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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ホウ素ドープダイアモンド電極からなる作用電極、並びに対向電極及び参照電極を、ポ
テンショスタットに接続してなる測定装置を用い、無電解ニッケルめっき浴より採取した
試料を所定濃度に希釈して得られた試料溶液にこれら電極を浸漬し、
まず（１）試料溶液中で、作用電極の電極電位を、試料溶液中のＮｉイオンが作用電極
上にＮｉとして析出される還元側条件に所定時間保持し、（２）次いで、試料溶液中で、
作用電極の電極電位を、析出したＮｉ表面がオキシ水酸化ニッケル（ＮｉＯＯＨ）となる
酸化側条件に所定時間保持し、（３）さらに、試料溶液中で、作用電極の電極電位を微分
パルスボルタンメトリー法に基づき、前記（２）段階における作用電極の電極電位を開始
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電位として所定電位まで電位走査することにより、電圧−電流曲線を記録してピーク電流
値を読み取り、これを予め作成しておいた検量線と対比して、めっき浴中に含まれるニッ
ケル濃度を求めることを特徴とする無電解ニッケルめっき浴の管理方法。
【請求項２】
前記作用電極を前記所定電位まで電位走査した後に、作用電極の電極電位を規定濃度の
硫酸水溶液中で酸化条件側に所定時間保持し、作用電極の洗浄を行うことを特徴とする請
求項１に記載の無電解ニッケルめっき浴の管理方法。
【請求項３】
前記（１）段階の前に、作用電極の電極電位を規定濃度の水酸化ナトリウム／硝酸アン
モニウム水溶液中で酸化条件側に所定時間保持し、作用電極の前処理を行うことを特徴と
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する請求項１又は２に記載の無電解ニッケルめっき浴の管理方法。
【請求項４】
前記ホウ素ドープダイアモンド電極はホウ素のドーズ量が1×1019〜2×1019 atoms/cm3
であることを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の無電解ニッケルめっき浴の
管理方法。
【請求項５】
前記ホウ素ドープダイアモンド電極が回転電極であることを特徴とする請求項１〜４の
いずれか１項に記載の無電解ニッケルめっき浴の管理方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、ダイアモンド電極及びこれを用いた無電解めっき浴の管理方法並びに測定装
置に関し、更に詳しくは、ニッケル無電解浴のニッケル濃度管理に適したダイアモンド電
極及びこれを用いた無電解めっき浴の管理方法等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
無電解めっき法は、金属上や各種素材上への薄膜形成法として各種の分野で広く応用さ
れており、特に無電解ニッケルめっきは最も多く研究がなされ且つ実用化されているもの
の１つである。また、近年では、例えば、半導体装置製造における導体パターン、スルー
ホール、ビア等の形成技術等としても用いられており、信頼性向上等の必要性からめっき
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品質に対する要求はますます高くなっている。
【０００３】
無電解ニッケルめっきの場合、還元剤に次亜りん酸塩を使えばニッケル−りん(Ni‑P)合
金めっきが得られ、硼素化合物を使えばニッケル−ボロン(Ni‑B)合金めっきが得られる。
還元剤に次亜りん酸塩を使ったニッケル−りん合金めっきは、機械的・電気的・物理的特
性等が優れていることや、複雑な形状の製品にもめっき皮膜を均一に被覆できること等の
特性から、種々の分野に使用されている。一方、還元剤に硼素化合物、例えばジメチルア
ミノボロン（DMAB）を使ったNi‑B合金めっきは、めっき皮膜上に酸化膜が形成さえ難いの
で、熱処理時に変色しない、はんだの濡れ性が良好、導電率がNi−P合金めっきに比べて
著しく低い等の特徴を有しているが、その一方で、めっき浴が不安定で管理が難しい、コ
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ストが高い等の理由から、主として半導体や電子部品等の特殊な用途に用いられているの
が現状である。
【０００４】
このような無電解ニッケルめっきにおいて、めっき浴中におけるニッケル濃度の管理は
極めて重要な項目である。無電解ニッケルめっきを行うと、ニッケル成分が消費されてそ
の濃度が徐々に低下していくので、ニッケル濃度を既定値に維持するためには、その消費
量に応じてニッケル成分を随時補給する必要がある。このとき、ニッケル成分以外の他の
成分は、一般的には、ニッケル成分の補給量を指標として比例的に補給されている。
【０００５】
従来、このような無電解ニッケルめっき浴中のニッケル濃度の分析方法としては、主に
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分光光度法が用いられている。例えば、めっき浴から定期的にめっき液をサンプリングし
て吸光度測定を行い、得られた吸光度値を予め作成しておいた検量線（Ｎｉ−Ｂ濃度

