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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）金属合金基体を提供し；
　ｂ）該金属合金基体をフォトレジストでコーティングし；
　ｃ）化学線でフォトレジストを露光して感光性化合物にパターンを形成し；
　ｄ）露光されたフォトレジストを現像して該金属合金基体の表面を露出させ；
　ｅ）ウィスカ形成を抑制するために、該金属合金基体の露出した表面を３．５ミクロン
～４ミクロンの深さにエッチングし；
　ｆ）該金属合金基体から、残存するフォトレジストを剥離し；
　ｇ）該金属合金基体上にスズ又はスズ合金コーティングを堆積して物品を形成すること
、を含む物品の形成方法。
【請求項２】
　該物品が配線基板、リードフレーム、半導体パッケージ、接点、チップキャパシタ又は
チップ抵抗器を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　エッチング液が過硫酸塩化合物を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　エッチング速度が０．５μｍ／分から５μｍ／分である請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ａ）金属合金基体を提供し；
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　ｂ）該金属合金基体をフォトレジストでコーティングし；
　ｃ）化学線でフォトレジストを選択的に露光してフォトレジストにパターンを形成し；
　ｄ）露光されたフォトレジストを現像して該金属合金基体の表面を露出させ；
　ｅ）ウィスカ形成を抑制するために、該金属合金基体の露出した表面を３．５ミクロン
～４ミクロンの深さにエッチングし；
　ｆ）該金属合金基体から、残存するフォトレジストを剥離し；
　ｇ）該金属基体上にサテン又は艶消し銅コーティングを堆積し；さらに
　ｈ）該サテン又は艶消し銅コーティング上にスズ又はスズ合金コーティングを堆積して
物品を形成すること、を含む物品の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウィスカ形成を阻止する改良されたスズ及びスズ合金めっき法に関する。よ
り詳細には、本発明の方法は、エッチング法及び銅金属コーティングを採用することによ
り改良されたスズ及びスズ合金めっき法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常ウィスカと呼ばれる金属フィラメントは、通常はずっと少ないが、時には１ｍｍ／
月に達することができる速度で数日から数年で変化し得る製造後の期間内にスズ、亜鉛又
はカドミウムコーティングから自発的に成長する。一般には、成長は、直径で１～２ミク
ロン（μｍ）の直線の又は折れた単一結晶の形態であり、それらの基部から成長するが、
他の形態も観察されている。
【０００３】
　その成長はコーティングの保護品質に影響を及ぼさないが、経験では、ウィスカは電子
装置における有害な短絡を充分に生じさせることができることを示している。大部分のウ
ィスカは１から２μｍだけの直径を有しているが、あるものは燃え切り前に１０ｍＡ（ミ
リアンペア）の電流を運ぶことが見出されている。報告され又は疑われる故障の事例数は
ここ数年に亘り増加している。より精通した観察により、前もってウィスカの存在が疑わ
れてはいなかったが、現実の増加の原因が導体間の接近した空間及び光沢スズコーティン
グの増大した使用である場合に、ウィスカは故障の原因と認定されている。
【０００４】
　電子装置の故障についての初期報告は主にリレーのような部品の内部欠陥に関するもの
であったが、最近生じている事例は、時々は部品からのウィスカの落下ばかりでなく回路
そのものからの成長によるプリント回路及び配線基板についてのギャップをブリッジする
ことである。このトラブルは、しばしば光沢堆積物に関連していたが、スズの化学置換コ
ーティングからの成長もまた報告されている；それらの限定された厚さは、多分それらを
脆弱なものにしている。経験では特に影響のあるものとして環境的要因を指摘しなかった
が、とはいえウィスカは保管されている場合を含み、密閉され、邪魔されることのない部
品についてよりしばしば見られる。何故なら機械的脱着によるそれらの除去の機会が少な
いからである。
【０００５】
　ウィスカ形成を蒙る斯かる電子部品の一例は、リードフレームである。集積回路のよう
なデバイスはリードフレームを通してより大きな組み立て品に機械的及び電気的に接続さ
れる。集積回路又は他のデバイスは、リードフレーム上に機械的に実装され、デバイスは
それからリードフレーム上のリードに接続される。リードフレームは、それからより大き
な組み立て品に電気的及び機械的に接続される。デバイスがリードフレームに実装された
後、デバイスは保護のためカプセル化される。デバイスをリードフレームに実装及び電気
的に相互接続し、より大きな組み立て品にリードフレームを接続するプロセスは、デバイ
ス取り付け、硬化、ワイヤボンディング、カプセル化、トリムアンドフォーミング及びは
んだのための工程を含む。これらの工程の幾つかは、金属リードフレームに機械的応力及
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び歪を蒙らせて、これらが望ましくないウィスカ形成の原因になると信じられる。例えば
、リードフレームのリードは工業規格に従い形成されるとき、形成角度は８２から９０°
及び形成半径は２５０μｍである。
【０００６】
　リードフレームは、多様な材料から形成されてきた。リードフレーム材料は、それらの
機械的強度、導電性、機械加工性、成形性、腐食抵抗性、ワイアボンディング性、はんだ
付け適性及び熱膨張性に関して選択される。金及びパラジウムは望ましい特性を有してい
るが、これらの材料の費用は、多くの用途についてそれらの使用を閉ざしている。銅及び
銅合金は、また、それらをこの用途に適した物にする多くの有益な特性を有している。合
金１５１（９９．９重量％銅／０．１重量％ジルコニウム）；合金１９４（９７．５重量
％銅／２．３５重量％鉄／０．０３重量％リン／０．１２重量％亜鉛）；及び合金７０２
