じたマイクロポアによる孔
を貫通化して、貫通孔を有する絶縁性基材を得る工程である。
　貫通化処理工程としては、具体的には、例えば、上記陽極酸化処理工程の後に、アルミ
ニウム基板（図３（Ｄ）においては符号１２で表される部分）を溶解し、陽極酸化皮膜の
底部（図３（Ｄ）においては符号１８ｄで表される部分）を除去する方法；上記陽極酸化
処理工程の後に、アルミニウム基板およびアルミニウム基板近傍の陽極酸化皮膜を切断す
る方法；等が挙げられる。
　次に、好適態様である前者の方法について詳述する。
【０１１５】
（アルミニウム基板の溶解）
　上記陽極酸化処理工程の後のアルミニウム基板の溶解は、陽極酸化皮膜（アルミナ）は
溶解しにくく、アルミニウムを溶解しやすい処理液を用いる。
　即ち、アルミニウム溶解速度１μｍ／分以上、好ましくは３μｍ／分以上、より好まし
くは５μｍ／分以上、および、陽極酸化皮膜溶解速度０．１ｎｍ／分以下、好ましくは０
．０５ｎｍ／分以下、より好ましくは０．０１ｎｍ／分以下の条件を有する処理液を用い
る。
　具体的には、アルミよりもイオン化傾向の低い金属化合物を少なくとも１種含み、かつ
、ｐＨが４以下８以上、好ましくは３以下９以上、より好ましくは２以下１０以上の処理
液を使用して浸漬処理を行う。
【０１１６】
　このような処理液としては、酸またはアルカリ水溶液をベースとし、例えば、マンガン
、亜鉛、クロム、鉄、カドミウム、コバルト、ニッケル、スズ、鉛、アンチモン、ビスマ
ス、銅、水銀、銀、パラジウム、白金、金の化合物（例えば、塩化白金酸）、これらのフ
ッ化物、これらの塩化物等を配合したものであるのが好ましい。
　中でも、酸水溶液ベースが好ましく、塩化物をブレンドするのが好ましい。
　特に、塩酸水溶液に塩化水銀をブレンドした処理液（塩酸／塩化水銀）、塩酸水溶液に
塩化銅をブレンドした処理液（塩酸／塩化銅）が、処理ラチチュードの観点から好ましい
。
　なお、このような処理液の組成は特に限定されず、例えば、臭素／メタノール混合物、
臭素／エタノール混合物、王水等を用いることができる。
【０１１７】
　また、このような処理液の酸またはアルカリ濃度は、０．０１～１０ｍｏｌ／Ｌが好ま
しく、０．０５～５ｍｏｌ／Ｌがより好ましい。
【０１１８】
　更に、このような処理液を用いた処理温度は、－１０℃～８０℃が好ましく、０℃～６
０℃が好ましい。
【０１１９】
　本発明においては、アルミニウム基板の溶解は、上記陽極酸化処理工程の後のアルミニ
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ウム基板を上述した処理液に接触させることにより行う。接触させる方法は、特に限定さ
れず、例えば、浸せき法、スプレー法が挙げられる。中でも、浸せき法が好ましい。この
ときの接触時間としては、１０秒～５時間が好ましく、１分～３時間がより好ましい。
【０１２０】
（陽極酸化皮膜の底部の除去）
　アルミニウム基板を溶解した後の陽極酸化皮膜の底部の除去は、酸水溶液またはアルカ
リ水溶液に浸せきさせることにより行う。底部の陽極酸化皮膜が除去されることにより、
マイクロポアが貫通する。
【０１２１】
　陽極酸化皮膜の底部の除去は、予めｐＨ緩衝液に浸漬させてマイクロポアによる孔の開
口側から孔内にｐＨ緩衝液を充填した後に、開口部の逆面、即ち、陽極酸化皮膜の底部に
酸水溶液またはアルカリ水溶液に接触させる方法により行うのが好ましい。
【０１２２】
　酸水溶液を用いる場合は、硫酸、リン酸、硝酸、塩酸等の無機酸またはこれらの混合物
の水溶液を用いることが好ましい。酸水溶液の濃度は１～１０質量％であるのが好ましい
。酸水溶液の温度は、２５～４０℃であるのが好ましい。
　一方、アルカリ水溶液を用いる場合は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムおよび水酸
化リチウムからなる群から選ばれる少なくとも一つのアルカリの水溶液を用いることが好
ましい。アルカリ水溶液の濃度は０．１～５質量％であるのが好ましい。アルカリ水溶液