対

吸光度）に対照させることにより濃度測定を行っていた。
【０００６】
無電解ニッケルめっき液には各種錯化剤が配合されており、ニッケル成分はニッケル錯
イオンとして存在し、そのニッケル錯体は緑色系の波長範囲の光を強く吸収し、この波長
範囲での吸光度とニッケル濃度には良好な比例関係が存在する。この特徴を利用して上記
したような定量分析が行われていた。特定の波長範囲で測定を行うためには光を分光する
必要があるが、装置の多くは干渉フィルターで光を選択する手法を採用している。この他
に、回折格子やプリズム等を用いたモノクロメーターを使って単色光に極めて近い波長を
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得る方法も知られている。
【特許文献１】特開２００２−３２２５９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、上述した分光光度法を用いてニッケル濃度を測定する方法は、機構的に
複雑になり、比較的高価になること、また、測定に比較的長時間を要する等の問題があり
、改善が望まれていた。
【０００８】
また、上記特許文献１には、めっき液中のめっき成分の濃度を電気化学的に測定する方

10

法が提案されている。しかし、無電解ニッケルめっき液中には、金属塩、還元剤、錯化剤
及び添加剤等が含まれており、これらの影響によりニッケル濃度の定量は難しく、容易で
再現性のある測定方法が要望されていた。また、電気化学的な測定方法において、測定に
用いられる作用電極（センサー電極）は被めっき物となり、測定操作を繰り返す上で酸や
アルカリ溶液に晒されるので、酸やアルカリ等に対する耐食性が良好で、長期間安定して
再現性よく測定できる電極も必要であった。
【０００９】
本発明は、上記したような従来技術における問題点を解決するためになされたものであ
って、より安価でかつ迅速な手法によりニッケル無電解めっき浴中のニッケル濃度を定量
できる無電解ニッケルめっき浴の管理方法及び測定装置並びにこのようなめっき浴管理に
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おいて、用いられ得る長期的に安定で再現性良く測定できる作用電極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】
【００１０】
上記目的を達成するための本発明に係る電極は、無電解ニッケルめっき浴の電気化学的
なＮｉ濃度測定に作用電極として用いられる電極であって、ホウ素のドーズ量が1×1019
〜2×1019 atoms/cm3 であることを特徴とするホウ素ドープダイアモンド電極である。
【００１１】
本発明においては、さらに、回極電極であるホウ素ドープダイアモンド電極が示される
30