５（９６．２重量％銅／３．０重量％ニッケル／０．６５重量％ケイ素／０．１５重量％
マグネシウム）を含む多くの異なる銅合金が使用され得る。しかしながら、空気中での銅
の腐食及び銅にはんだ付けされる好適な接続を形成する困難性は、コートされた銅リード
フレームを使用する必要性を生じさせる。リードフレームのコーティングは、腐食防護を
提供し、好適なはんだ付け可能な表面を提供する。リードフレーム用の別の好適な金属合
金の例は、合金４２（５８重量％鉄及び４２重量％ニッケル）等の鉄‐ニッケル合金であ
る。しかしながら、空気中のこの金属合金の腐食は、また、リードフレームとして未コー
トの合金の使用を除外する。
【０００７】
　斯かる金属リードフレーム用の好適なコーティングは、スズ又はスズ合金である。しか
しながら、リードフレーム上にめっきされたスズ又はスズ合金ウィスカを形成し得る。ウ
ィスカ形成は、リードフレームにおける応力及び歪のポイントにおいて特に顕著である。
初期の文献（Ｓ．Ｃ．ブリトン、Ｔｒａｎｓ．Ｉｎｓｔ．Ｍｅｔａｌ　Ｆｉｎｉｓｈｉｎ
ｇｓ、５２巻、９５号（１９７４年）参照）は、銅アンダーコートはスズウィスカ発生を
減少することができるが、最近の研究（ケイスウィットロー＆ジェフクロスビー、議事録
‐ＡＥＳＦ　ＳＵＲ／ＦＩＮ　Ａｎｎｕａｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｃｈｎ
ｉｃａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ、（２００２年）参照）によれば、銅アンダーコートは
ウィスカ成長を実質的に促進することができることを明確に示した、と主張している。幾
つかの場合においては、銅のアンダーコートの不存在下で低いウィスカ形成傾向を示すス
ズ又はスズ合金堆積物は、銅アンダーコートが基体に適用されるとき高集団密度の長いス
ズウィスカを迅速に産生することができる。当分野の作業者は、ウィスカ形成は大部分が
１１１（ミラーインデックス）の銅結晶方位への銅下敷き層に起因するとしている。大部
分が、とは堆積表面における銅結晶方位の６０％以上が１１１のミラーインデックスを有
することを意味する。
【０００８】
【非特許文献１】Ｓ．Ｃ．ブリトン、Ｔｒａｎｓ．Ｉｎｓｔ．Ｍｅｔａｌ　Ｆｉｎｉｓｈ
ｉｎｇｓ、５２巻、９５号（１９７４年）
【非特許文献２】ケイスウィットロー＆ジェフクロスビー、議事録‐ＡＥＳＦ　ＳＵＲ／
ＦＩＮ　Ａｎｎｕａｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｃｏｎｆｅ
ｒｅｎｃｅ、（２００２年）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、スズ又はスズ合金コートされた基体上でウィスカ形成を阻止し又は少なくとも
減少する方法の必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、銅コーティングがサテン又は艶消し仕上げを有するよう基体上に銅コーティ
ングをめっきし、そのサテン又は艶消し銅コーティング上にスズ又はスズ合金コーティン
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グをめっきすることを含むめっき方法に関する。
【００１１】
　他の態様において、本発明は銅めっき浴中において基体上にサテン又は艶消し銅コーテ
ィングをめっきし、そのめっき浴は１以上の銅塩、１以上の酸、１以上の界面活性剤及び
以上のハライドイオンを含有し；さらにサテン又は艶消し銅コーティングを有する基体を
スズ又はスズ合金コーティングでめっきすることを含むめっき方法に関する。
【００１２】
　更なる態様において、本発明は、感光性化合物を金属基体に適用し、その感光性化合物
上にイメージ様パターンを形成し、ホトレジスト化合物を現像し、その金属基体をエッチ
ングし、エッチングされた金属基体上にサテン又は艶消し銅コーティングをめっきし、及
びそのサテン又は艶消し銅コートされた基体をスズ又はスズ合金でコーティングすること
を含む、電子部品を形成する方法に関する。
【００１３】
　更なる態様において、スズ又はスズ合金コーテッド基体は、本発明のいずれかのめっき
方法の後で好適な温度においてアニールされ得る。このめっき方法に加えて、アニーリン
グステップは、また、ウィスカ形成を減少し又は除去するのを助力する。ウィスカ形成の
除去又は減少は、少なくとも銅堆積表面において大部分が２２０の結晶方位を有する銅金
属コーティングによるものと信じられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の全体を通しての使用において、明らかに別段の断りの無い限り、下記の略語は
下記の意味を有する：　℃＝摂氏度；ｇ＝グラム；Ｌ＝リットル；ｍＬ＝ミリリットル；
Ａ＝アンペア；ｄｍ＝デシメートル；μｍ＝ミクロン＝マイクロメートル；ｐｐｍ＝百万
当たりの部。
【００１５】
　用語「堆積」及び「めっき」は、本明細書全体を通して互換的に使用される。「アンダ
ープレート」及び「下敷き層」は、本明細書全体を通して互換的に使用される。本明細書
全体を通して使用される用語「下敷き層」は、基体と、スズ又はスズ合金層又は他の好適
な金属又は金属合金層との間に配置された金属層又はコーティングに関する。用語「艶消
し」は無光沢仕上げを意味する。用語「サテン」は、艶無し又は光沢仕上げでもないシー
ン（ｓｈｅｅｎ）仕上げのような抑制された光輝性の処理法ではあるが光学反射の不足し
たものを意味する。用語「光沢」は、光学反射仕上げを意味する。用語「艶消し」、「サ
テン」及び「光沢」は、金属堆積に関して当業者によく理解されている。用語「プリント
配線基板」及び「プリント回路基板」は、本明細書全体を通して互換的に使用される。断
りの無い限り、全ての量は重量パーセントであり、全ての比率は重量による。全ての数値
範囲はその両端を含み、斯かる数値範囲が足して１００％であると意図されることが論理
的であるとき以外は任意の順序において組み合わせ可能である。
【００１６】
　本発明は、銅コーティングがサテン又は艶消し外観表面又は仕上げを有するよう基体上
に銅コーティング又は下敷き層をめっきし、及びそのサテン又は艶消し銅コーティング又
は下敷き層上にスズ又はスズ合金コーティングをめっきすることを含むめっき法に関する