の温度は、２０～３５℃であるのが好ましい。
【０１２３】
　具体的には、例えば、５０ｇ／Ｌ、４０℃のリン酸水溶液や、０．５ｇ／Ｌ、３０℃の
水酸化ナトリウム水溶液または０．５ｇ／Ｌ、３０℃の水酸化カリウム水溶液が好適に用
いられる。
【０１２４】
　酸水溶液またはアルカリ水溶液への浸せき時間は、８～１２０分であるのが好ましく、
１０～９０分であるのがより好ましく、１５～６０分であるのが更に好ましい。
　また、予めｐＨ緩衝液に浸漬させる場合は、上述した酸／アルカリに適宜対応した緩衝
液を使用する。
【０１２５】
　この貫通化処理工程により、図３（Ｄ）に示されるアルミニウム基板１２およびバリア
層１８ｄがなくなった状態の構造物、即ち、図４（Ａ）に示される絶縁性基材２０が得ら
れる。
【０１２６】
　一方、後者のアルミニウム基板およびアルミニウム基板近傍の陽極酸化皮膜を切断する
方法としては、アルミニウム基板（図３（Ｄ）においては符号１２で表される部分）およ
び陽極酸化皮膜の底部（図３（Ｄ）においては符号１８ｄで表される部分）を、レーザー
等による切削処理や種々の研磨処理等を用いて物理的に除去する方法が好適に例示される
。
【０１２７】
＜充填工程＞
　本工程は、上記貫通化処理工程の後に、得られた上記絶縁性基材における貫通化した孔
の内部に導電性材料を充填して上記異方導電性部材を得る工程である。
　ここで、充填する導電性材料は、異方導電性部材の導通路を構成するものであり、その
種類は上述の通りである。
【０１２８】
　本発明の製造方法においては、導電性材料として金属を充填する方法として、電解メッ
キ法または無電解メッキ法を用いることができる。
　なお、電解メッキ処理を施す前に上記絶縁性基材の一方の表面に空隙のない電極膜を形
成する処理（電極膜形成処理）を施すのが好ましい。
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　電極膜を形成する方法は特に限定されないが、例えば、金属の無電解めっき処理、導電
性材料（例えば、金属）の直接塗布、等が好ましく、これらの中でも電極膜の均一性、及
び操作の簡便性の観点から、無電解めっき処理が好ましい。電極膜形成処理に関して、無
電解めっき処理を用いる際には、そのめっき核を酸化皮膜の一方の表面に付与することが
好ましい。具体的には、無電解めっきにより付与するべき金属と同種の金属又は金属化合
物、あるいは無電解めっきにより付与するべき金属よりもイオン化傾向の高い金属又は金
属化合物を、絶縁性基材の一方の表面に付与する方法が好ましい。付与方法としては、金
属又は金属化合物を蒸着、スパッタリング、あるいは直接塗布する方法が挙げられるが、
特に限定されない。
【０１２９】
　上記のようにめっき核を付与したのち、無電解めっき処理により電極膜を形成する。処
理方法は温度、時間により電極層の厚さを制御できる観点から、浸漬法が好ましい。
　無電解めっき液の種類としては、従来公知のものを使用することができる。
　また、形成される電極膜の通電性を高める観点から、金めっき液、銅めっき液、銀めっ
き液等、貴金属を有するめっき液が好ましく、経時による電極の安定性すなわち、酸化に
よる劣化を防ぐ観点から、金めっき液がより好ましい。
【０１３０】
　本発明の製造方法においては、電解メッキ法により金属を充填する場合は、パルス電解
または定電位電解の際に休止時間をもうけることが好ましい。休止時間は、１０秒以上必
要で、３０～６０秒であることが好ましい。
　また、電解液のかくはんを促進するため、超音波を加えることも望ましい。
　更に、電解電圧は、通常２０Ｖ以下であって望ましくは１０Ｖ以下であるが、使用する
電解液における目的金属の析出電位を予め測定し、その電位＋１Ｖ以内で定電位電解を行
なうことが好ましい。なお、定電位電解を行なう際には、サイクリックボルタンメトリを
併用できるものが望ましく、Ｓｏｌａｒｔｒｏｎ社、ＢＡＳ社、北斗電工社、ＩＶＩＵＭ
社等のポテンショスタット装置を用いることができる。
【０１３１】