。
【００１２】
上記目的を達成するための本発明に係る無電解ニッケルめっき浴の管理方法は、ホウ素
ドープダイアモンド電極からなる作用電極、並びに対向電極及び参照電極を、ポテンショ
スタットに接続してなる測定装置を用い、無電解ニッケルめっき浴より採取した試料を所
定濃度に希釈して得られた試料溶液にこれら電極を浸漬し、まず（１）試料溶液中で、作
用電極の電極電位を、試料溶液中のＮｉイオンが作用電極上にＮｉとして析出される還元
側条件に所定時間保持し、（２）次いで、試料溶液中で、作用電極の電極電位を、析出し
たＮｉ表面がオキシ水酸化ニッケル（ＮｉＯＯＨ）となる酸化側条件に所定時間保持し、
（３）さらに、試料溶液中で、作用電極の電極電位を微分パルスボルタンメトリー法に基
づき、前記（２）段階における作用電極の電極電位を開始電位として所定電位まで電位走
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査することにより、電圧−電流曲線を記録してピーク電流値を読み取り、これを予め作成
しておいた検量線と対比して、めっき浴中に含まれるニッケル濃度を求めることを特徴と
するものである。
【００１３】
本発明の無電解ニッケルめっき浴の管理方法においては、前記作用電極を前記所定電位
まで電位走査した後に、作用電極の電極電位を規定濃度の硫酸水溶液中で酸化条件側に所
定時間保持し、作用電極の洗浄を行うことが望ましい。
【００１４】
本発明の無電解ニッケルめっき浴の管理方法においては、前記作用電極を前記所定電位
まで電位走査する前に、作用電極の電極電位を規定濃度の水酸化ナトリウム／硝酸アンモ
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ニウム水溶液中で酸化条件側に所定時間保持し、作用電極の前処理を行うことが望ましい
。
【００１５】
上記目的を達成するための本発明に係る無電解ニッケルめっき浴管理用の測定装置は、
無電解ニッケルめっき浴より採取した試料の希釈溶液を入れるための容器と、当該容器内
に配置される、ホウ素ドープダイアモンド電極からなる作用電極並びに対向電極及び参照
電極と、当該各電極が接続されるポテンショスタットとで少なくとも構成されることを特
徴とする無電解ニッケルめっき浴管理用の測定装置である。
【発明の効果】
【００１６】
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本発明によれば、ホウ素ドープダイアモンド電極を作用電極として用いる電気化学的手
法により、より安価で、迅速に、無電解ニッケルめっき浴中のニッケルの検量が可能とな
る。無電解ニッケルめっき浴中には、金属塩、還元剤、錯化剤及び各種添加剤等が含まれ
ることにより、電気化学的手法によるニッケル量の定量は極めて困難であることが予想さ
れるが、本発明においては、これらの影響の少ない上述したような三段階的手法を用いる
ことにより、正確性良くニッケル量の定量が可能となった。さらに、作用電極として、酸
及びアルカリ溶液中で安定性に優れるホウ素ドープダイアモンド電極は、無電解ニッケル
めっき浴のニッケル量の定量において、長期的に安定な再現性の良いセンサー電極となり
得るものであることから、無電解ニッケルめっき浴の長期にわたる安定した管理が可能と
なるものである。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
以下、本発明のホウ素ドープダイアモンド電極及びこれを用いた無電解ニッケルめっき
浴の管理方法並びに管理用の測定装置につき、具体的な実施形態に基づき詳細に説明する
。
【００１８】
（ホウ素ドープダイアモンド電極）
本発明は、無電解ニッケルめっき浴の電気化学的なＮｉ濃度測定に作用電極として用い
られる電極であって、ホウ素のドーズ量が1×1019〜2×1019 atoms/cm3であることを特徴
とするホウ素ドープダイアモンド電極である。
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【００１９】
本発明に係るホウ素ドープダイアモンド電極は、特に限定されるものではないが、マイ
クロ波プラズマＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法により作製することができる。
具体的には、真空チャンバ内に所定形状を有する単結晶シリコーン等の基材を設置し、水
素ガス、アセトン等の炭素源、さらにメタノールで溶解した酸化ホウ素をアセトンと混合
した後に水素ガスのバブリングによって、それぞれチャンバ内に導入し、マイクロ波を照
射して、これらのガスをプラズマ状にし、基材表面にボロンドープされたダイアモンド薄
膜を形成するものである。この形成条件は特に限定されるものではないが、例えば、水素
ガス流量：３００SCCM（at２２℃）、バブリング用の水素ガス流量：３．０SCCM（at２２
℃）、チャンバ内温度：５４０℃、マイクロ波照射条件：内圧７０Ｔｏｒｒ、出力１４０
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０Ｗといった条件を用いることができる。
【００２０】
図１（ａ）は、このようにマイクロ波プラズマＣＶＤ法により作製されたホウ素ドープ
ダイアモンド電極の一例における表面の電子顕微鏡写真（倍率３０００倍）及びその図面