。本発明の方法は、任意の好適な基体上でスズまたはスズ合金コーティングで銅下敷き層
をめっきするのに使用され得る。典型的には、本発明の方法によりめっきされる基体は、
電子デバイスに使用される部品である。
【００１７】
　本発明は、スズ又はスズ合金トップコーティングを有するサテン又は艶消し銅金属アン
ダーコートに関して記載されているが、本発明の方法はウィスカ形成の欠点を有するトッ
プコート又は上部層として任意の金属又は金属合金を採用することができる。驚くべきこ
とに、基体上のサテン又は艶消し銅金属コーティング又は下敷き層は、典型的に時間が経
つとウィスカを形成する金属又は金属合金上への望ましくないウィスカ形成を阻止し又は
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少なくとも減少する。斯かるウィスカ除去又は減少は、銅堆積の表面において大部分が２
２０の結晶方位を有する銅下敷き層に起因すると信じられる。用語「大勢的に」は、銅堆
積の表面における６０％から９９％の銅結晶又は７０％から９８％のような銅結晶が２２
０のミラーインデックスを有することを意味する。斯かる結晶方位は、Ｘ線回折（ＸＲＤ
）技術及び装置を使用して決定され得る。従って、「表面」はＸ線ビームが金属堆積物を
透過することができる深さである。しかしながら、斯かる銅結晶方位は多くの銅金属堆積
物全体を通して予想され得る。
【００１８】
　ウィスカは、電気デバイスにおける電気ショート、結果的にはデバイスの不調をもたら
し得る。ウィスカ形成は、典型的にはリードフレーム等の、しかしこれらに限定されない
金属部品における応力及び歪のポイントにおいて生じる。金属部品の形状が機械的及び電
気的に電気機器の他の成分に接触するよう修正されるとき、応力又は歪のポイントは典型
的にウィスカを生じ得るスズ、スズ合金又は他の金属の金属結晶又はウィスカを形成する
ことができる。基体上にサテンから艶消しの銅下敷き層を包含することは、ウィスカ形成
を阻止し又は少なくとも減少させ、従って、電気デバイスの電気的故障の機会を減少し、
デバイスの運転寿命を増加させる。
【００１９】
　任意の好適な銅金属めっき浴は、基体上に堆積した銅金属が基体上のウィスカ形成を阻
止し又は少なくとも減少させるサテン又は艶消し表面又は仕上げを提供することを条件と
して、本発明を実施するために採用される。斯かるサテン、又は艶消し仕上げは、肉眼で
見ることができる。好適な銅金属めっき浴の例としては、酸銅浴があるが、これらに限定
されない。斯かる酸銅浴は水性であり、有機希釈剤を有することができ、又はその浴は水
性又は有機混合物であり得る。銅の供給源は、任意の銅化合物又は銅塩であることができ
、それは部分的に又は完全に希釈剤に可溶性である。浴に添加される他の成分は、ハライ
ドイオン、界面活性剤、抑制剤、キャリヤー、レベラー又はこれらの混合物を含む。銅金
属層又はコーティング上に光沢仕上げを提供するための銅金属めっき浴において使用され
る化合物は、斯かる化合物がウィスカ形成を助長することができるので本発明の銅浴から
排除される。従って、任意の化合物又は補助剤は、その化合物又は補助剤がウィスカ形成
を助長しないことを条件として本発明の銅金属めっき浴において採用される。本発明の範
囲内の補助剤は、基体上に銅金属堆積を助け又は改善する化合物、特にまたウィスカ形成
を助長しない化合物である。斯かる補助剤の例としては、抑制剤、キャリヤー、界面活性
剤、ハライドイオン又はレベラーが挙げられるが、これらに限定されない。
【００２０】
　本発明を実施するために採用され得る好適な銅化合物の例としては、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又はこれらの混合物が挙げられ
るが、これらの限定されない。好適なハロゲン化銅の例は、塩化銅ハロゲン化物である。
好適な硫酸銅の例は、硫酸銅五水和物であり、及び好適なアルカンスルホン酸銅はメタン
スルホン酸銅である。本発明に有用な銅化合物は、一般的に商業的に利用可能であり、又
は文献において公知の方法により調製され得る。銅が基体上に堆積されるとき、銅金属め
っき浴は０から８のようなｐＨ範囲、又は０から４のようなｐＨ範囲又は０から２のよう
なｐＨ範囲を有することができる。
【００２１】
　充分量の１以上の銅化合物は、浴中の銅イオンの量が一般的に０．０１ｇ／Ｌから１０
０ｇ／Ｌ又は０．１ｇ／Ｌから５０ｇ／Ｌの範囲となるよう浴に添加され得る。浴が非高
速めっきプロセスにおいて使用されるとき、浴中に存在する銅イオンの量は０．０２ｇ／
Ｌから２５ｇ／Ｌの範囲である。浴が高速めっきプロセスにおいて使用されるとき、浴中
に存在する銅イオンの量は１ｇ／Ｌから１００ｇ／Ｌ、又は２ｇ／Ｌから５０ｇ／Ｌの範
囲をとることができる。
【００２２】
　銅金属めっき浴に含まれる酸としては、望ましいｐＨ範囲を維持する任意の好適な無機
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酸、有機酸又はこれらの混合物が挙げられる。好適な有機酸の例としては、酢酸、クエン
酸又はこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。好適な無機酸の例として
は、硫酸、塩化水素酸、硝酸、リン酸又はこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定
されない。典型的には、硫酸が使用される。一般的に酸は、１００ｇ／Ｌから３５０ｇ／
Ｌの量で、又は１５０ｇ／Ｌから２５０ｇ／Ｌの範囲で採用され得る。
【００２３】
　採用され得る好適な界面活性剤の例としては、フェノキシポリエトキシエタノール、ポ
リオキシエチレンポリマー、エチレンオキシド／プロピレンオキシドコポリマー又はこれ
らの混合物等の非イオン性界面活性剤が挙げられるが、これらに限定されない。採用され
るポリオキシエチレンポリマーは、典型的には２０から１５０の繰り返し単位を有する。
斯かる界面活性剤は、また、キャリヤーまたは抑制剤として採用され得る。
【００２４】
　採用され得るポリエーテル界面活性剤の例は一般式：
Ｒ‐Ｏ‐（ＣＨ２‐ＣＨ２‐Ｏ）ｎＨを有し、ここで、Ｒは２から２０炭素原子を含有す
るアリール又はアルキル基であり、ｎは１０及び１００，０００の間の整数である。一般
