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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 （Ａ）可溶性第一スズ塩と、
（Ｂ)有機スルホン酸、カルボン酸、硫酸、塩酸、リン酸、ピロリン酸、ホウフッ化水素
酸、ケイフッ化水素酸、スルファミン酸、次亜リン酸、亜リン酸よりなる群から選ばれた
酸及びその塩の少なくとも一種と、
（Ｃ）酸化防止剤
　とを含有し、さらに水を添加し又は添加しないとともに、
　粘度１～５００Ｐａ・ｓのペースト状の形態を有するスズ補給剤であって、
　上記補給剤に対する可溶性第一スズ塩（Ａ）の２価スズイオンとしての換算含有量が１
０～４０重量％であり、
　成分（Ｃ）が次亜リン酸、亜リン酸及びこれらの塩の少なくとも一種であることを特徴
とする無電解スズ系メッキ液用のペースト状スズ補給剤。
【請求項２】
　成分（Ａ）が酸化第一スズ、硫酸第一スズ、２－ヒドロキシエタンスルホン酸第一スズ
又はメタンスルホン酸第一スズであることを特徴とする請求項１に記載の無電解スズ系メ
ッキ液用のペースト状スズ補給剤。
【請求項３】
　さらに、錯化剤を含有することを特徴とする請求項１又は２に記載の無電解スズ系メッ
キ液用のペースト状スズ補給剤。
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【請求項４】
　錯化剤がチオ尿素類であることを特徴とする請求項３に記載の無電解スズ系メッキ液用
のペースト状スズ補給剤。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項のペースト状スズ補給剤を無電解スズ又はスズ合金メッキ
液に投入して、メッキ液の増量と補給成分の飛散とを抑制可能にしたことを特徴とする無
電解スズ系メッキ液への補給方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無電解スズ系メッキ液用のペースト状スズ補給剤並びに当該ペースト補給剤を
用いた補給方法に関して、メッキ液の増量と補給成分の飛散とを共に抑制できるものを提
供する。
【背景技術】
【０００２】
 　従来、無電解スズ又はスズ合金メッキに際して、同メッキ液への第一スズ成分の補給
は、硫酸第一スズ、塩化第一スズ、ホウフッ化第一スズ、ピロリン酸第一スズ、亜スズ酸
塩などの無機系、或いは、有機スルホン酸第一スズ、脂肪族カルボン酸第一スズなどの有
機系の水溶性スズ塩を添加していた。
　また、電気メッキの分野ではあるが、例えば、特開２００９－１４９９７９号公報や特
開２０１０－２０２９４１号公報に見る通り、易溶性のある酸化第一スズのような粉末状
の形態で補給する方法もある。
【０００３】
　そこで、 無電解スズ又はスズ合金メッキ液に所定成分を補給し、或いは無電解スズ系
メッキにペースト剤を適用する先行技術を挙げると、次の通りである。
　（1）特許文献１
　ペースト状の有機スルホン酸金属塩を銅基材の上に塗布し、高温加熱雰囲気下で基材上
にスズを析出させる。
　これは、メッキ液への補給成分としてではなく、メッキ液に代えて、銅基材上に直接ス
ズ皮膜を形成するためのペースト状のメッキ剤を供給するものである。
【０００４】
　（2）特許文献２
　錯化剤としてチオアミドを含有する無電解スズ、鉛、又はスズ－鉛合金メッキ浴におい
て、メッキ浴中のチオアミドの濃度を随時分析して、その減少量に比例してメッキ液を構
成する各成分を補給するもので、液状補給を前提にしている。
【０００５】
　（3）特許文献３
　銅基材に置換スズメッキする際に、浴中のスズイオン及び銅イオンの濃度比に基づいて
その両イオンの比率を所定範囲に管理して、過剰な成分の補給などを防止するもので、や
はり液状補給を前提にしている。
【０００６】
　（4）特許文献４
　被メッキ物からメッキ浴中に溶解混入する銅により、浴中の銅濃度が所定値より増すと
析出速度が低下するため、メッキ浴の温度を４０℃以下に下げ、浴中の銅と錯化剤（例え
ば、チオ尿素）の間で化合物を生成させて除去した後、錯化剤をメッキ浴に補給すること
により、析出速度を回復させて無電解スズメッキ浴の寿命を延ばすものである（請求項１
～２、段落９）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開平５－３２０９１８号公報
【特許文献２】特開平６－２７２０４８号公報
【特許文献３】特開平５－３３９７４１号公報
【特許文献４】特開２００２－３１７２７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
 　上記特許文献１はメッキ液への補給剤ではなくメッキ剤そのものである。また、特許
文献２～３は液状の補給剤を前提したものである。