であり、図１（ｂ）は、同表面のより拡大された電子顕微鏡写真（倍率７０００倍）及び
その図面である。図１（ｂ）に見られるように、表面には三角形や四角形に成長したダイ
アモンドの特徴的な結晶粒が存在する。
【００２１】
このようにして得られるホウ素ドープダイアモンド薄膜の膜厚は特に限定されるもので
はないが、例えば１０〜２０μｍ程度が適当である。
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【００２２】
本発明に係るホウ素ドープダイアモンド電極は、上記したように、ホウ素のドーズ量が
1×1019〜2×1019 atoms/cm3であるために導電性が付与され、例えば、四端子法で０．０
１〜１．０Ω・ｍ、より好ましくは０．０１〜０．１Ω・ｍといった抵抗率ρを示す。
【００２３】
また、このようにして得られるホウ素ドープダイアモンド電極は、（１）電位窓（水溶
液中の水が分解しない電位範囲、即ちこの溶液において電気化学測定ができる範囲）が広
い、（２）充電電流が小さい、（３）酸、アルカリ溶液中で非常に安定である、といった
特性を有するため、無電解ニッケルめっき浴中のニッケル濃度を測定する上で特に好まし
いものとなる。
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【００２４】
（無電解ニッケルめっき浴管理用の測定装置）
次に、本発明に係る無電解ニッケルめっき浴の管理方法において用いられる測定装置の
構成につき説明する。
図２は、本発明に係る無電解ニッケルめっき浴の管理方法において用いられる電気化学測
定装置の構成例を示す図面である。本発明に係る測定装置１は、無電解ニッケルめっき浴
より採取した試料の希釈溶液５を入れるための容器と、その容器内に配置される、ホウ素
ドープダイアモンド電極からなる作用電極２並びに対向電極４及び参照電極３と、それら
の各電極が接続されるポテンショスタット６とで少なくとも構成される。
【００２５】
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この電気化学測定装置においては、電気化学セルの構成としていわゆる３電極方式を用
いる。すなわち、図２に示すように、電気化学測定装置１においては、電気化学セルは、
負極であり被めっき物でもある上記ホウ素ドープダイアモンド電極からなる作用電極２と
、その作用電極２との電位差を測定するための参照電極３と、正極である対向電極４とで
構成されている。これらの各電極は試料溶液５中に浸漬されている。そして、これらの電
極は、３電極系を測定する上での公知の装置であるポテンショスタット６に電気的に接続
されている。なお、図２に示す構成例においては、ポテンショスタット６には、測定され
たデータから濃度を算出する、例えばパーソナルコンピュータ等より構成される演算部７
が接続されている。
【００２６】
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参照電極３としては、特に限定されるものではないが、例えば、飽和ＫＣｌカロメル電
極（ＳＣＥ電極）、飽和ＫＣｌ銀塩化銀電極、Ａｇ／ＡｇＣｌ電極等を用いることができ
、好ましくはＳＣＥ電極である。
【００２７】
また、対向電極４としては、特に限定されるものではないが、安定な電極材料（自身が
反応することのないような電極材料）例えば、Ｐｔ電極、Ａｕ電極、カーボン電極等を用
いることができ、好ましくはＰｔ電極である。
【００２８】
また、ポテンショスタット６は、参照電極３の電位が変わらないように（参照電極に電
流を流さないように）作用電極２の電位を制御するために使用され、参照電極３に対する
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作用電極２の電位が設定したい電位になるように、作用電極２と対向電極４との間の電流
を流すことができる。加えて、ポテンショスタット６は、作用電極２と対向電極４との間
の電流値を測定するための装置でもある。
【００２９】
測定された電流値は、以下に詳述するように、無電解ニッケルめっき浴中のめっき成分
濃度を求めるためのデータとして利用される。すなわち、測定された電流値は、ポテンシ
ョスタット１に接続された演算部６で解析されて、ニッケルめっき成分濃度の算出が行わ
れる。また、演算部６でめっき成分の不足量を計算し、そのデータを図示しない制御部に
送り、めっき成分を自動供給するようにしてもよい。
【００３０】
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また、図２に示す構成例においては、ホウ素ドープダイアモンド電極からなる作用電極
２は回転電極とされており、モータ等の適当な駆動装置８に接続され、さらにこの駆動装
置８は、回転制御装置９に電気的に接続され、所定回転数、例えば、１００〜５０００ｒ
ｐｍ、代表的には例えば３０００ｒｐｍで定速回転できるようにされている。しかしなが
ら、本発明において、ホウ素ドープダイアモンド電極からなる作用電極２は、上記したよ
うに非常に感度が良好なものであるので、必ずしもこのような回転電極の形態を有する必
要はなく、静止電極の形態としてマグネティックスターラー等の攪拌子と組み合わせて用
いることも可能である。
【００３１】
10