的にＲは、エチレン基及びｎは１２，０００より大きい整数である。斯かるポリエーテル
の分子量は、５００，０００及びそれより大きい範囲である。界面活性剤は、銅めっき浴
について１ｇ／Ｌから１０ｇ／Ｌの量又は２ｇ／Ｌから７ｇ／Ｌの量で含まれる。
【００２５】
　界面活性剤として採用され得る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のよう
なポリオキシアルキレングリコール、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、ポリエチレンオキシド、ステアリルアルコール
ポリグリコールエーテル又はこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。斯
かる化合物は、また、キャリヤーとして採用され得る。一般に、ポリオキシアルキレング
リコール又はポリアルキレングリコールが使用され得る。斯かる化合物は、銅めっき浴に
ついて２ｇ／Ｌから１０ｇ／Ｌ、又は３ｇ／Ｌから７ｇ／Ｌの量で含まれる。
【００２６】
　好適なレベラーとしては、１‐（２‐ヒドロキシエチル）‐２‐イミダゾリジンチオン
、４‐メルカプトピリジン、２‐メルカプトチアゾリン、エチレンチオウレア、チオウレ
ア、アルキル化ポリアルキレンイミン又はこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定
されない。斯かるレベラーは、浴の０．１から３ｐｐｍの量で含まれる。
【００２７】
　ハロゲン化物イオンは、浴中において０から１００ｐｐｍの量、又は４５ｐｐｍから７
５ｐｐｍの量で含まれ得る。ハロゲン化物イオンの任意の好適な供給源は、その供給源が
浴希釈剤中において可溶性である限り採用され得る。ハロゲン化物としては、塩素、臭素
及びフッ素が挙げられる。斯かる好適な塩の例としては、ナトリウム及びカリウム塩のよ
うなアルカリ金属塩である。例としては、塩化ナトリウム及び塩化カリウム又はこれらの
混合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【００２８】
例示される酸銅電気めっき浴は、下記の組成物を含む：
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【表１】

【００２９】
　本発明の特に例示される銅金属めっき浴は、水から構成される希釈剤；基体上に金属を
堆積するための好適な量の銅イオンを提供するための１以上の銅金属塩；１以上の有機酸
、可溶性塩化物塩のようなハロゲン化物イオンの１以上の供給源、及び１以上の界面活性
剤から本質的になる。
【００３０】
　基体は、当分野で公知の任意の好適な電気めっきプロセスにより銅のアンダープレート
でめっきされ得る。めっきされる基体は陰極である。可溶性又は不溶性の陽極は電気めっ
き機器に採用され得る。パルスめっき又は直流（ＤＣ）めっき又はＤＣとパルスめっきの
組み合わせが採用され得る。電流密度及び電極表面電位はめっきされる具体的な基体に依
存して変化し得る。一般に、陽極及び陰極電流密度は、１から５０Ａ／ｄｍ２又は５から
３０Ａ／ｄｍ２の範囲をとり得る。好適な適用電流密度の選択により、銅層の結晶学的テ
クスチャーに有利に影響を及ぼすことができる。銅めっき浴は、２０℃から８０℃又は２
０℃から５０℃の温度範囲に維持され得る。　めっきは、望ましい厚さの堆積物を形成す
るのに充分な時間で、継続される。銅下敷き層の厚さは、０．１μｍから１０μｍのよう
な、又は１μｍから５μｍのような範囲をとり得る。採用され得る好適な機器の例は、バ
ーナード等のシップレーカンパニーに譲渡された米国特許第４，８９７，１６５号に開示
されている。
【００３１】
　スズ又はスズ合金コーティングは、サテン又は艶消し銅下敷き層の上に堆積する。スズ
合金は、鉛を除くスズ及び１以上の他の合金する元素を含有する任意の金属を意味し、従
って、例えば、二成分合金又は三成分合金を含む。好適な合金元素としては、ビスマス、
銅、銀、アンチモン又は亜鉛が挙げられるが、これらに限定されない。典型的には、スズ
合金としては、ビスマス、銅又は銀が挙げられる。スズ合金の例は、スズ－銅である。斯
かるスズ‐銅合金は、例えば、０．５から１０重量％の銅を含有することができ、残りが
スズである。斯かるスズ‐銅合金は、任意に少量の他の合金元素を含有する。１以上の合
金元素の濃度は、広範囲に亘り変化し得る。斯かる合金元素の範囲は、充分当業者の能力
の範囲内である。スズ及びスズ合金コーティングの厚さは、特定の用途に応じて広い範囲
に亘り変化することができる。例えば、スズ又はスズ‐合金層が銅層を有するリードフレ
ーム上に堆積されるとき、その厚さは０．５から１５μｍ又は０．５から５μｍ又は１か
ら３μｍのような範囲となることができる。
【００３２】
　スズ又はスズ合金は、電解的のような多様な手段により堆積することができる。電解堆
積は、例えば、直流（ＤＣ）、又はパルスＰＲめっき（ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ｒｅｖｅｒｓ
ｅ　ｐｌａｔｉｎｇ）を含むパルスめっきによるものであり得る。堆積技術の選択は、例
えば、特定の基体及び堆積される層に依存することができる。典型的には、スズ又はスズ
合金めっき浴は、２０℃から６０℃の又は３５℃から４５℃のような温度である。スズ及
びスズ合金電気めっき用の電流密度は、１から５０Ａ／ｄｍ２又は５から３０Ａ／ｃｍ２

等である。好適な適用電流密度の選択は、スズ又はスズ‐合金層の結晶学的テクスチャー
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に有利に影響を及ぼす。
【００３３】
　好適な電解スズ及びスズ合金めっきは、酸性又はアルカリ性であり得る。例示されるス
ズ電気めっき浴は、１以上の希釈剤溶解性スズ化合物、１以上の酸性電解質、及び任意に
１以上の補助剤を含有する。好適なスズ化合物としては、ハロゲン化スズ、硫酸スズ、メ
タンスルホン酸スズのような、アルカンスルホン酸スズ、フェニルスルホン酸スズ、フェ
ノールスルホン酸スズ、トルエンスルホン酸スズのようなアリールスルホン酸スズ、アル
カノールスルホン酸スズ又はこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。典