　前述したように、従来、無電解スズ又はスズ合金メッキへのスズ成分の補給は、水溶性
の有機スルホン酸第一スズ塩や硫酸第一スズなどを添加していたが、この場合、補給液の
大部分は水分であるので、補給を繰り返すと浴量が増加して、排水処理にコストと時間を
要したり、オーバーフローして薬液を無駄にするという問題があった。
　また、通常、クリーンルーム内にあるＴＡＢ、ＣＯＦのメッキ付けラインでは、室内を
清浄に保つ必要があり、酸化第一スズ、硫酸第一スズ或いはメタンスルホン酸第一スズの
ような粉末形態で補給すると、粉末がクリーンルーム内に飛散する危険があるため、これ
らの補給剤は適さない。
　さらに、酸化第一スズ、硫酸第一スズ或いはメタンスルホン酸第一スズの粉末は、経時
により酸化が進んでメッキ液への溶解性が低下するという性質があるので、空気中で長期
保管した後に補給することはできない。
【０００９】
　本発明は 無電解スズ系メッキ液にスズ成分を補給するに際して、メッキ液の過剰な増
量や補給成分の飛散の問題を解消し、スズ成分の経時安定性を確保することを技術的課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　従来のメッキ液に代えて、ペースト形態のメッキ剤を特徴とする上記特許文献１を出発
点として、本発明者らは、無電解スズ系メッキ液への第一スズ成分の補給にペースト形態
を適用することを着想した。
　即ち、ペースト剤であれば、補給を繰り返してもメッキ液の増量は抑制され、粉末が周
辺に飛散する恐れもない点、また、酸化防止剤を添加することで第一スズ成分の経時安定
性を向上できる点に鑑みて、本発明を完成した。
【００１１】
　即ち、本発明１は、（Ａ）可溶性第一スズ塩と、
（Ｂ)有機スルホン酸、カルボン酸、硫酸、塩酸、リン酸、ピロリン酸、ホウフッ化水素
酸、ケイフッ化水素酸、スルファミン酸、次亜リン酸、亜リン酸よりなる群から選ばれた
酸及びその塩の少なくとも一種と、
（Ｃ）酸化防止剤
　とを含有し、さらに水を添加し又は添加しないとともに、
　粘度１～５００Ｐａ・ｓのペースト状の形態を有するスズ補給剤であって、
　上記補給剤に対する可溶性第一スズ塩（Ａ）の２価スズイオンとしての換算含有量が１
０～４０重量％であり、
　成分（Ｃ）が次亜リン酸、亜リン酸及びこれらの塩の少なくとも一種であることを特徴
とする無電解スズ系メッキ液用のペースト状スズ補給剤である。
【００１３】
　本発明２は、上記本発明１において、成分（Ａ）が酸化第一スズ、硫酸第一スズ、２－
ヒドロキシエタンスルホン酸第一スズ又はメタンスルホン酸第一スズであることを特徴と
する無電解スズ系メッキ液用のペースト状スズ補給剤である。
【００１４】
　本発明３は、上記本発明１又は２において、さらに、錯化剤を含有することを特徴とす
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る無電解スズ系メッキ液用のペースト状スズ補給剤である。
【００１５】
　本発明４は、上記本発明３において、錯化剤がチオ尿素類であることを特徴とする無電
解スズ系メッキ液用のペースト状スズ補給剤である。
【００１６】
　本発明５は、上記本発明１～４のいずれかのペースト状スズ補給剤を無電解スズ又はス
ズ合金メッキ液に投入して、メッキ液の増量と補給成分の飛散とを抑制可能にしたことを
特徴とする無電解スズ系メッキ液への補給方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明では、第一スズ成分が減少した無電解スズ系メッキ液に、不足のスズ量を換算し
たペースト形態のスズ補給剤（以下、ペースト補給剤という）を直接投入することで、液
剤に比べて水分量を大きく減らせるため、液を補給した場合と異なりメッキ液量は増えず
、排水処理にコストや時間を要することがなく、オーバーフローで薬液を無駄に廃棄して
しまうこともない。
　また、本発明の補給剤は酸化第一スズのような粉末形態ではなくペースト形態なので、
クリーンルーム内にあるＴＡＢ、ＣＯＦのメッキ付けラインに適用しても、粉末がクリー
ンルーム内に飛散して電子部品の品質を損なうこともない。
　本発明のペースト補給剤には酸化防止剤を添加するため、第一スズ成分が第二スズに酸
化することを防止でき、経時安定性に優れ、補給剤を長期に保管しても劣化することはな
い。前述したように、酸化第一スズや硫酸第一スズなどの粉末では、経時酸化によりメッ
キ液への溶解性が低下する問題があるが、本発明のペースト補給剤では、たとえ、可溶性
第一スズ塩に酸化第一スズや硫酸第一スズなどを選択しても、ペーストという形態性と酸
化防止剤の共存により、この経時劣化の問題はなく、長期保管後でもメッキ液への溶解性