（無電解ニッケルめっき浴の管理方法）
本発明において、上記したような電気化学測定装置を用いて無電解ニッケルめっき浴中
のニッケル濃度を、以下に詳述するようにして測定する。
【００３２】
まず、実際に無電解ニッケルめっき浴中のニッケル濃度を測定するに先立ち、作用電極
は、前処理として、規定濃度の水酸化ナトリウム／硝酸アンモニウム水溶液中で作用電極
の電極電位を酸化条件側で所定時間保持する処理が施されることが望ましい。このような
前処理を施すことで、ニッケルがめっきされない条件で作用電極を一定状態に保つことが
できる。使用される媒体としての水酸化ナトリウム／硝酸アンモニウム水溶液の濃度とし
ては、特に限定されるものではないが、モル濃度が０．０５〜０．２Ｍ程度の水溶液、例
えば、０．１Ｍ

ＮａＯＨ／０．１Ｍ

ＮＨ４ＮＯ３水溶液を好適に用いることができる

20

。また、作用電極の電極電位は、参照電極（ＳＣＥ）基準で１．５〜２．４Ｖ程度、例え
ば＋１．５Ｖとし、この電位に３０〜７０分間、例えば３０分間保持すれば良い。
【００３３】
そして、本発明において、無電解ニッケルめっき浴中のニッケル濃度の測定は、微分パ
ルスボルタンメトリー法に基づき行われる。まず、無電解ニッケルめっき浴より採取した
試料は、測定のために、所定濃度、例えば１０００〜２０００倍、代表的には１０００倍
に希釈され、水酸化ナトリウム／硝酸アンモニウム水溶液、例えば０．１Ｍ
０．１Ｍ

ＮａＯＨ／

ＮＨ４ＮＯ３水溶液を適量添加して測定用の試料とする。例えば、回転電極の

場合は、希釈しためっき浴を０．３ｍｌ採取し、さらに水酸化ナトリウム／硝酸アンモニ
ウム水溶液を加えた計１０ｍｌの電気分解溶液を測定用試料として使用する。また、静止

30

電極の場合は、希釈しためっき液を０．２ｍｌ採取し、さらに水酸化ナトリウム／硝酸ア
ンモニウム水溶液を加えた計１０ｍｌの電気分解溶液を測定用試料として使用する。
【００３４】
このようにして調製された試料溶液を、図２に示すように測定セル中に入れ、このセル
中に各電極を浸漬した後、まず（１）試料溶液中で作用電極の電極電位を、試料溶液中の
Ｎｉイオンが電極上にＮｉとして析出される還元側条件に所定時間保持する。還元側条件
としては、参照電極（ＳＣＥ）基準で、−１．０〜−２．０Ｖ程度のマイナス電位、例え
ば−２．０Ｖとし、この電位に６０〜１２０秒間、例えば６０秒間保持する。この条件下
におくことにより、作用電極表面にニッケルがめっきされる（Ｎｉ（ＩＩ）溶液→Ｎｉ／
電極°）。

40

【００３５】
次いで、（２）試料溶液中で、作用電極の電極電位を、（１）段階において作用電極に
析出したＮｉの表面がオキシ水酸化ニッケル（ＮｉＯＯＨ）となる酸化側条件、すなわち
Ｎｉ２＋がＮｉ３＋に酸化される酸化側条件に所定時間保持する。酸化側条件としては、
参照電極（ＳＣＥ）基準で＋１．０〜＋１．５Ｖ程度のプラス電位、例えば＋１．０Ｖと
し、この電位に６０〜１２０秒間、例えば６０秒間保持する（Ｎｉ／電極→ＮｉＯＯＨ／
電極°）。このように、オキシ水酸化ニッケルとすることによって、測定感度、特に測定

の選択性を高めることができる。
【００３６】
そして、その後、（３）試料溶液中で、作用電極の電極電位を微分パルスボルタンメト
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リー法に基づき、前記（２）段階における作用電極の電極電位を開始電位として所定電位
まで電位走査し、溶出信号（ＮｉＯＯＨ／電極→Ｎｉ（ＯＨ）２／電極°）、すなわち電
圧−電流曲線を記録してピーク電流値を読み取る。ここで、微分パルスボルタンメトリー
法（ＤＰＶ：Differencial Pulse Voltammetry）は、公知のように、一定速度で増大ない
し減少する直流電圧に一定周期毎に一定パルス電圧を重畳する方法であり、Ｓ／Ｎ比が良
好となり、高い分解能のピークを得ることができる。電位走査条件としては、特に限定さ
れるものではないが、例えば、（２）段階における作用電極の電極電位＋１．０Ｖの開始
電位から、終点電位として＋０．２〜−０．２Ｖ、代表的には０Ｖまで、掃引速度５０ｍ
Ｖ／秒、パルス電圧５０ｍＶ、パルス間隔２０ｍｓといった条件にて行われる。
【００３７】