型的には、硫酸スズ、塩化スズ、アルカンスルホン酸スズまたはアリールスルホン酸スズ
が採用される。より典型的には、硫酸スズ又はメタンスルホン酸スズが使用される。より
典型的には、硫酸スズ又はメタンスルホン酸スズが使用される。電解質組成物中のスズ化
合物の量は、５から１５０ｇ／Ｌのような又は３０から８０ｇ／Ｌのような又は４０から
６０ｇ／Ｌのような量のスズイオンを提供するのに充分な量である。スズ化合物の混合物
は、任意に上記量で使用され得る。
【００３４】
　希釈剤可溶性である任意の酸性浴は、安定なスズ浴を製造するのに採用されることがで
き、浴組成物に悪影響を与えない限り使用され得る。好適な酸性電解質としては、メタン
スルホン酸、エタンスルホン酸、及びプロパンスルホン酸のようなアルカンスルホン酸、
硫酸、スルファミン酸、塩酸、臭化水素酸、フルオロホウ酸又はこれらの混合物が挙げら
れるが、これらに限定されない。典型的には、酸性電解質の量は、１０から４００ｇ／Ｌ
又は５０から４００ｇ／Ｌ又は１５０から３００ｇ／Ｌのような範囲である。好ましくは
、スズ化合物がハロゲン化物であれば、酸性電解質は対応する酸である。例えば、塩化ス
ズが本発明に使用されるとき、酸性電解質は、好ましくは塩酸である。
【００３５】
　スズ合金めっき浴において、１以上の合金金属化合物がスズに加えて使用される。好適
な他の金属としては、ニッケル、銅、ビスマス、亜鉛、銀、アンチモン又はインジウムが
挙げられるが、これらに限定されない。特定の好適なスズ合金は、スズ‐銅である。本発
明に有用な他の金属化合物は、可溶性形態で電解質組成物に金属を提供する任意のもので
ある。従って、金属化合物としては、ハロゲン化物、硫酸金属塩等の塩、メタンスルホン
酸金属塩等のアルカンスルホン酸金属塩、フェニルスルホン酸金属塩及びトルエンスルホ
ン酸金属塩等のアリールスルホン酸金属塩、又はアルカノールスルホン酸金属塩が挙げら
れるが、これらに限定されない。
【００３６】
　任意に、１以上の微粒化剤／安定剤がスズ又はスズ合金浴に採用され得る。好適な化合
物としては、イミド、カルボキシメチル化ポリエチレンイミンの様なイミン、アミド、ポ
リアミド、３‐エチルアミンのようなアミン、ポリアミン、ポリカルボキシレート、ポリ
オール、ジブチルチオウレアのようなチオール、アリルチオウレア、テトラメチルチオウ
レア、チオウレア、アミノチアゾール、ローダニン、及びスルホサリチル酸、ロゾール酸
、イサチン及びカルミンのようなカルボニル又はイミド官能基を含有する多環化合物及び
サッカリンのようなスルファミドが挙げられるが、これらに限定されない。斯かる化合物
は、広範な稼動条件に対し望ましいスズ結晶構造を維持する。斯かる化合物は、０．０５
から５ｇ／Ｌの量で採用され得る。
【００３７】
　任意に、還元剤、酸化防止剤、ヒドロキシ芳香族化合物のような他の微粒化剤及び他の
湿潤剤、光沢剤又はこれらの混合物のような１以上の補助剤が、スズ又はスズ合金電気め
っき浴中に使用され得る。斯かる補助剤は、例えば、めっきの効率又は品質を向上させる
上で有用である。
【００３８】
　還元剤は、スズを可溶性の、二価の状態に維持するのを助けるためにスズ又はスズ合金
浴組成物に添加され得る。好適な還元剤としては、ヒドロキノン及びレゾルシノール、カ
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テコール、又はこれらの混合物のようなヒドロキシル化芳香族化合物が挙げられるが、こ
れらに限定されない。好適な還元剤は、例えば、米国特許第４，８７１，４２９号に記載
されたものである。斯かる還元剤の量は、０．１ｇ／Ｌから５ｇ／Ｌの範囲である。
【００３９】
　スズ又はスズ合金の光沢堆積物は、光沢剤をスズ又はスズ合金浴に添加することにより
得ることができる。斯かる光沢剤は、当分野でよく知られている。好適な光沢剤としては
、ナフトアルデヒド、ベンズアルデヒド、アリルベンズアルデヒド、メトキシベンズアル
デヒド、クロロベンズアルデヒドのような芳香族アルデヒド、ベンジルアセトン、ベンジ
リジンアセトンのような芳香族アルデヒドの誘導体、アセトアルデヒド又はグルタルアル
デヒドのような脂肪族アルデヒド、及びアクリル酸、メタクリル酸又はピコリン酸等の酸
が挙げられるが、これらに限定されない。斯かる光沢剤は、０．１から３ｇ／Ｌ又は０．
５から２ｇ／Ｌの量で使用される。
【００４０】
　任意に、ヒドロキシ芳香族化合物又は他の湿潤剤は、更なる微粒化を提供するためにス
ズ及びスズ合金浴組成物に添加され得る。斯かる微粒化剤は、更に堆積物外観及び稼動電
流密度範囲を改良するために浴組成物に添加され得る。好適な他の湿潤剤としては、ポリ
エトキシル化アミンであるジェファーミンＴ‐４０３又はトライトンＲＷ、又はトライト
ンＱＳ‐１５のような硫化アルキルエトキシレート及びゼラチン又はゼラチン誘導体が挙
げられるが、これらに限定されない。斯かる有用な微粒化剤の量は当業者にとってよく知
られているが、典型的には０．０１から２０ｍＬの範囲、又は０．５から８ｍＬ又は１か
ら５ｍＬ／Ｌの範囲である。
【００４１】
　スズ及びスズ合金浴は、更に１以上の酸化アルキレン化合物を含むことができる。その
有用な１以上の酸化アルキレン化合物は、良好なはんだ付け適性、良好な満足な微粒化度
を有する艶消し又は光沢のある仕上げを有する堆積物を生じさせ、酸性浴、高速での電気
めっきで安定であり、低発泡性且つ１１０°Ｆ（約４３℃から４４℃）より上の曇り点で
あると証明された任意のものである。好適な酸化アルキレン化合物としては、エチレンオ
キシド／プロピレンオキシド（ＥＯ／ＰＯ）コポリマー、少なくとも一つの水酸基及び２
０以下の炭素原子を有する有機化合物の酸化アルキレン縮合生成物、及びオキシプロピレ
ンにポリオキシエチレングリコールを添加することにより調製される化合物である。典型
的には、ＥＯ／ＰＯコポリマーは、５００から１０，０００ダルトン又は１０００から５
０００ダルトンの範囲の平均分子量を有する。ＥＯ／ＰＯ酸化アルキレンコポリマーは、
本発明を実施するためにより典型的に採用される。１以上の酸化アルキレン化合物は、ス
ズ又はスズ合金浴中において採用される。それらは、０．１ｇ／Ｌから１５ｇ／Ｌ又は０
．５ｇ／Ｌから１０ｇ／Ｌ等の量で採用される。
【００４２】
　追加の好適な非イオン性界面活性剤又は湿潤剤としては、７までの炭素を有する１以上