に優れる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明は、第一に、（Ａ）可溶性第一スズ塩と、（Ｂ)所定の酸及びその塩の少なくと
も一種と、（Ｃ）酸化防止剤とを含有し、さらに水を添加し又は添加しないとともに、そ
の形態が所定の粘度を有するペースト状であり、上記第一スズ塩（Ａ）が所定濃度を有し
、酸化防止剤Ｃが次亜リン酸、亜リン酸及びこれらの塩から選択された無電解スズ系メッ
キ液用のペースト補給剤であり、第二に、当該ペースト補給剤を無電解スズ又はスズ合金
メッキ液に投入する無電解スズ系メッキ液への補給方法である。
【００１９】
　本発明のペースト補給剤は、（Ａ）可溶性第一スズ塩と、（Ｂ)所定の酸及びその塩の
少なくとも一種と、（Ｃ）酸化防止剤とを必須成分として含有するとともに、水分を適量
加え、或いは加えない。
　上記可溶性第一スズ塩（Ａ）は 基本的にＳｎ2+を発生させる有機酸又は無機酸系のス
ズ塩であり、有機酸系の可溶性塩には、有機スルホン酸の第一スズ塩、スルホコハク酸の
第一スズ塩、脂肪族カルボン酸の第一スズ塩が挙げられる。
　上記有機スルホン酸は、さらに、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸などのアルカン
スルホン酸、２－ヒドロキシエタンスルホン酸、２－プロパノールスルホン酸などのアル
カノールスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ｐ－フェノールスルホン酸などの芳香族スル
ホン酸に分けられる。
　また、無機酸系の可溶性塩には、ホウフッ化第一スズ、硫酸第一スズ、酸化第一スズ、
塩化第一スズ、 ピロリン酸第一スズ、リン酸第一スズ、スルファミン酸第一スズ、亜ス
ズ酸塩など が挙げられる。
　この可溶性第一スズ塩（Ａ）には、酸化第一スズ、硫酸第一スズ、２－ヒドロキシエタ
ンスルホン酸第一スズ、メタンスルホン酸第一スズが好ましい（本発明２参照）。
　上記可溶性第一スズ塩は単用又は併用でき、ペースト補給剤に対する含有量は１５～９
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５重量％、好ましくは２５～８５重量％である。この場合、２価スズイオンとしての換算
含有量は１０～４０重量％である。
【００２０】
　ペースト補給剤を構成する酸（Ｂ）としては、一般に、 有機スルホン酸、カルボン酸
（例えば、脂肪族カルボン酸）の有機酸、或いは、硫酸、塩酸、リン酸、ピロリン酸、ホ
ウフッ化水素酸、ケイフッ化水素酸、スルファミン酸の無機酸が挙げられる。さらに、後
述の実施例７～１０に示すように、酸化防止剤である次亜リン酸、亜リン酸及びこれらの
塩は酸及びその塩としても機能するため、上記酸（Ｂ）に次亜リン酸、亜リン酸を挙げる
ことができる。
　また、有機酸又は無機酸の塩としては、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシ
ウム、アンモニウム、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミ
ン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンペンタミン、ペンタエチレ
ンテトラミン塩などが使用できる。
【００２１】
　上記有機スルホン酸は、アルカンスルホン酸、アルカノールスルホン酸、スルホコハク
酸、芳香族スルホン酸などであり、ペースト補給剤の酸として有機スルホン酸を使用する
と、メッキ液に投入する際の溶解性や排水処理の容易性などの利点がある。
　上記アルカンスルホン酸としては、化学式ＣnＨ2n+1ＳＯ3Ｈ(例えば、ｎ=１～１１)で
示されるものが使用でき、具体的には、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、１―プロ
パンスルホン酸、２―プロパンスルホン酸、１―ブタンスルホン酸、２―ブタンスルホン
酸、ペンタンスルホン酸などが挙げられる。
【００２２】
　上記アルカノールスルホン酸としては、化学式
　ＣmＨ2m+1-ＣＨ(ＯＨ)-ＣpＨ2p-ＳＯ3Ｈ(例えば、ｍ=０～６、ｐ=１～５)
　で示されるものが使用でき、具体的には、２―ヒドロキシエタン―１―スルホン酸（イ
セチオン酸）、２―ヒドロキシプロパン―１―スルホン酸(２－プロパノールスルホン酸)
、２―ヒドロキシブタン―１―スルホン酸、２―ヒドロキシペンタン―１―スルホン酸な
どの外、１―ヒドロキシプロパン―２―スルホン酸、３―ヒドロキシプロパン―１―スル
ホン酸、４―ヒドロキシブタン―１―スルホン酸、２―ヒドロキシヘキサン―１―スルホ
ン酸などが挙げられる。
【００２３】
　上記芳香族スルホン酸は、基本的にベンゼンスルホン酸、アルキルベンゼンスルホン酸
、フェノールスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、ナフ
トールスルホン酸などであり、具体的には、１－ナフタレンスルホン酸、２－ナフタレン
スルホン酸、トルエンスルホン酸、キシレンスルホン酸、ｐ－フェノールスルホン酸、ク
レゾールスルホン酸、スルホサリチル酸、ニトロベンゼンスルホン酸、スルホ安息香酸、
ジフェニルアミン－４－スルホン酸などが挙げられる。
　上記有機スルホン酸では、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、２－ヒドロキシエタ
ンスルホン酸、２－プロパノールスルホン酸などが好ましい。
　上記酸又はその塩は単用又は併用でき、ペースト補給剤に対する含有量は０.５～５０
量％、好ましくは１～４０重量％である。
【００２４】
　ペースト補給剤を構成する 酸化防止剤（Ｃ）は、次亜リン酸、亜リン酸及びこれらの
塩から選択され、これらを単用又は併用できる。特に、次亜リン酸を使用すると、ペース
ト補給剤の調製が容易で、メッキ液に速やかに溶解する。
　また、当該補給剤においては、上記酸化防止剤の他に、酸化防止機能を有する化合物と
して、アスコルビン酸、エリソルビン酸、グアヤコール、ハイドロキノン、カテコール、
レゾルシン、フロログルシン、ピロガロール、没食子酸、フェノールスルホン酸、クレゾ
ールスルホン酸、カテコールスルホン酸、ヒドロキノンスルホン酸、タイロン、ナフトー
ルスルホン酸、ジヒドロキシナフタレンスルホン酸及びこれらの塩、ヒドラジン又はその
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誘導体（塩酸ヒドラジン、フェニルヒドラジンなど）、アミンボラン類（ジメチルアミン
ボラン、ジエチルアミンボラン、トリメチルアミンボランなど）、水素化ホウ素化合物な
ども有効である。
 　上記酸化防止剤は単用又は併用でき、ペースト補給剤に対する含有量は１～４５重量
％、好ましくは２～４０重量％である。
【００２５】
 　本発明のペースト補給剤には、さらに錯化剤を含有することができる。
　錯化剤にはチオ尿素類が好ましく、素地金属の銅、銅合金に配位して錯イオンを形成し
、銅の電極電位を卑の方向に変移させて、スズとの化学置換反応を促進するために含有さ
れる。
　このチオ尿素類はチオ尿素及びその誘導体からなり、チオ尿素の誘導体には、１,３―
ジメチルチオ尿素、トリメチルチオ尿素、ジエチルチオ尿素(例えば、１,３―ジエチル―
２―チオ尿素)、Ｎ,Ｎ′―ジイソプロピルチオ尿素、アリルチオ尿素、アセチルチオ尿素
、エチレンチオ尿素、１,３―ジフェニルチオ尿素、二酸化チオ尿素、チオセミカルバジ
ドなどが挙げられる。
　当該チオ尿素類と同様の錯化作用を奏する化合物として、エチレンジアミン四酢酸(Ｅ
ＤＴＡ)、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩(ＥＤＴＡ・２Ｎａ)、ヒドロキシエチ
ルエチレンジアミン三酢酸(ＨＥＤＴＡ)、ジエチレントリアミン五酢酸(ＤＴＰＡ)、トリ
エチレンテトラミン六酢酸(ＴＴＨＡ)、エチレンジアミンテトラプロピオン酸、エチレン
ジアミンテトラメチレンリン酸、ジエチレントリアミンペンタメチレンリン酸、ニトリロ
三酢酸(ＮＴＡ)、イミノジ酢酸(ＩＤＡ)、イミノジプロピオン酸(ＩＤＰ)、アミノトリメ
チレンリン酸、アミノトリメチレンリン酸五ナトリウム塩、ベンジルアミン、２―ナフチ
ルアミン、イソブチルアミン、イソアミルアミン、メチレンジアミン、エチレンジアミン
、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ジエチ
レントリアミン、テトラエチレンペンタミン、ペンタエチレンヘキサミン、ヘキサエチレ
ンヘプタミン、シンナミルアミン、ｐ―メトキシシンナミルアミンなども有効である。
　上記錯化剤のペースト補給剤に対する含有量は１～３０重量％、好ましくは１～２０重
量％である。
【００２６】
 　上記成分（Ａ）～（Ｃ）では、前述したように、可溶性第一スズ塩（Ａ）には 酸化第
一スズ、硫酸第一スズ、２－ヒドロキシエタンスルホン酸第一スズ又はメタンスルホン酸
第一スズが好ましい（本発明２参照）。
　特に、冒述したように、酸化第一スズやメタンスルホン酸第一スズは粉末状であるが、
ペースト剤にすることで、飛散の危険をなくし、クリーンルームでの使用に適したものに
なる。
　一方、好ましい成分（Ａ）～（Ｃ）の組み合わせとしては、酸化第一スズと次亜リン酸
、酸化第一スズと次亜リン酸とメタンスルホン酸、酸化第一スズと次亜リン酸と２－ヒド
ロキシエタンスルホン酸などである。
【００２７】
 　次いで、本発明のペースト補給剤は、可溶性第一スズ塩、酸、酸化防止剤に水分を加