　金属の充填に使用するメッキ液は、従来公知のメッキ液を用いることができる。
　具体的には、銅を析出させる場合には硫酸銅水溶液が一般的に用いられるが、硫酸銅の
濃度は、１～３００ｇ／Ｌであるのが好ましく、１００～２００ｇ／Ｌであるのがより好
ましい。また、電解液中に塩酸を添加すると析出を促進することができる。この場合、塩
酸濃度は１０～２０ｇ／Ｌであるのが好ましい。
　また、金を析出させる場合、テトラクロロ金の硫酸溶液を用い、交流電解でメッキを行
なうのが望ましい。
【０１３２】
　なお、無電解メッキ法では、アスペクトの高い孔中に金属を完全に充填するには長時間
を要するので、本発明の製造方法においては、電解メッキ法により金属を充填するのが望
ましい。
【０１３３】
　この充填工程により、図４（Ｂ）に示される異方導電性部材２１が得られる。
【０１３４】
＜絶縁性物質充填処理＞
　上記充填工程の後、必要に応じて、上記金属が充填された上記絶縁性基材に封孔処理を
施し、封孔率が９９％以上となるように更に上記絶縁性物質を充填する処理（絶縁性物質
充填処理）を実施してもよい。
【０１３５】
　絶縁性物質充填処理で実施される封孔処理としては特に制限されず、沸騰水処理、熱水
処理、蒸気処理、ケイ酸ソーダ処理、亜硝酸塩処理、酢酸アンモニウム処理等の公知の方
法に従って行うことができる。例えば、特公昭５６－１２５１８号公報、特開平４－４１
９４号公報、特開平５－２０２４９６号公報、特開平５－１７９４８２号公報等に記載さ
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れている装置および方法で封孔処理を行ってもよい。
【０１３６】
　金属および絶縁性物質による封孔率が上記範囲であると、配線不良をより抑制すること
ができる異方導電性部材を提供することができる。
　これは、異方導電性部材に配線層を形成する際に、封孔されていない貫通孔に配線層の
形成材料（主に液体）等に由来する微小な埃や油分等（以下、「コンタミ」という。）が
溜まり、このコンタミが配線層との密着性を悪くおそれがある。一方、所定の絶縁性物質
を用いて貫通孔の封孔率を９９％以上とすることにより、コンタミの混在が抑えられる。
【０１３７】
＜表面平滑化処理＞
　本発明の製造方法においては、上記充填工程の後に、研摩処理（例えば、化学機械研磨
処理）によって表面および裏面を平滑化する表面平滑処理工程を具備するのが好ましい。
　なかでも、化学機械研磨としてＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）処理を行う
ことにより、金属を充填させた後の表面および裏面の平滑化と表面に付着した余分な金属
を除去することが好ましい。
　ＣＭＰ処理には、フジミインコーポレイテッド社製のＰＮＡＮＥＲＬＩＴＥ－７０００
、日立化成社製のＧＰＸ ＨＳＣ８００、旭硝子（セイミケミカル）社製のＣＬ－１００
０等のＣＭＰスラリーを用いることができる。
　なお、陽極酸化皮膜を研磨したくないので、層間絶縁膜やバリアメタル用のスラリーを
用いるのは好ましくない。
【０１３８】
＜トリミング処理＞
　本発明の製造方法においては、上記充填工程または上記表面平滑処理工程の後に、トリ
ミング処理工程を具備するのが好ましい。
　上記トリミング処理工程は、上記充填工程または上記表面平滑処理工程の後に、異方導
電性部材表面の絶縁性基材のみを一部除去し、導通路を突出させる工程である。
　ここで、トリミング処理は、導通路を構成する材料（例えば、金属）を溶解しない条件
であれば、上述した酸化皮膜溶解処理（Ｅ）と同様の処理条件で施すことができる。特に
、溶解速度を管理しやすいリン酸を用いるのが好ましい。
　このトリミング工程により、図４（Ｃ）に示される異方導電性部材２１が得られる。
【０１３９】
＜電着処理＞
　本発明の製造方法においては、上記トリミング処理工程に代えてまたは上記トリミング
処理工程の後に、図４（Ｂ）に示される導通路３の表面にのみ、更に同一のまたは異なる
