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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属微粒子分散体を含有する塗膜に過熱水蒸気による加熱処理を施す工程を含む、金属
薄膜の製造方法。
【請求項２】
　前記金属微粒子分散体が還元剤を含有する金属微粒子分散体である請求項１に記載の金
属薄膜の製造方法。
【請求項３】
　前記過熱水蒸気がアルコール化合物を含有する過熱水蒸気である請求項１に記載の金属
薄膜の製造方法。
【請求項４】
　前記塗膜が金属微粒子分散体を絶縁性基板に塗布または印刷したものである請求項１に
記載の金属薄膜の製造方法。
【請求項５】
　前記金属微粒子の平均粒径が０．５μｍ以下である請求項１に記載の金属薄膜の製造方
法。
【請求項６】
　前記金属微粒子が、銅、銀またはそれらの酸化物、のいずれかひとつ以上からなる請求
項１に記載の金属薄膜の製造方法。
【請求項７】
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　請求項１～６いずれかの製造方法で製造された金属薄膜。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属微粒子分散体から導電性に優れる低体積抵抗率の金属薄膜を製造する方
法およびこの方法により製造された金属薄膜に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　導電回路の形成のために導電粒子を用いた導電性ペーストがスクリーン印刷やディスペ
ンサーで用いられている。使用する導電粒子としては粒径が数μｍ以上のフレーク状金属
粉等が用いられ、回路の厚みを１０μｍ以上にして導電性を確保している。導電回路は近
年、急速に高密度化が進んでいる。より高密度な回路の形成を可能にするため、より微細
な金属微粒子の開発がなされている。
【０００３】
　微粒子の製造方法は、生成される相によって、固相法、気相法、液相法に分類される。
固相法の粉砕によるプロセスでは粒径は０．１μｍ程度が限界である。ナノ粒子と呼ばれ
る粒径が数十ｎｍ以下の粒子の製造では、ビルドアッププロセスである気相法と液相法が
適している。気相法の例としては、高温蒸気の冷却による物理的凝縮法および気相化学反
応による粒子生成法が挙げられる。特許文献１には、気相法により粒径数ｎｍ～数十ｎｍ
の金属微粒子が得られたことが開示されている。
【０００４】
　一方、液相法は一般的に気相法に比べ安価に製造できることだけではなく、粒子の構成
成分が単一の場合だけでなく、多成分系にも適応できること、製造工程を多様化できるこ
と、粒径の制御が比較的容易であること、粒子の表面修飾が簡単に行えること等の利点を
有し、種々の方法が検討されている。液相法には、共沈法、ゾル－ゲル法、ゲル－ゾル法
、逆ミセル法、ホットソープ法、噴霧熱分解法などが提案されている。金属微粒子につい
ても保護ポリマーの存在下で金属塩を溶液中で還元する方法によりコロイド状態で合成さ
れている。特許文献２には液相法により２０～４１ｎｍの銅微粒子が得られたことが開示
されている。特許文献３には液相法により粒径２０ｎｍの酸化第一銅微粒子が得られたこ
とが開示されている。特許文献４には、金属化合物から液相中でポリオールを還元剤とし
て金属微粒子を製造する方法が開示されている。
【０００５】
　金属微粒子の粒径を低減することによって、金属微粒子間の焼成温度を大幅に下げるこ
とができることが知られている。例えば、特許文献１には、粒径１００ｎｍ以下の金属微
粒子を分散した分散体を用いて金属ペーストを調製し、金属ペースト塗膜を焼結して金属
薄膜を形成する方法が開示されており、この方法により電気回路や配線を形成できる。ま
た特許文献２、３においても、銅ペースト塗膜に窒素雰囲気下で３００℃または３５０℃
で１時間の加熱処理を行うことによって導電性に優れる薄膜が得られたことが開示されて
いる。しかし、ナノ粒子に代表される微粒子は、表面積が非常に大きいため、極めて凝集
し易く分散困難であり、実用上は分散体の保存安定性の確保が非常に重要であり、特許文
献１～３に開示されている導電ペーストにおいてはこの点がいまだ不十分である。また、
ナノ粒子に代表される微粒子は、表面活性が高くなり表面に酸化物被膜が形成されやすく