のアルキル基を含有する比較的低分子量の脂肪族アルコールのエチレン（ＥＯ）誘導体又
は６までの炭素を有するアルキル基と縮合され、且つそれにより支えられる二つまでの芳
香族環を有する芳香族アルコールのエチレンオキシド誘導体が挙げられるが、これらに限
定されない。脂肪族アルコールは飽和又は不飽和であり得る。芳香族アルコールは、典型
的にはエチレンオキシドの誘導前に２０までの炭素原子を有する。斯かる脂肪族及び芳香
族アルコールは、例えば、スルフェート又はスルホネート塩基で更に置換されてもよい。
好適な湿潤剤としては、１２モルのＥＯを含有するエトキシル化ポリスチレン化フェノー
ル、５モルのＥＯを含有するエトキシル化ブタノール、１６モルのＥＯを含有するエトキ
シル化ブタノール、８モルのＥＯを含有するエトキシル化ブタノール、１２モルのＥＯを
含有するエトキシル化オクタノール、１２モルのＥＯを含有するエトキシル化オクチルフ
ェノール、エトキシル化／プロポキシル化ブタノール、１３モルのＥＯを含有するエトキ
シル化ベータ‐ナフトール、１０モルのＥＯを含有するエトキシル化ベータ‐ナフトール
、１０モルのＥＯを含有するエトキシル化ビスフェノールＡ、１３モルのＥＯを含有する
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エトキシル化ビスフェノールＡ、３０モルのＥＯを含有する硫化エトキシル化ビスフェノ
ールＡ、及び８モルのＥＯを含有するエトキシル化ビスフェノールＡが挙げられるが、こ
れらに限定されない。斯かる非イオン性界面活性剤又は湿潤剤は、０．１から２０ｇ／Ｌ
又は０．５から１０ｇ／Ｌのような量で含まれる。
【００４３】
　追加的に、スズ及びスズ合金浴は、１以上のポリアルキレングリコールを含むことがで
きる。好適なポリアルキレングリコールは、浴組成物と相溶性であり、良好なはんだ付け
適性、満足な微粒化度を有する良好な艶消し又は光沢仕上げを有する堆積物を生じさせ、
酸性電気めっき浴において安定であり、高速で電気めっきし、低発泡性であり、及び１１
０°Ｆ（約４３°から４４℃）より上の曇り点を提供する任意のものである。好適なポリ
アルキレングリコールとしては、ポリエチレングリコール及びポリプロピレングリコール
が挙げられるが、これらに限定されない。ポリエチレングリコールは、より典型的に本発
明のスズ及びスズ合金浴に採用されている。斯かるポリアルキレングリコールは、多様な
供給源から商業的に入手可能であり、更なる精製なしに使用され得る。
【００４４】
　ポリアルキレングリコールは、２００から１００，０００ダルトン、又は９００から２
０，０００ダルトンのような範囲の平均分子量を有する。ポリアルキレングリコールは、
スズ又はスズ浴について０．１から１５ｇ／Ｌ又は０．２５から１０ｇ／Ｌ又は０．５か
ら８ｇ／Ｌの量で使用される。
【００４５】
　スズ及びスズ合金浴は、また、１以上のカルボキシアルキル化ポリアルキレンイミン化
合物を含むことができる。カルボキシアルキル化ポリアルキレンイミン化合物は、１以上
のカルボキシアルキル置換基を含有するポリアルキレンイミン化合物を意味する。カルボ
キシアルキル化ポリエチレンイミン、カルボキシアルキル化ポリプロピレンイミン及びカ
ルボキシアルキル化ポリブチレンイミンを含み、これらに限られない、多岐に亘るカルボ
キシアルキル化ポリアルキレンイミン化合物が、本発明の使用に好適である。カルボキシ
メチル化ポリエチレンイミンは、より典型的に採用される。カルボキシアルキル化ポリア
ルキレンイミンは、５００ダルトンに等しいか又はそれより大きい、又は１０００ダルト
ンに等しいか又はそれより大きい又は２５００ダルトンに等しいか又はそれより大きい分
子量を有することができる。特に好適なカルボキシアルキル化ポリアルキレンイミン化合
物は、１０００から２００，０００ダルトン又は１０，０００から１５０，０００ダルト
ンのような分子量を有する。典型的には、斯かるカルボキシアルキル化ポリアルキレンイ
ミン化合物は、１０％以上のカルボキシアルキル化、又は２０％以上のカルボキシアルキ
ル化、又は３０％以上のカルボキシアルキル化、又は５０％以上のカルボキシアルキル化
、又は７５％以上のカルボキシアルキル化を有する。斯かる化合物は、ＢＡＳＦ、ドイツ
国ルドイッヒシャーフェンからトライロン（ＴＲＩＬＯＮ）の商品名で販売されるている
ように商業的に入手可能である。斯かる化合物は、０．１から１５ｇ／Ｌ又は１から１０
ｇ／Ｌのような量で採用される。
【００４６】
　カルボキシアルキル化ポリアルキレンイミン化合物は、エチレンオキシド、プロピレン
オキシド又はその両方との反応等により、更にアルコキシル化されている。好適なアルコ
キシル化カルボキシル化ポリアルキレンイミン化合物は、２０モルまでのエチレンオキシ
ド（ＥＯ）、２０モルまでのプロピレンオキシド（ＰＯ）、又は４０モルまでのＥＯとＰ
Ｏの混合物を含有するものである。斯かる化合物の例としては、次の任意のものと反応す
るカルボキシル化ポリアルキレンイミン化合物が挙げられるが、これらに限定されない：
５モルのＥＯ；８モルのＥＯ；１０モルのＥＯ；１２モルのＥＯ；３モルのＰＯ；５モル
のＰＯ；８モルのＰＯ；１０モルのＰＯ；３モルのＥＯと５モルのＰＯ；８モルのＥＯと
５モルのＰＯ；１５モルのＥＯと８モルのＰＯ；１５モルのＥＯと１２モルのＰＯ；又は
１０モルのＥＯと１０モルのＰＯ。斯かる化合物は、０．１から１５ｇ／Ｌ又は１から１
０ｇ／Ｌのような量で採用される。
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【００４７】
　任意に、酸化防止剤化合物は、例えば、二価から四価状態を生じる第一スズ酸化を最小
にし又は防止するために電解質組成物中において採用され得る。好適な酸化防止剤化合物
としては、例えば、バナジウム、ニオブ、タンタル、チタン、ジルコニウム及びタングス
テン等の元素周期律表ＩＶＢ、ＶＢ及びＶＩＢ族の元素を基礎にしたジヒドロキシベンゼ
ン及び多価化合物が挙げられる。斯かる酸化防止剤は、０から２ｇ／Ｌの量で浴中に存在
している。
【００４８】
　浴組成物に添加された任意の添加剤及び補助剤がもしあるとすれば、それらは望まれる
堆積物の結果及び種類に依存する。
【００４９】
　例示されるスズめっき浴は、２０から６０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸スズ（ＩＩ）、１