導電性金属を析出させる電着処理工程を具備するものであってもよい（図４（Ｄ））。
　本発明においては、電着処理は、異種金属の電気陰性度の差異を利用した無電解メッキ
処理も含む処理である。
　ここで、無電解メッキ処理は、無電解メッキ処理液（例えば、ｐＨが１～９の貴金属含
有処理液に、ｐＨが６～１３の還元剤処理液を適宜混合した液）に浸漬させる工程である
。
【０１４０】
　本発明の製造方法においては、上記トリミング処理および上記電着処理は、異方導電性
部材の使用直前に施すのが好ましい。これらの処理を使用直前に施すことにより、バンプ
部分を構成する導通路の金属が使用直前まで酸化しないため好ましい。
【０１４１】
＜保護膜形成処理＞
　本発明の製造方法においては、アルミナで形成された絶縁性基材が、空気中の水分との
水和により、経時により孔径が変化してしまう場合があることから、上記充填工程前に、
保護膜形成処理を施すことが好ましい。
【０１４２】
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　保護膜としては、Ｚｒ元素および／またはＳｉ元素を含有する無機保護膜、あるいは、
水不溶性ポリマーを含有する有機保護膜が挙げられる。
　これらの詳細については、特開２００８－２７０１５７号公報の段落［０１３８］～［
０１４４］に記載されている。
【０１４３】
＜異方導電性部材＞
　本発明の異方導電性部材は、様々な用途に使用することができ、例えば、ＣＰＵなどの
マザーボードとインターポーザーとの間の電気的接点（電子接続部材）として用いること
もでき、インターポーザーとＣＰＵなどのＩＣチップとの間の電気的接点として用いるこ
とが挙げられる。
　また、本発明の異方導電性部材は、上記用途などへ応用する観点からは、導通路が設け
られている厚み方向における抵抗率が１×１０-4Ωｍ以下であることが好ましく、１×１
０-5Ωｍ以下であることが好ましく、１×１０-7Ωｍ以下であることがより好ましい。
【実施例】
【０１４４】
　以下に実施例を示して本発明を具体的に説明する。ただし、本発明はこれらに限定され
ない。
【０１４５】
（実施例１および２）
　（１）鏡面仕上げ処理（電解研磨処理）
　高純度アルミニウム基板（日本軽金属社製、純度９９．９９９９質量％、厚さ０．４ｍ
ｍ）を１０ｃｍ四方の面積で陽極酸化処理できるようカットし、以下組成の電解研磨液を
用い、電圧２５Ｖ、液温度６５℃、液流速３．０ｍ／ｍｉｎの条件で電解研磨処理を施し
た。
　陰極はカーボン電極とし、電源はＧＰ０１１０－３０Ｒ（高砂製作所社製）を用いた。
また、電解液の流速は渦式フローモニターＦＬＭ２２－１０ＰＣＷ（ＡＳ　ＯＮＥ製）を
用いて計測した。
【０１４６】
　（電解研磨液組成）
　・８５質量％リン酸（和光純薬社製試薬）　　６６０ｍＬ
　・純水　　１６０ｍＬ
　・硫酸　　１５０ｍＬ
　・エチレングリコール　　３０ｍＬ
【０１４７】
　（２）陽極酸化処理
　次いで、電解研磨処理後のアルミニウム基板に、特開２００７－２０４８０２号公報に
記載の手順にしたがって自己規則化法による陽極酸化処理を施した。
　電解研磨処理後のアルミニウム基板に、０．５０ｍｏｌ／Ｌシュウ酸の電解液で、電圧
４０Ｖ、液温度１６℃、液流速３．０ｍ／ｍｉｎの条件で、５時間のプレ陽極酸化処理を
施した。
　その後、プレ陽極酸化処理後のアルミニウム基板を、０．２ｍｏｌ／Ｌ無水クロム酸、
０．６ｍｏｌ／Ｌリン酸の混合水溶液（液温：５０℃）に１２時間浸漬させる脱膜処理を
施した。
　その後、０．５０ｍｏｌ／Ｌシュウ酸の電解液で、電圧４０Ｖ、液温度１６℃、液流速
３．０ｍ／ｍｉｎの条件の条件で、１６時間の再陽極酸化処理を施し、膜厚１３０μｍの
酸化皮膜を得た。
　なお、プレ陽極酸化処理および再陽極酸化処理は、いずれも陰極はステンレス電極とし
、電源はＧＰ０１１０－３０Ｒ（高砂製作所社製）を用いた。また、冷却装置にはＮｅｏ
Ｃｏｏｌ　ＢＤ３６（ヤマト科学社製）、かくはん加温装置にはペアスターラー　ＰＳ－
１００（ＥＹＥＬＡ社製）を用いた。更に、電解液の流速は渦式フローモニターＦＬＭ２