なる点も問題である。
【０００６】
　金属微粒子の分散性は、バインダー樹脂や分散剤を金属微粒子に吸着させることによっ
て改善することができ、微粒子の凝集を防止して保存安定性を高め、分散体の流動性を確
保するとの効果が期待できる。しかしながら、金属微粒子が微細化するほど、多量のバイ
ンダー樹脂や分散剤が必要になり、バインダー樹脂や分散剤が金属微粒子相互の接触を妨
げ、導電性の向上を阻害する傾向となる。このような場合、バインダー樹脂や分散剤を昇
華あるいは分解蒸発等により除く操作が必要になることがある。また、焼成によりフィル
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ムやガラス等の基材との接着性が悪化することが起こりやすい。
【０００７】
　金属微粒子表面の酸化物被膜が形成されると、導電性の低下や焼成に必要な温度の上昇
が生じ、有機物等の比較的耐熱性の低い基板上に体積抵抗率の低い金属薄膜を形成するこ
とが困難である。特に銅微粒子では酸化による弊害が起こりやすく、空気中、１５０℃以
上の温度では短時間で微粒子表面に酸化物被膜が形成され、また１５０℃未満の温度にお
いても速度こそ遅いもののやはり酸化物被膜が形成され、導電性の低下を起こす。このた
め、銅微粒子の表面には通常酸化物被膜が形成されており、低体積抵抗率の金属薄膜を得
るには高温かつ長時間の不活性ガス雰囲気下での加熱処理が必要であり、樹脂フィルム等
を基板とした金属薄膜を得ることは困難であるとの問題があった。またセラミックス等の
耐熱性に優れる基板を用いる場合であっても、生産性が悪くかつエネルギー消費が大きく
、問題であった。
【０００８】
　金属微粒子表面の酸化物被膜の影響を避ける方策として、特許文献５では、エチレング
リコールを含有する酸化第二銅分散体を用いて２５０℃の水素ガスにより、導電性に優れ
る銅薄膜を得ている。しかしながら、爆発性の高い水素ガス中での高温処理は生産性の高
い方法とは言いがたい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第２５６１５３７号公報
【特許文献２】特開２００８－３１４９１号公報
【特許文献３】特開２００６－２２８８７９号公報
【特許文献４】特公平４－２４４０２号公報
【特許文献５】国際公開第２００３／０５１５６２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の課題は、金属の微粒子の分散体を用いて絶縁基板上に低体積抵抗率の導電層を
得ることができる、金属薄膜の形成方法を提供することである。本発明の好ましい実施態
様においては、金属酸化物の微粒子や金属酸化物皮膜を有する金属微粒子をも前記金属微
粒子として用いることができる。また、本発明の好ましい実施態様においては、多量の樹
脂バインダーや分散剤を含有する金属微粒子分散体から形成された塗膜についても導電性
に優れる金属薄膜を得ることができる。さらに、本発明の好ましい実施態様においては、
加熱処理温度を従来よりも低くすることが可能であり、樹脂フィルム等を絶縁基板として
用いることが可能となる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は、上記の課題を解決するために鋭意検討を進めた結果、本発明を完成するに
至った。すなわち、本発明は、
　　（１）　金属微粒子分散体を含有する塗膜に過熱水蒸気による加熱処理を施す工程を
含む、金属薄膜の製造方法。
　　（２）　前記金属微粒子分散体が還元剤を含有する金属微粒子分散体である（１）に
記載の金属薄膜の製造方法。
　　（３）　前記過熱水蒸気がアルコール化合物を含有する過熱水蒸気である（１）に記
載の金属薄膜の製造方法。
　　（４）　前記塗膜が金属微粒子分散体を塗布または印刷したものである（１）に記載
の金属薄膜の製造方法。
　　（５）　前記金属微粒子の平均粒径が５００nm以下である（１）に記載の金属薄膜の
製造方法。
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　　（６）　前記金属微粒子が銅、銅酸化物、銀、銀酸化物のいずれかひとつ以上からな
る（１）に記載の金属薄膜の製造方法。
　　（７）　（１）～（６）のいずれかの製造方法で製造された金属薄膜。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の金属薄膜の形成方法は金属微粒子分散体を含有する塗膜を過熱水蒸気により加