10

このようにして、ピーク電流値を読み取り、これを予め作成しておいた検量線と対比し
てめっき浴中に含まれるニッケル濃度を決定する。検量線は、測定に用いたものと同じ媒
体に、既知量のニッケルを数段階の濃度となるように加えた試料に対して、以上説明した
手順で操作してそれぞれのピーク電流値を読み取り、それぞれのニッケル濃度に対してそ
れぞれのピーク電流値からブランクのピーク電流値を差し引いた値をプロットすることに
より得られる。
【００３８】
さらに本発明の無電解ニッケルめっき浴の管理方法においては、このようにして、電位
測定に使用した作用電極を、規定濃度の硫酸水溶液中で作用電極の電極電位を酸化条件側
に所定時間保持して、作用電極の洗浄を行うことが望ましい。このような洗浄操作を行う
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理由は、後述する実施例において示すように、長期的に安定な再現性の良い測定が可能と
なることが見出されたためである。なお、洗浄操作に使用する硫酸水溶液の濃度としては
、特に限定されるものではないが、モル濃度が０．０５〜０．５Ｍ程度の水溶液、例えば
０．１Ｍ

Ｈ２ＳＯ４水溶液を好適に用いることができる。また、酸化側条件としては、

参照電極（ＳＣＥ）基準で、＋１．０〜２．４Ｖ程度のプラス電位、例えば＋１．０Ｖと
し、この電位に６０〜１２０秒間、例えば６０秒間保持する処理を例示することができる
。
【実施例】
【００３９】
以下に、実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明する。
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【００４０】
（実施例１：ホウ素ドープダイアモンド電極の作製）
マイクロ波プラズマＣＶＤ法によりホウ素ドープダイアモンド電極を作製した。マイク
ロ波プラズマＣＶＤ装置（セキテクノトロン株式会社製、商品名：ASTeX2115）の真空チ
ャンバ内に回転ディスク状の単結晶シリコーン基材を設置し、ここに水素ガス、アセトン
等の炭素源、さらにメタノールで溶解した酸化ホウ素をアセトンと混合して水素ガスのバ
ブリングによって、それぞれチャンバ内に導入し、例えば水素ガス流量：３００SCCM（at
２２℃）、バブリング用の水素ガス流量：３．０SCCM（at２２℃）、チャンバ内温度：５
４０℃、マイクロ波照射条件：内圧７０Ｔｏｒｒ、出力１４００Ｗにて反応を起こし、基
材表面に厚さ２０μｍのホウ素ドープダイアモンド薄膜を形成した。図１（ａ）は、この

40

ようにマイクロ波プラズマＣＶＤ法により作製されたホウ素ドープダイアモンド電極の一
例における表面の電子顕微鏡写真（倍率３０００倍）及びその図面であり、図１（ｂ）は
、同表面のより拡大された電子顕微鏡写真（倍率７０００倍）及びその図面である。
【００４１】
得られたホウ素ドープダイアモンド回転電極は、ホウ素のドーズ量が1×1019〜2×1019
atoms/cm3であり、例えば、四端子法で測定した結果、０．５Ω・ｍの抵抗率を示した。
【００４２】
また、基材として、回転ディスク状ではない矩形の単結晶シリコーンを用い同様の条件
にて処理を行って、静止電極も併せて作製した。
【００４３】
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（実施例２：検量線作成）
実施例１において作製されたホウ素ドープダイアモンド電極を作用電極として用い、図
２に示すような電気化学測定装置を構成した。
【００４４】
作用電極の前処理；測定に先立ち、ホウ素ドープダイアモンド電極を、０．１Ｍ
ＯＨ／０．１Ｍ

