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Ⅰ-5. 利用の目的・内

容 

プリント回路配線板はポリイミド樹脂、エポキシ樹脂などの高分子材料を用いる

が、回路配線を形成するために、エッチングやめっきなどの多くの表面処理法が適

用される。一般に、高い析出速度の電気めっき法でこのような高分子表面に Cu な

どの導電性皮膜をサブm から数十m の厚みで形成するが、高分子表面は非導電性

であるために、無電解めっき法によって導電化処理する。無電解めっき反応は還元

剤の酸化反応によって金属イオンを還元して皮膜を形成するが、無電解めっきの前

処理としてキャタリストと呼ばれる触媒の吸着処理を行う。通常、還元剤の酸化反

応は水素発生を伴い、水素過電圧の低い金属を触媒として利用することで、初期の

還元剤の酸化反応を促進する。したがって、このような触媒は低水素過電圧特性が

必要となる。 

Pd、Pt、Au などの貴金属は水素電極反応の交換電流密度が大きいので水素過電圧

の低い材料として知られている。無電解めっき触媒として工業的に利用される金属

材料は主に Pd で、高分子表面への吸着性を改善するために、Pd-Sn コロイド粒子と

して用いられる。 

近年、埋蔵量の少ない希少金属の確保が国家戦略として重要な課題となっている

が、Pd もその一つである。実用材料のなかで Fe、Co、Ni、Cu は低水素過電圧特性

を有するが、貴金属に比べると劣る。しかしながら、Pd とこのような低過電圧金属

の合金がコロイド粒子として合成できれば、希少資源の使用量低減となる。回路配

線板を考慮すれば、Pd-Cu 合金系でコロイド粒子を調製できると最も好都合である。

本研究目的は、希少金属の使用量低減を図るために、無電解めっき用の Pd ナノ

粒子を有効かつ高効率に利用する技術開発である。すなわち、現在用いられている

Pd-Sn 触媒の問題点を解明すると共に、新規な Pd-Cu 触媒系が Pd-Sn 触媒で発現さ

れる問題点を解決できるかを究明する。Pd コロイド粒子のめっき触媒能を評価する

ことを目的に、TEM による超微形態、SEM による表面観察および X 線光電子分光法

などで検討する。 

Ⅰ-6.社会・経済への

波及効果の見通し 

 ホルマリン還元法による Pd-Cu 触媒法を確立することができ、Pd の使用量低減

に見通しを立てることができた。従来の Pd-Sn 触媒は多量の Sn2+をコロイド溶液に

含んでいるために、pH が零以下で安定であった。ホルマリン還元法で合成した

Pd-Cu 触媒は pH を弱酸から弱アルカリ領域の範囲で任意に調整することができ、

基板材料の選択性にマッチングできる。また、構想段階であるが、溶液 pH の特性

から、限外ろ過や逆浸透ろ過などの膜分離技術による有価物回収システムを構築で

きる可能性が示唆された。Pd-Cu 触媒の特性としてコア-シェル構造になるようで核

に Cu リッチ合金層、シェルに Pd リッチ合金層が形成する。この構造が Pd 使用量

低減のポイントになる。 

Ⅰ-7.公開延期の希望 有 （    年間）         無 
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Ⅱ.成果の概要 