えて、乳鉢等で練り合わせてペースト状の補給剤を調製する。
　ペースト補給剤の作成には基本的に 水を適量加え、その割合は４５重量％以下が好ま
しい。但し、水の添加は必須ではなく、例えば、吸湿性の亜リン酸を酸化防止剤（Ｃ）と
して使用する場合、水を加える必要はない。
　ペースト補給剤のペースト形態としての性状を粘度で表すと、 １～５００Ｐａ・ｓで
あり、好ましくは１０～３００Ｐａ・ｓである。 
　調製したペースト補給剤は、さらに錠剤、ペレット、顆粒状に加工することができる。
これらの加工形態では、ペースト形態と同じく、メッキ液に投入しても液量は増えず、粉
末の飛散もないうえ、ペースト形態より取り扱い性（ハンドリング）が良くなる。
【００２８】
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　本発明５は、上記本発明１～４のペースト補給剤を無電解スズ又はスズ合金メッキ液に
投入する補給方法である。
　即ち、調製したペースト補給剤は無電解スズ又はスズ合金メッキ液に不足するスズ換算
量を直接投入して撹拌することで、メッキ液中に容易に溶解させることができる。
　これにより、メッキ液の増量と補給成分の飛散とを抑制可能にし、従来の液又は粉末形
態の補給剤の問題点を解消できる。
　ペースト補給剤を投入する無電解スズ合金メッキ液は、スズ－銀合金、スズ－ビスマス
合金、スズ－銅合金、スズ－ニッケル合金、スズ－インジウム合金、スズ－鉛合金などの
無電解メッキ液をいう。
 　尚、ペースト剤を補給するスズ系メッキ浴は酸性浴、中性浴を問わない。
【実施例】
【００２９】
　以下、本発明のペースト補給剤の実施例、調製直後並びに長期保管後に当該ペースト補
給剤を無電解メッキ液に補給した際の溶解性と補給したメッキ液から得られるメッキ皮膜
の析出性の評価試験結果を順次説明する。実施例の「％」は重量基準（重量％）である。
　尚、本発明は上記実施例などに拘束されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内
で任意の変形をなし得ることは勿論である。
【００３０】
　《無電解スズ系メッキ液へのペースト補給剤の実施例》
　下記の実施例１～１０のうち、実施例１～８は酸化防止剤として次亜リン酸を用いた例
、実施例９は同じく次亜リン酸塩を用いた例、実施例１０は亜リン酸を用いた例である。
　実施例１０は吸湿性の亜リン酸を用いたので、水を添加しなかった例であり、他の実施
例は全て適量の水を添加した。
　実施例６は可溶性第一スズ塩と酸と酸化防止剤に加えて、さらに錯化剤（チオ尿素）を
加えた例、他の実施例では錯化剤は添加しなかった。
　また、参考例１は上記酸化防止剤に代えて、酸化防止機能のある化合物としてアスコル
ビン酸を用いた例であり、参考例２は同じくハイドロキノンを用いた例である。
　一方、比較例１～２は粉末形態のスズ成分補給剤であり、比較例１は硫酸第一スズ、比
較例２は酸化第一スズの例である。
【００３１】
（1）実施例１
　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　硫酸第一スズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５％
　　次亜リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８％
　　硫酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２％
　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩（＝硫酸第一スズ）において、スズ塩全体ではなく２価スズ
イオンに換算した場合のペースト補給剤に対する含有率は２４.８％である。
　また、調製したペースト補給剤を粘度計（東機産業製のVISCOMETER TV－10；以下の実
施例も同じ）を用いて測定したところ、粘度は４０.８Ｐａ・ｓであった。
【００３２】
（2）実施例２
 　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　酸化第一スズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０％
　　次亜リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９％
　　２－ヒドロキシエタンスルホン酸　　　　　　　　　　３％
　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８％
　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩において、２価スズイオンとしての換算含有率は２６.４％