００から１７０ｇ／Ｌの遊離のメタンスルホン酸、２０から５０ｇ／Ｌの１以上の界面活
性剤、及び１以上の任意の化合物を含有することができる。
【００５０】
　他のスズめっき浴の例は、４０から８０ｇ／Ｌのメタンスルホン酸スズ（ＩＩ）、３０
から６０ｇ／Ｌの遊離のメタンスルホン酸、４０から８０ｇ／Ｌの１以上の界面活性剤及
び０．５から５ｇ／Ｌのバナジウム還元剤を含有することができる。
【００５１】
　任意に、銅下敷き層及びスズ又はスズ合金コーティングのトップコーティングを有する
基体は、アニールされ得る。アニーリング温度は、７０℃から２００℃等又は８０℃から
１５０℃等の範囲である。アニーリング時間は、１分から２時間又は５分から１時間等で
あり得る。アニーリングは、更にウィスカ形成を減少することを助力することができる。
【００５２】
　任意の好適な基体は、本発明を実施するために採用され得る。典型的には、斯かる基体
としては、電子デバイス用の部品であるが、本発明の方法は電子部品上に堆積する金属及
び金属合金に限定されない。本発明の方法によりめっきされ得る電子部品の典型的な例と
しては、リードフレーム及び他のコネクター部品が挙げられるが、これらに限定されない
。斯かる基体は、典型的には、合金１５１（９９．９重量％銅／０．１重量％ジルコニウ
ム）、合金１９４（９７．５重量％銅／２．３５重量％鉄／０．０３重量％リン／０．１
２重量％亜鉛）、合金７０２５（９６．２重量％銅／３．０重量％ニッケル／０．６５重
量％ケイ素／０．１５重量％マグネシウム）又は合金４２（５８重量％鉄／４２重量％ニ
ッケル）等の多様な種類の金属合金からなるが、これらに限定されない。
【００５３】
　別の態様においては、本発明は物品又は電子部品を製造する方法に関する。物品又は電
子部品を製造する方法はリードフレームに限定されないが、本発明のこの態様はリードフ
レームを製造することにより具現化される。
【００５４】
　好適な導電性箔、例えば、ニッケル‐鉄合金又はオーリン１９４（オーリンケミカル）
等の銅合金は、フォトレジスト組成物に浸漬され、電位源に接続され、フォトレジスト浴
は電気分解に付され、それにより箔の全表面上に均一なフォトレジストを堆積する。フォ
トレジストは、ポジ型又はネガ型であり得る。電着は、望ましい厚さを有する好適なフォ
トレジストコーティングを提供するために室温（２０℃）等の任意の好適な温度において
及び５０から８０ボルトにおいて１０から３０秒遂行され得るが、斯かる温度及び電圧範
囲は本発明の範囲を限定しない。温度及び電流の変動は修正され得るし、当業者の知識の
範囲内である。具体的な厚さは変化することができ、斯かる厚さは当業者によく知られて
いる。堆積するフォトレジスト層の厚さは、例えば、マイクロダーム（Ｍｉｃｒｏｄｅｒ
ｍ、商標、ＵＰＡテクノロジー社）等のベータ後方散乱装置の使用により、又はデクタッ
ク（Ｄｅｋｔａｋ、商標、スローンテクノロジーカンパニー）等のプロフィルメートルの
使用により測定されることができる。
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【００５５】
　望ましいパターンを有する光学器具又はマスクはフォトレジスト上に置かれ、フォトレ
ジストは化学線で露光される。フォトレジストコーティング層は、それから好適な現像液
で現像される。斯かる現像液は、当分野においてよく知られている。露光された合金箔表
面は、好適なエッチング剤で処理される。斯かるエッチング剤としては、塩化第二鉄、塩
化第二銅、過硫酸塩エッチング剤又は他の好適なエッチング剤が挙げられるが、これらに
限定されない。典型的には、採用されるエッチング剤は、０．５μｍ／分から５μｍ／分
のエッチング速度を有している。かかるエッチング速度を有するエッチング剤は過硫酸塩
エッチング剤であり得る。斯かる過硫酸塩エッチング剤は、典型的には過硫酸ナトリウム
、過硫酸カリウム、過硫酸リチウム、過硫酸アンモニウム又はこれらの混合物を含有する
。基体は、少なくとも０．５ミクロンの深さ、又は少なくとも１ミクロン等の深さ、又は
０．７５から４ミクロン又は１から３．５ミクロンの深さにエッチングされる。
【００５６】
　エッチングの後でフォトレジストパターンは、それから慣用の技術により酸性剥離剤液
で結果的にエッチングされたリードフレームから剥離される。任意の好適な剥離剤が採用
され得る。多くの剥離剤が当分野ではよく知られている。
【００５７】
　リードフレーム上の均一で、その他の点で許容可能な金属堆積物を達成するために、リ
ードフレームは本質的に全ての有機物質の痕跡、即ち現像液又は剥離剤での処理の後残存
し得るフォトレジスト又は他の物質を除去するためにアルカリ組成物で洗浄される。８か
ら１４のｐＨ範囲を有する任意の好適なアルカリ溶液が、採用され得る。
【００５８】
　上記のエッチング方法の後でリードフレームは銅アンダープレートでめっきされ、続い
て本発明の方法に従いスズ又はスズ合金がめっきされる。任意に、めっきされたリードフ
レームは上記の方法に従いアニールされ得る。
【００５９】
　本発明は、サテンから艶消し銅金属アンダーコートを有する電子デバイス基体上にスズ
又はスズ合金を堆積するのに好適である。好適な電子デバイス基体としては、プリント配
線基板、リードフレーム、半導体パッケージ、部品、コネクター、接点、チップキャパシ
タ又はチップ抵抗器が挙げられるが、これらに限定されない。本発明は、更に大部分が２
２０結晶方位を有する銅下敷き層を含む電子デバイスを提供する。斯かる銅結晶方位は、
ウィスカ形成を防止し又は減少させ、従って改良された電子デバイスを提供する。
【００６０】
　実施例は更に本発明を例示するが、本発明を制限することを意図するものではない。
【実施例】
【００６１】
実施例１
スズめっき浴の調製
　水性スズめっき浴（スズ浴１）は、メタンスルホン酸スズ（ＩＩ）としての５０ｇ／Ｌ
のスズ、１６０ｇ／Ｌの遊離メタンスルホン酸、８モルのＥＯを含むエトキシル化ベータ
‐ナフトールを２５ｇ／Ｌ、５ｇ／Ｌのエトキシル化ビスフェノールＡ、５ｇ／Ｌのカル
ボキシメチル化ポリエチレンイミン及び１ｇ／Ｌのヒドロキノンスルホン酸を混合するこ
とにより調製された。
【００６２】
　第二水性スズめっき浴（スズ浴２）は、メタンスルホン酸スズ（ＩＩ）としての５５ｇ