Ｎａ

ＮＨ４ＮＯ３水溶液中で、参照電極（ＳＣＥ）基準で＋１．５Ｖの電位

で３０分間保持して、前処理を行った。
【００４５】
測定；（１）種々の既知濃度のＮｉを含む０．１Ｍ

ＮａＯＨ／０．１Ｍ

ＮＨ４ＮＯ

３水溶液中で、ホウ素ドープダイアモンド電極を参照電極（ＳＣＥ）基準で−２．０Ｖで
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６０秒間保持した。次いで、（２）上記既知濃度のＮｉを含む溶液中で、作用電極の電極
電位を、参照電極（ＳＣＥ）基準で＋１．０Ｖとし、この電位に６０秒間保持した。その
後、（３）上記既知濃度のＮｉを含む溶液中で、作用電極の電極電位を参照電極（ＳＣＥ
）基準で＋１．０Ｖから０Ｖまで、掃引速度５０ｍＶ／秒、パルス電圧５０ｍＶ、パルス
間隔２０ｍｓで電位走査し、電圧−電流曲線を記録し、ピーク電流値を読み取り、溶液の
Ｎｉ既知濃度により検量線を作成した。
【００４６】
図３は、記録された電圧−電流曲線であり、また図４は、得られた検量線を示すもので
ある。なお、図３及び図４中において、（ａ）図は、ホウ素ドープダイアモンド電極とし
て回転電極を用いた場合のデータを示すものであり、（ｂ）図は、静止電極とし溶液の攪
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拌を行った場合のデータを示すものである。図４に示すように、いずれの場合においても
、直線性の検量線が得られた。
【００４７】
作用電極の洗浄；ホウ素ドープダイアモンド電極は、各試料溶液の測定後に、０．１Ｍ
Ｈ２ＳＯ４水溶液中に、参照電極（ＳＣＥ）基準で、＋１．０Ｖで、６０秒間保持され
、洗浄処理が施された。
【００４８】
（実施例３：試料測定）
実施例１において作製されたホウ素ドープダイアモンド電極を作用電極として用い、図
30

２に示すような電気化学測定装置を構成した。
【００４９】
作用電極の前処理；測定に先立ち、ホウ素ドープダイアモンド電極を、０．１Ｍ
ＯＨ／０．１Ｍ

Ｎａ

ＮＨ４ＮＯ３水溶液中で、参照電極（ＳＣＥ）基準で、＋１．５Ｖの電

位で３０分間保持して、前処理を行った。
【００５０】
試料溶液；ニッケルめっきを行っている、０．１Ｍ

ＮｉＳＯ４を含むＮｉ−Ｂ無電解

浴から試料を採取し、これを純水にて１０００倍に希釈し、０．１Ｍ
Ｍ

ＮａＯＨ／０．１

ＮＨ４ＮＯ３水溶液中に適当に添加して試料溶液とした。

【００５１】
測定；（１）試料溶液中で、ホウ素ドープダイアモンド電極を参照電極（ＳＣＥ）基準
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で、−２．０Ｖで６０秒間保持した。次いで、（２）上記試料溶液中で、作用電極の電極
電位を、参照電極（ＳＣＥ）基準で＋１．０Ｖとし、この電位に６０秒間保持した。その
後、（３）試料溶液中で、作用電極の電極電位を参照電極（ＳＣＥ）基準で＋１．０Ｖか
ら０Ｖまで、掃引速度５０ｍＶ／秒、パルス電圧５０ｍＶ、パルス間隔２０ｍｓで電位走
査し、電圧−電流曲線を記録し、ピーク電流値を読み取った。
【００５２】
試料溶液に関し、得られた電圧−電流曲線を図３（ａ）、（ｂ）中に太線にて示す。な
お、図４（ａ）に示す検量線から、ホウ素ドープダイアモンド電極として回転電極を用い
た場合における試料溶液のＮｉ濃度は、０．１０μＭと判断され、図４（ｂ）に示す検量
線から、ホウ素ドープダイアモンド電極を静止電極とし且つ溶液の攪拌を行った場合にお
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ける試料溶液のＮｉ濃度は、０．０９８μＭと判断された。なお、その試料溶液のＮｉ濃
度をＩＣＰ（高周波誘導結合プラズマ分光分析法）測定した結果は、０．０９９μＭであ
った。
【００５３】
作用電極の洗浄；ホウ素ドープダイアモンド電極は、各試料溶液の測定後に、０．１Ｍ
Ｈ２ＳＯ４水溶液中に、参照電極（ＳＣＥ）基準で、＋１．０Ｖで、６０秒間保持され
、洗浄処理が施された。
【００５４】
（実施例４：不純物の影響）
試料中における不純物の影響を調べるため、過剰な量のＰｂを添加した試料溶液を準備