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２－１０ＰＣＷ（ＡＳ　ＯＮＥ製）を用いて計測した。
【０１４８】
　（３）貫通化処理
　次いで、２０質量％塩化水銀水溶液（昇汞）に２０℃、３時間浸漬させることによりア
ルミニウム基板を溶解し、更に、５質量％リン酸に３０℃、３０分間浸漬させることによ
り陽極酸化皮膜の底部を除去し、貫通孔を有する陽極酸化皮膜を作製した。
【０１４９】
　ここで、貫通孔の平均孔径は、３０ｎｍであった。平均孔径は、ＦＥ－ＳＥＭにより表
面写真（倍率５００００倍）を撮影し、５０点測定した平均値として算出した。
【０１５０】
　同様に、貫通孔の平均深さは、１３０μｍであった。ここで、平均深さは、上記で得ら
れた微細構造体を貫通孔の部分で厚さ方向に対してＦＩＢで切削加工し、その断面をＦＥ
－ＳＥＭにより表面写真（倍率５００００倍）を撮影し、１０点測定した平均値として算
出した。
【０１５１】
　同様に、貫通孔の密度は、約１億個／ｍｍ2であった。ここで、密度は、図５に示すよ
うに、先に説明した式（ｉ）により定義される規則化度が５０％以上となるように配列す
る貫通孔の単位格子５１中に１／２個の貫通孔５２があるとして、下記式により計算した
。下記式中、Ｐｐは貫通孔の周期を表す。
　密度（個/μｍ2）＝（１/２個）／｛Ｐｐ（μｍ）×Ｐｐ（μｍ）×√３×（１/２）｝
【０１５２】
　同様に、貫通孔の規則化度は、９２％であった。ここで、規則化度は、ＦＥ－ＳＥＭに
より表面写真（倍率２００００倍）を撮影し、２μｍ×２μｍの視野で、貫通孔について
上記式（ｉ）により定義される規則化度を測定した。
【０１５３】
　（４）加熱処理
　次いで、上記で得られた貫通構造体に、温度４００℃で１時間の加熱処理を施した。
【０１５４】
　（５）電極膜形成処理
　次いで、上記加熱処理後の貫通構造体の一方の表面に電極膜を形成する処理を施した。
　すなわち、０．７ｇ／Ｌ塩化金酸水溶液を、一方の表面に塗布し、１４０℃／１分で乾
燥させ、更に５００℃／１時間で焼成処理し、金のめっき核を作製した。
　その後、無電解めっき液としてプレシャスファブＡＣＧ２０００基本液／還元液（日本
エレクトロプレイティング・エンジニヤース（株）製）を用いて、５０℃／１時間浸漬処
理し、表面との空隙のない電極膜を形成した。
【０１５５】
　（６）金属充填処理工程（電解めっき処理）
　次いで、上記電極膜を形成した面に銅電極を密着させ、該銅電極を陰極にし、白金を正
極にして電解めっき処理を施した。
　実施例１では、以下に示す組成の銅めっき液を使用し、定電流電解を施すことにより、
貫通孔に銅が充填された異方導電性部材を作製した。また、実施例２では下記に示すニッ
ケルめっき液を使用し、定電流電解を施すことにより、貫通孔にニッケルが充填された異
方導電性部材を作製した。
　ここで、定電流電解は、山本鍍金社製のめっき装置を用い、北斗電工社製の電源（ＨＺ
－３０００）を用い、めっき液中でサイクリックボルタンメトリを行って析出電位を確認
した後に、以下に示す条件で処理を施した。
【０１５６】
　＜銅めっき液組成＞
　・硫酸銅　　１００ｇ／Ｌ
　・硫酸　　５０ｇ／Ｌ
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　・塩酸　　１５ｇ／Ｌ
　・温度　　２５℃
　・電流密度　　１０Ａ／ｄｍ2

【０１５７】
　＜ニッケルめっき液組成＞
　・硫酸ニッケル　　３００ｇ／Ｌ
　・塩化ニッケル　　６０ｇ／Ｌ
　・ホウ酸　　４０ｇ／Ｌ
　・温度　　５０℃
　・電流密度　　５Ａ／ｄｍ2

【０１５８】
　（７）精密研磨処理
　次いで、作製した異方導電性部材の両面に対して、機械研磨処理を行い、厚さ１１０μ
ｍの異方導電性部材を得た。
　ここで、機械的研磨処理に用いる試料台としては、セラミック製冶具（ケメット・ジャ
パン株式会社製）を用い、試料台に貼り付ける材料としては、アルコワックス（日化精工
株式会社製）を用いた。また、研磨剤としては、ＤＰ－懸濁液Ｐ－６μｍ・３μｍ・１μ