／Ｌのスズ、２００ｇ／Ｌの遊離メタンスルホン酸、４ｇ／Ｌのエトキシル化ビスフェノ
ールＡ、０．８ｇ／Ｌのメチルオキシランコポリマー、２０ｐｐｍのモリンモノ水和物及
び１ｇ／Ｌのヒドロキノンスルホン酸を混合することにより調製された。
【００６３】
実施例２
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　水性銅めっき浴（銅浴１）は、７５ｇ／Ｌの硫酸銅五水和物、２２０ｇ／Ｌの硫酸、５
０ｐｐｍの塩化物イオンを与える充分量の塩化ナトリウム、１ｇ／Ｌのポリエチレングリ
コール（ＭＷ＝１４０００）、０．５ｇ／Ｌのポリプロピレングリコール（ＭＷ＝４２５
）、０．６ｐｐｍのビス（ナトリウムスルホプロピル）ジスルフィド及び６ｐｐｍのナフ
タレン１，３，６‐トリススルホン酸のナトリウム塩を混合することにより調製された。
【００６４】
　水性銅めっき浴（銅浴２）は、７５ｇ／Ｌの硫酸銅五水和物、２００ｇ／Ｌの硫酸、５
０ｐｐｍの塩化物イオンを与える充分量の塩化ナトリウム、２ｇ／Ｌのマコール（Ｍａｃ
ｏｌ、商標）６６０、１ｇ／Ｌのアルデヒド／エトキシル化界面活性剤混合物及び４ｐｐ
ｍのメチルバイオレット染料を混合することにより調製された。
【００６５】
　水性銅めっき浴（銅浴３）は、７５ｇ／Ｌの硫酸銅五水和物、１８０ｇ／Ｌの硫酸、７
０ｐｐｍの塩化物イオンを与える充分量の塩化ナトリウム、０．３ｇ／Ｌのポリエチレン
グリコール（ＭＷ＝１４０００）及びテトラメチルチオカルボニックジアミドと１，２‐
オキサチオラン２，２ジオキシドとの反応性生物２５ｐｐｍを混合することにより調製さ
れた。
【００６６】
　水性銅めっき浴（銅浴４）は、１１０ｇ／Ｌの硫酸銅五水和物、２２０ｇ／Ｌの硫酸、
１００ｐｐｍの塩化物イオンを与える充分量の塩化ナトリウム、３ｇ／Ｌのポリエチレン
グリコール（ＭＷ＝１４０００）及び３ｇ／Ｌのポリオキシアルキレングリコール）を混
合することにより調製された。
【００６７】
　水性銅めっき浴（銅浴５）は、３０ｇ／Ｌのシアン化銅、５０ｇ／Ｌのシアン化カリウ
ム、２０ｇ／Ｌの炭酸カリウム、８ｇ／Ｌのグルコン酸ナトリウム、２ｇ／Ｌの硝酸ナト
リウム及び２．５ｐｐｍのセレンを与える充分量のセレノシアン化カリウムを混合するこ
とにより調製された。
【００６８】
実施例ＩＩＩ
比較試験
　真鍮（７０％銅及び３０％亜鉛）及び合金４２リードフレームは、上記の実施例２で開
示された五種類の異なるめっき浴からの５ミクロンの銅層でコートされた。各リードフレ
ームはアルカリ溶液で処理され、脱イオン水でリンスされ、それから１０％の硫酸で浸漬
され、そして脱イオン水ですすがれた。各リードフレームは、１リットル容積の銅めっき
浴の一つにおいて直流電流を使用して３Ａ／ｄｍ２の電流密度において５ミクロンの銅コ
ーティングでめっきされた。
【００６９】
　各リードフレームが銅下敷き層でめっきされた後で３ミクロンのスズ上層は、実施例１
の二つのスズめっき浴の一つからリードフレーム上にめっきされた。電流密度は、１リッ
トル容積の二つのスズ浴の一つにおいて直流電流めっきを使用して１０Ａ／ｄｍ２であっ
た。それぞれのリードフレーム試料は、めっきしたままの状態で（ａｓ‐ｐｌａｔｅｄ　
ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）で２００Ｘ拡大における光学顕微鏡で検査され、その後８週間の間
隔で再検査された。ウィスカ形成の速度は、各試料について同様の面積に亘りウィスカ又
は初期のウィスカの数を計数することにより評価された。この調査の結果は、下記の表及
び図１及び２のグラフに要約されている。
【００７０】
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【表２】

【００７１】
　最良の結果は、銅めっき浴４及び５を使用して達成された。両方の浴は、本発明の範囲
内であった。更に両浴４及び５は、大部分が２２０の銅結晶方位を有する銅下敷き層を生
成した。残りの銅めっき浴は、８週間にわたり深刻な多量のウィスカ形成を示した。斯か
る銅めっき浴は、光沢剤成分を含有し、本発明の範囲外であった。更に銅浴１～３は、大
部分が２２０の銅結晶方位を有する銅下敷き層を生成しなかった。
【００７２】
実施例４
ウィスカ成長に対するエッチング深さの影響
　オーリン１９４基体は、基体上のウィスカ成長に対するエッチングの影響を決定するた
め本発明のエッチング組成物で前処理プロセスにおいてエッチングされた。４種の試料が
試験された。各オーリン１９４基体は、最初に０．５、１．０又は３．５ミクロンの深さ
にエッチング組成物でエッチングされた。一試料は対照として作用し、エッチングされな
かった。エッチングが終了した後で、全ての基体は２０Ａ／ｄｍ２の電流密度において水
性スズ電解浴中において３ミクロンのスズ層でめっきされた。スズ堆積物は、Ｘ線回折分
析により決定されるとき高割合の臨界角を有していた。めっきの後、スズ層を有する各基
体は、周囲条件下で７ヶ月間貯蔵された。
【００７３】
　貯蔵期間の後で、各基体上の最長ウィスカの長さが測定された。結果は、下記表３に開
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【００７４】
【表３】

【００７５】
　スズめっき前の前処理工程における基体のより深いエッチングは基体上に形成されるウ
ィスカの長さを減少した。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１（ａ）】図１（ａ）は、スズ浴１でめっきされた、エッチングされた合金４２リー
ドフレームについての周囲貯蔵時間に対するウィスカ度合いのグラフを図示する。
【図１（ｂ）】図１（ｂ）は、スズ浴１でめっきされた、エッチングされた真鍮リードフ
レームについての周囲貯蔵時間に対するウィスカ度合いのグラフを図示する。
【図２（ａ）】図２は、スズ浴２でめっきされた、エッチングされた合金４２リードフレ
ームについての周囲貯蔵時間に対するウィスカ度合いのグラフを図示する。
【図２（ｂ）】図２は、スズ浴２でめっきされた、エッチングされた真鍮リードフレーム
についての周囲貯蔵時間に対するウィスカ度合いのグラフを図示する。
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