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である。
　また、ペースト補給剤の粘度は５８.３Ｐａ・ｓであった。
【００３３】
（3）実施例３
 　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　ホウフッ化第一スズ　　　　　　　　　　　　　　　６５％
　　次亜リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０％
　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩において、２価スズイオンとしての換算含有率は２６.７％
である。
　また、ペースト補給剤の粘度は３４.７Ｐａ・ｓであった。
【００３４】
（4）実施例４
 　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　酸化第一スズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０％
　　次亜リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０％
　　メタンスルホン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　１％
　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９％
　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩において、２価スズイオンとしての換算含有率は２６.４％
である。
　また、ペースト補給剤の粘度は３８.６Ｐａ・ｓであった。
【００３５】
（5）実施例５
 　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　酸化第一スズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０％
　　次亜リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０％
　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０％
　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩において、２価スズイオンとしての換算含有率は２６.４％
である。
　また、ペースト補給剤の粘度は５４.７Ｐａ・ｓであった。
【００３６】
（6）実施例６
 　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　酸化第一スズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５％
　　次亜リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８％
　　メタンスルホン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　４％
　　チオ尿素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４％
　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９％
　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩において、２価スズイオンとしての換算含有率は２２.０％
である。
【００３７】
（7）実施例７
 　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　メタンスルホン酸第一スズ　　　　　　　　　　　　８５％
　　次亜リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８％
　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７％
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　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩において、２価スズイオンとしての換算含有率は３２.３％
である。
【００３８】
（8）実施例８
 　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　フェノールスルホン酸第一スズ　　　　　　　　　　７０％