Pd-Sn 触媒－Pd-Sn 触媒は自然分解するが、文献では溶存酸素が関係すること

が示されているが、実際の機構は明らかになっていなかった。STEM によって

Pd-Sn 触媒を観察すると（図 1）、2～3 nm の一次粒子であることが解った。Pd-Sn

触媒の自然分解は1)Pd-Sn触媒の一次粒子の凝集によって数十 nmの大きさを持

つ凝集体のが形成、2)凝集体の成長による沈澱、3)溶液成分に含まれる過剰のCl-

によるPd-Sn 合金の溶解の過程から構成される。Pd-Sn 触媒は安定化保護剤とし

て界面活性剤を用いず、溶液のイオン強度が高いために粒子とイオンの静電反撥

で分散している。また、この溶液の pH は強酸性（pH < 0）で、上述したように

過剰のCl-を含む。このため、溶液ではH+ + Cl- = HCl(gas)の平衡状態にあり、溶

存した HCl が揮発することが解った。Pd-Sn 触媒溶液を放置すると徐々に HCl

が揮発するに従って一次粒子の凝集が進行する結果になった。さらにPd-Sn 触媒溶液のイオン強度をほぼ一定（約

4 M ）にして pH を 0～1 に調整した場合、pH が上昇するに従って沈澱が増した。溶液の pH を調整する段階でイ

オン強度は 0.2～0.5 M 変動（計算値で）した。この実験から、Pd-Sn 触媒溶液は数～10%程度までイオン強度が変

化すると分散安定性に影響することが明らかと成り、自然分解機構を裏付ける傍証の 1 つになった。 

 一方、図 1 はPd-Sn 触媒が高分子材料表面に吸着した際に、一次粒子が数百から数千個凝集して数 10 nm 以上の

凝集体を形成することを示した。STEM 観察結

果を裏付けるために、実際に配線基板に用いら

れるポリイミト樹脂（Upilex-S、PI フィルム）

を用いて Pd-Sn 触媒の凝集体の吸着状態を

SEM 観察（Zeiss 製 Ultra 55）で確認した。触

媒を吸着させた後に、次の 3 種類の後水洗処理

をそれぞれ行った。①PIフィルムを30 oC のイ

オン交換水に0.5 min直ちに浸漬した後、多量の

イオン交換水で水洗した。②PIフィルムを30 oC

のイオン交換水に0.5 min浸漬して洗浄し、30 oC

のアクセラレータ溶液に 3 min 浸漬処理した。

続いて多量のイオン交換水で洗浄した。③PI フ

ィルムを 30 oC の後水洗溶液(PR-01 または

PR-02 でイオン強度 I はそれぞれ 3.6 M および

4.6 M)に直ちに0.5 min浸漬し、さらに多量のイ

オン交換水で洗浄した。最後に、処理したPIフ

ィルムは全て不活性ガスで乾燥した。図 2 は

Pd-Sn 触媒吸着した後の水洗方法を換えて得た

SEM像である。図2（1）はイオン交換水だけで水洗した場合で、図1に示すSTEM像との対応から、PIフィルム全

体に均一にPd-Sn触媒が吸着することが解る(矢印の暗い部分)。これに加え、粒径が約50 nmまでの粒子が凝集して

PIフィルム表面に吸着した(矢印 a)。明らかにこの像から、均一に吸着したPd-Sn触媒部位に比べて凝集した粒子は導

電性が高いことを示す。触媒吸着、イオン交換水水洗、さらに促進処理と続ける触媒活性処理の場合( 図 2（2）)、

均一に吸着したPd-Sn触媒部位は、イオン交換水水洗だけの場合に比べると、比較的輝度が高い粒径約10 nmの粒子

が増加した。また、凝集粒子は粒径が20%程度小さくなり、より導電性が増すように観察された。一方、後水洗溶液

にPR-01またはPR-02で処理した場合(図2(3),(4))、Pd-Sn触媒はPIフィルムに均一で非常に微細な粒子状態で吸着す

ることが解る。このことはPIフィルムに担持されたSiO2粒子(図中のb)が明瞭に観察されることからも裏付けられる。

Fig. 1  STEM image of Pd-Sn colloidal particles. 

Fig. 2 SEM images of catalyst adsorption obtained from various psst-rinsing processes: (1)
post-rinsing with only deionized water, (2) conventional catalyst-acceleration treatment, (3)
post-rinsing with PR-01, and (4) post-rinsing with PR-02. The only arrow shows adsorbed layer of
catalyst. The arrow (a) demonstrates coagulated particles of catalyst. The dotted circle (b) displays 
SiO2 particle. 



また、後処理溶液で処理すると、凝集粒子の発生を抑制することができた。PR-02 で後水洗した場合、PR-01 に比べ

て粒子密度が高く、より微細な粒子になった。これらの溶液で異なるのはイオン強度である。結果としてイオン強

度が Pd-Sn コロイド粒子の安定性に関係することが解った。 

 以上で述べた結果は Pd-Sn 触媒溶液の特性を検討して得た一部である。Pd-Sn 触媒が抱える問題点を明確にして

その短所を改善することを触媒設計の指針とし、新たな Pd-Cu 触媒開発に着手した。また、Pd-Sn 触媒に関する技

術内容は表面協会の第 121～123 回講演大会で口頭発表すると共に、表面技術協会誌で一部分をすでに論文(2011 年

5 月号掲載予定)として公表した。 

 

Pd-Cu 触媒－開発段階であるので詳細な内容を報告することはできないが、ここではホルマリン還元法

によってPd2+とCu2+のモル濃度比(モル%)を換えて調製したPd-Cu触媒のガラス状炭素表面への吸着状態を

XPS 測定した結果について示す。 

図 3 は Pd のモル%が異なる Pd-Cu 触媒溶液(30 oC)に GC 電極を 3 min 浸漬して Pd-Cu 触媒を吸着させ、

XPS で Cu 2p、Pd 3d および価電子帯スベクトルを測定した結果である。Pd 3d シグナルはすべての触媒溶

液から得られ、合成したすべての Pd-Cu 触媒溶液によって Pd-Cu 触媒が吸着することを示した。Pd 3d5/2

ピーク強度から判断すると、触媒の吸着量は Pd が 64.38 mmol%で最も高く、100 mmol%（Pd 単独）が最

も少ない結果になった。この最も高い吸着量の触媒溶液で Pd 濃度は 6.4 mmol/kg（680 mg/kg）で、最も低

い吸着量の触媒溶液で 8.4 mmol/kg（890 mg/kg）を含有する。Pd 3d5/2 シグナルが見えるにも関わらず、Cu 

2p3/2 は一部の溶液(例えば(c))で痕跡程度にシグナルが現れているが、ほとんど現れていないことを示して

いる。このことは Pd と Cu が均一に還元して合金化しないことを示唆する。価電子帯を見ると、Pd が 64.38 

mmol%（Cu-001）で Pd 4d のピークが現れるので、吸着した Pd が 5～10 nm の凝集体を形成することを示

唆した。予測は Pd が 64.38 mmol%の触媒溶液で無電解めっき触媒能が高いと考えられる。XPS 測定した後

に Ar イオンで約 0.4 nm だけ試料表面をスパッタすると分裂した Cu 2p ピークの状態が痕跡的に現れた。

この結果は Pd-Cu 触媒がコアシェル構造を持ち、Cu がリッチな Cu-Pd 合金が核となり、その周囲を Pd リ

ッチな合金層で保護していることを示す。 

 

 

Fig.3  XPS core spectra obtained from different Pd-Cu catalyst-solutions in which Pd-Cu particles were adsorbed on a GC electrode:
(1) Cu 2p, (2) Pd 3d, and (3) valence band. The Pd molar concentration percents correspond to (a)-(e) shown in the Figure. 