ｍ・１／４μｍ（ストルアス製）を順に用いた。
【０１５９】
　以上のようにして作製した金属が充填された異方導電性部材の貫通孔の封孔率を測定し
た。
　具体的には、作製した異方導電性部材の両面をＦＥ－ＳＥＭで観察し、１０００個の貫
通孔の封孔の有無を観察して封孔率を算出し、両面の封孔率から平均値を求めた。結果は
、実施例１の異方導電性部材の封孔率は９２．６％、実施例２の異方導電性部材の封孔率
は９６．２％であった。
　なお、作製した異方導電性部材を厚さ方向に対してＦＩＢで切削加工し、その断面をＦ
Ｅ－ＳＥＭにより表面写真（倍率５００００倍）を撮影し、貫通孔の内部を確認したとこ
ろ、封孔された貫通孔においては、その内部が金属で完全に充填されていることが分かっ
た。
【０１６０】
　（８）絶縁性物質充填処理
　次いで、以上で作製した異方導電性部材に、後述する封孔処理を施した。封孔処理は異
方導電性部材を、８０℃の純水に１分間浸漬した後、浸漬させた状態で１１０℃の雰囲気
下で１０分間加熱することで行った。
【０１６１】
　（９）精密研磨処理
　次いで、封孔処理後の異方導電性部材の両面に対して、上記（７）精密研磨処理と同様
の機械研磨処理を施し、厚み１００μｍの異方導電性部材を得た。
【０１６２】
　上記のようにして作製した実施例１および実施例２の異方導電性部材の封孔率を、上記
と同様の方法で算出したところ、封孔率が１００％の異方導電性部材が得られた。
【０１６３】
　（１０）トリミング処理
　次いで、精密研磨処理後の構造体をリン酸溶液に浸漬し、陽極酸化皮膜を選択的に溶解
することで、導通路である金属の円柱を突出させた。
　リン酸溶液は、上記貫通化処理と同じ液を使い、処理時間を１分とした。
【０１６４】
（実施例３）
　実施例１で使用した高純度アルミニウム基板（日本軽金属社製、純度９９．９９９９質
量％、厚さ０．４ｍｍ）を、日本軽金属社製、純度９９．９９９質量％、厚さ０．５ｍｍ
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の高純度アルミニウム基板に変えたこと以外は、実施例１と同様の方法により、厚み１０
０μｍの異方導電性部材を作製した。
【０１６５】
（実施例４）
　実施例１の（２）陽極酸化処理において、マロン酸水溶液中で陽極酸化することにより
、導通路の密度を１３００万個／ｍｍ2、導通路の直径を１００ｎｍに変えたこと以外は
、実施例１と同様の方法により、厚み１００μｍの異方導電性部材を作製した。
　このときの陽極酸化条件は、０．５０ｍｏｌ／Ｌ濃度のマロン酸の電解液で、電圧１１
５Ｖ、液温度３℃の条件で、１３時間の陽極酸化処理を施し、陽極酸化皮膜厚さ１３０μ
ｍの陽極酸化皮膜を得た。
【０１６６】
（実施例５）
　実施例１の（２）陽極酸化処理において、５４時間の陽極酸化処理を施し、厚さ４３０
μｍの陽極酸化皮膜を作製した以外は、実施例１と同様の方法により、厚み４００μｍの
異方導電性部材を作製した。
【０１６７】
（実施例６）
　実施例１で行った（１）鏡面仕上げ処理（電解研磨処理）を施さないこと以外は、実施
例１と同様の方法により、厚み１００μｍの実施例６の異方導電性部材を作製した。
【０１６８】
（実施例７）
　実施例１で使用した高純度アルミニウム基板（日本軽金属社製、純度９９．９９９９質
量％、厚さ０．４ｍｍ）を、日本軽金属社製、純度９９．９９６質量％、厚さ０．５ｍｍ
の高純度アルミニウム基板に変えたこと以外は、実施例１と同様の方法により、厚み１０
０μｍの異方導電性部材を作製した。
【０１６９】
（実施例８）
　実施例３で使用した高純度アルミニウム基板（日本軽金属社製、純度９９．９９９質量
％、厚さ０．５ｍｍ）を作製する際に、連続鋳造圧延法（ＣＣ法：コンティニュアスキャ
スティング法）にして金属間化合物のサイズを小さくしたこと以外は、実施例１と同様の
方法により、厚み１００μｍの異方導電性部材を作製した。
【０１７０】
（比較例１）
　実施例１で使用した高純度アルミニウム基板（日本軽金属社製、純度９９．９９９９質