　　次亜リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５％
　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩において、２価スズイオンとしての換算含有率は１７.９％
である。
【００３９】
（9）実施例９
 　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　メタンスルホン酸第一スズ　　　　　　　　　　　　６５％
　　次亜リン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　３０％
　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩において、２価スズイオンとしての換算含有率は２４.７％
である。
【００４０】
（10）実施例１０
 　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　メタンスルホン酸第一スズ　　　　　　　　　　　　８０％
　　亜リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０％
　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩において、２価スズイオンとしての換算含有率は３０.４％
である。
【００４１】
（11）参考例１
 　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　メタンスルホン酸第一スズ　　　　　　　　　　　　７５％
　　アスコルビン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　１０％
　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５％
　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩において、２価スズイオンとしての換算含有率は２８.５％
である。
【００４２】
（12）参考例２
 　下記の組成でペースト補給剤を調製した。
 　　メタンスルホン酸第一スズ　　　　　　　　　　　　８０％
　　ハイドロキノン　　　　　　　　　　　　　　　　　１０％
　　メタンスルホン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　２％
　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８％
　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　尚、上記可溶性第一スズ塩において、２価スズイオンとしての換算含有率は３０.４％
である。
【００４３】
　（13）比較例１
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 　下記の組成で粉末状のスズ成分補給剤を調製した。
 　　硫酸第一スズ　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
【００４４】
　（14）比較例２
 　下記の組成で粉末状のスズ成分補給剤を調製した。
 　　酸化第一スズ　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
【００４５】
　２価スズ（第一スズイオン）が４価スズ（第二スズイオン）に酸化すると、酸化第二ス
ズ（４価スズ）は不溶性であるため、メッキ液に添加すると白濁してしまう。
　そこで、調製直後のペースト補給剤と、調製し長期保管した後のペースト補給剤につい
て、品質劣化の有無をメッキ液への溶解性とメッキ皮膜の析出性を中心に評価試験した。
また、冒述したように、酸化第一スズの粉末は経時酸化して溶解性が低下する性質がある
ため、比較例１～２のスズ成分補給剤についても評価した。
【００４６】
　《調製直後の 補給剤を無電解メッキ液に補給した際の溶解性と析出性の評価試験例 》
　上記実施例１～１０及び参考例１～２の各ペースト補給剤を調製し、時間を置かずに２
価スズイオンとして３ｇ／Ｌになる各量を無電解スズメッキ液、並びにスズ－銀合金メッ
キ液に添加して、メッキ液への溶解性と補給したメッキ液から得られるメッキ皮膜の析出
性を下記の基準で評価した。
　また、比較例１～２の各補給剤についても、同様の方法で評価した。
　　　［メッキ液への 溶解性］
　　○：速やかに溶解し、粉末の飛散がなく、浮遊物、白濁、沈殿は認められなかった。
　　△：溶解に時間がかかり、粉末の飛散があった。
　　×：粉末の飛散があり、浮遊物、白濁、沈殿が認められた。