10

して、Ｎｉ濃度の測定を行った。試料溶液として、いずれも、５．１８μＭのＮｉ２＋を
含むが、Ｎｉイオンとのモル比（Ｐｂ２＋：Ｎｉ２＋）で、１：１、４：１、８：１の割
合でさらにＰｂを含有する０．１Ｍ

ＮａＯＨ／０．１Ｍ

ＮＨ４ＮＯ３水溶液を試料と

して準備し、実施例３に示したと同様の手順でＮｉ濃度を測定して、Ｐｂを含まない比較
対照溶液の電圧−電流曲線と対比した。
【００５５】
得られた結果を図５に示す。図５に示すように、過剰な不純物を含んでいても、Ｎｉ濃
度測定特性にあまり変化は見られず、本発明に係る測定方法がニッケル浴中の不純物等の
影響を受け難いものであることが示された。
20

【００５６】
（実施例５：洗浄処理による電極の安定性）
洗浄処理による電極の安定性を調べるために、（１）新規なホウ素ドープダイアモンド
電極、（２）別の試料溶液の測定後に、０．１Ｍ

Ｈ２ＳＯ４水溶液中に、参照電極（Ｓ

ＣＥ）基準で、＋１．０Ｖで、６０秒間保持され、硫酸洗浄処理を施されて、１日経過し
たホウ素ドープダイアモンド電極、及び（３）別の試料溶液の測定後に、０．１Ｍ
ＯＨ／０．１Ｍ

Ｎａ

ＮＨ４ＮＯ３水溶液中に、参照電極（ＳＣＥ）基準で、＋１．０Ｖで、

６０秒間保持され、アルカリ洗浄処理を施されたホウ素ドープダイアモンド電極を用意し
、実施例３に示したと同様の手順で、ＤＰＶ法により、既知濃度５．１８μMのＮiを含む
０．１Ｍ

ＮａＯＨ／０．１Ｍ

ＮＨ４ＮＯ３水溶液のＮi濃度測定を行い、各電極で、

得られた電圧−電流曲線を比較した。
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【００５７】
その結果を図６に示す。図６に示すように、（２）の硫酸洗浄処理を施した電極（図中
、「Aft. 1D」）は、（１）の新規な電極（図中、「Original」）とほぼ同様の特性を示
し、ホウ素ドープダイアモンド電極に硫酸洗浄処理を施すことで、再現性良く繰り返し測
定を行い得ることが示された。なお、（３）のアルカリ洗浄処理を施した電極（図中、「
Clean in blank」）においては、プラス電位が高いところでは、新規な電極とは異なる測
定値を示した。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】（ａ）は、実施例においてマイクロ波プラズマＣＶＤ法により作製されたホウ素
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ドープダイアモンド電極の一例の表面の電子顕微鏡写真（倍率３０００倍）及びその図面
であり、（ｂ）は、同表面のより拡大された電子顕微鏡写真（倍率７０００倍）及びその
図面である。
【図２】本発明に係る無電解ニッケルめっき浴の管理方法において用いられる電気化学測
定装置の構成例を示す模式図である。
【図３】実施例において各種濃度のＮｉを含む試料溶液を、本発明に係るホウ素ドープダ
イアモンド電極を用いたＤＰＶ法により測定した結果得られた電圧−電流曲線を示すチャ
ートであり、（ａ）は回転電極による測定値で、（ｂ）は静止電極による測定値である。
【図４】実施例において得られたＮｉ濃度とピーク電流値との検量線を示すチャートであ
り、（ａ）は回転電極に関するもので、（ｂ）は静止電極に関するものである。
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【図５】実施例で得られた、種々の濃度のＰｂを不純物としてＮｉと共に含む試料溶液を
、本発明に係るホウ素ドープダイアモンド電極を用いたＤＰＶ法により測定した結果得ら
れた電圧−電流曲線を示すチャートである。
【図６】ホウ素ドープダイアモンド電極の洗浄処理の影響を調べる上で、実施例において
得られた、ＤＰＶ法により測定した電圧−電流曲線を示すチャートである。
【符号の説明】
【００５９】
１

電気化学測定装置

２

作用電極

３

参照電極

４

対向電極

５

試料溶液

６

ポテンショスタット

７

演算装置

８

駆動装置

９

回転制御装置

【図１】
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【図３】

【図２】

【図４】
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【図６】
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