量％、厚さ０．４ｍｍ）を、住友軽金属社製、純度９９．９９質量％、厚さ０．４ｍｍの
高純度アルミニウム基板に変えたこと以外は、実施例１と同様の方法により、厚み１００
μｍの異方導電性部材を作製した。
【０１７１】
＜導通路の欠損面積率＞
　実施例１～８および比較例１で作製した異方導電性部材の表面を、ＦＥ－ＳＥＭにて観
察すると、導通路が存在しない領域は導通路が存在する領域に比べ電子密度が低いため、
導通路が存在しない領域を判別することができる。つまり、得られたＳＥＭ画像から導通
路が存在しない領域の面積率を算出することができる。倍率：２０００倍、観察領域（１
ｍｍ×１ｍｍ）のＦＥ－ＳＥＭ画像から得られた欠損面積率（％）｛（導通路が存在しな
い領域の面積／観察領域の面積）×１００｝は表１のようになった。
　なお、実用上の観点からは、欠損面積率は０．５０％以下程度であることが好ましい。
【０１７２】
＜抵抗率測定＞
　実施例１～８および比較例１で作製した異方導電性部材と予め用意したマスクとを使用
して、これらを金の無電解めっき浴(プレシャスハブＡＣＧ２０００、田中貴金属社製)中
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に浸漬させることにより、図６（Ａ）および（Ｂ）に示すように異方導電性部材１の裏表
面に金属電極部６０（厚み２０μｍ）を設けた。金属接続部の大きさは、５μｍ×５μｍ
であった。
　次に、異方導電性部材の表裏面に設けられた金属接続部を介して、日置電機株式会社の
ＲＭ３５４２を使用して、４端子法にて、異方導電性部材の厚み方向の抵抗率を算出した
。
　なお、実用上の観点からは、抵抗率が１×１０-4Ωｍ以下であることが必要である。
【０１７３】
　表１中の「金属間化合物の密度」「金属間化合物の平均円相当直径」は、使用されるア
ルミニウム基板中の金属間化合物のそれぞれの数値を意味している。「アルミニウム基板
のＲａ」は、陽極酸化処理が施されるアルミニウム基板の表面粗さを表す。
　なお、アルミニウム基板中の金属間化合物の種類としては、ＣｕＡｌ2、Ａｌ3Ｆｅなど
が挙げられる。
【０１７４】

【表１】

【０１７５】
　表１に示すように、所定の金属間化合物の密度を有するアルミニウム板を使用した実施
例１～８においては、優れた抵抗率を示し、半導体素子等の電子部品の電気的接続部材や
検査用コネクタ等として有用であることが確認された。
　一方、金属間化合物の密度が所定量以上のアルミニウム板を使用した比較例１において
は、得られた異方導電性部材の表面において導通路の欠損領域が多く生じており、結果と
して抵抗率が大きくなった。このような抵抗率では、異方導電性部材を電気的接続部材な
どに使用することが困難である。
【符号の説明】
【０１７６】
　１、２１　異方導電性部材
　２、２０　絶縁性基材
　３　導通路
　４ａ，４ｂ　突出部
　５　基材内導通部
　６　絶縁性基材の厚み
　７　導通路間の幅
　８　導通路の直径
　９　導通路の中心間距離（ピッチ）
　１２　アルミニウム基板
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　１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ　陽極酸化皮膜
　１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄ　マイクロポア
　１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄ　バリア層
　５１　貫通孔の単位格子
　５２　貫通孔
　６０　金属電極部
　１０１、１０２、１０４、１０５、１０７、１０８　貫通孔
　１０３、１０６、１０９　円
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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