 　　　［メッキ皮膜の析出 性］
　　○：異常粒子やめっきムラの発生はなかった。
　　×：異常粒子やめっきムラの発生が認められた。
【００４７】
　　　［無電解スズメッキ液の組成 ］
　メタンスルホン酸第一スズ（Ｓｎ2+として）　　　　　　　　　３０ｇ／Ｌ
　メタンスルホン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０ｇ／Ｌ
　チオ尿素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０ｇ／Ｌ
　次亜リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０ｇ／Ｌ
　ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル（EO8モル）　１０.０ｇ／Ｌ
 　　　［無電解スズ－銀合金メッキ液の組成 ］
　メタンスルホン酸第一スズ（Ｓｎ2+として）　　　　　　　　　３０ｇ／Ｌ
　メタンスルホン酸銀（Ａｇ+として）　　　　　　　　　　　　０.１ｇ／Ｌ
　メタンスルホン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０ｇ／Ｌ
　チオ尿素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２０ｇ／Ｌ
　次亜リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０ｇ／Ｌ
　ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル（EO8モル）　１０.０ｇ／Ｌ
【００４８】
　《長期保管した 補給剤の溶解性と析出性の評価試験例 》
　上記実施例１～１０及び参考例１～２の各ペースト補給剤を調製し、６カ月保管した後
、２価スズイオンとして３ｇ／Ｌになる各量を無電解スズメッキ液、並びにスズ－銀合金
メッキ液に夫々投入し、メッキ液への溶解性とメッキ皮膜の析出性を上記基準で評価した
。また、比較例１～２の各スズ成分補給剤についても、同様の方法で評価した。
【００４９】
　《評価試験の結果》
　評価試験の結果は下表の通りである。
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　　　　　　　　　　調製後すぐ　　　　　　　　６ケ月後
　　　　　　　　溶解性　　析出性　　　　　溶解性　　析出性
　　実施例１　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　実施例２　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　実施例３　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　実施例４　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　実施例５　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　実施例６　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　実施例７　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　実施例８　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　実施例９　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　実施例10　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　参考例１　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　参考例２　　　〇　　　　〇　　　　　　　〇　　　　〇
　　比較例１　　　△　　　　〇　　　　　　　×　　　　×
　　比較例２　　　△　　　　〇　　　　　　　×　　　　×
【００５０】
　上表によると、ペースト補給剤は、６ケ月後においても２価スズから４価スズへの酸化
が抑制され、スズ成分の経時安定性に優れるとともに、メッキ液への溶解性とメッキ皮膜
の析出性も共に良好であった。
　これに対して、比較例１～２の粉末は、その形態性ゆえに実施例１～１０のペースト補
給剤に調製直後の溶解性の面で劣るが、６ケ月保管後にはスズ成分の酸化が進み、メッキ
液への溶解性がさらに低下するとともに、析出するメッキ皮膜の性状にも悪影響が認めら
れた。
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