熱処理する工程を含む。過熱水蒸気によって熱処理することにより処理雰囲気は無酸素状
態または低酸素状態となり、銅微粒子のように空気中で酸化が起こりやすい金属微粒子で
あっても熱処理工程で酸化されることを抑制することができる。その結果、酸化による導
電性の悪化が起こり難い。さらに、金属の種類や処理条件によっては微粒子表面の酸化物
層の還元が起こり、導電性の向上が見られる場合がある。また、前記塗膜が金属微粒子分
散体の塗布または印刷によって形成されたものである場合、過熱水蒸気を用いることによ
り、金属微粒子に吸着した有機物の脱着を促し、その結果、金属微粒子同士の接触機会を
増加させる場合があり、更に導電性が向上する。また、過熱水蒸気は加熱効率が加熱空気
や加熱窒素ガスよりも高いため、焼成を短時間および／又は低温で起こさせることができ
る場合がある。さらに、加熱処理温度を従来よりも低くすることができる場合には、耐熱
性に劣る樹脂フィルム等を絶縁基板として用いることが可能となる場合がある。これらの
効果により、本発明の方法で形成された金属薄膜は電気抵抗値の低い金属薄膜になり、金
属／樹脂積層体、めっき用導電材料、金属配線材料、導電回路材料等に用いることができ
る。
【００１３】
　本発明の好ましい実施態様は、還元剤を含む金属微粒子分散体よりなる塗膜を絶縁基板
上に形成し、さらに過熱水蒸気により加熱処理する工程を含む。過熱水蒸気を用いること
により、金属微粒子に吸着した有機物の脱着を促して金属微粒子同士の接触機会を増加さ
せ、その結果導電性が向上させる場合がある。また、過熱水蒸気は加熱効率が加熱空気や
加熱窒素ガスよりも高いので、アルコールやポリエーテル等の還元力の比較的弱い化合物
によっても金属微粒子表面の酸化物被膜の還元が起こり、導電性の向上が生じる場合があ
る。また、過熱水蒸気によって熱処理することにより、還元剤の分解残渣や未反応物を蒸
発揮散が生じ、その結果として導電性の向上が得られる場合がある。本発明の金属薄膜の
形成方法により、これらの作用の一つまたは複数が生じることにより、体積抵抗率の低い
金属薄膜を得る、過熱水蒸気処理温度を低下させる、過熱水蒸気処理時間を短縮する、と
いった効果の一つまたは複数が発揮される。また、過熱水蒸気処理温度を低下させる、過
熱水蒸気処理時間を短縮する、との効果が発揮される場合には、金属薄膜の基材として樹
脂フィルム等の耐熱性に劣る基板を用いることが可能となる場合がある。
【００１４】
　本発明の好ましい実施態様は、金属微粒子分散体からなる塗膜を絶縁基板上に形成し、
さらにアルコール化合物を含有する過熱水蒸気により加熱処理する工程を含む。過熱水蒸
気処理は金属微粒子に吸着した有機物の脱着や金属の種類によっては還元作用を示す場合
があるが、過熱水蒸気にアルコール化合物を含有させることにより、これらの過熱水蒸気
の働きが高まり、金属微粒子に吸着した有機物の脱着が促進されたり、金属微粒子の表面
酸化被膜の還元が促進され金属微粒子同士の接触が増えたりする場合がある。本発明の金
属薄膜の製造方法により、これらの作用の一つまたは複数が生じ、体積抵抗率の低い金属
薄膜を得る、過熱水蒸気処理温度を低下させる、過熱水蒸気処理時間を短縮する、といっ
た効果の一つまたは複数が発揮される。また、過熱水蒸気処理温度を低下させる、過熱水
蒸気処理時間を短縮する、との効果が発揮される場合には、金属薄膜の基材として樹脂フ
ィルム等の耐熱性に劣る基板を用いることが可能となる場合がある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明においては、金属微粒子分散体を含有する塗膜に過熱水蒸気による加熱処理を施
すことによって、金属薄膜を製造する。前記塗膜は金属微粒子分散体を絶縁性基板に塗布
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または印刷したものであることが好ましい。
【００１６】
　本発明の金属微粒子分散体は、金属微粒子を分散質とし、分散媒中に分散させたもので
あり、必要により金属微粒子に吸着能力のあるバインダー樹脂を含んでもよい。
【００１７】
　本発明に用いられる金属微粒子の平均粒径は０．５μｍ以下であることが好ましく、よ
り好ましくは０．２５μｍ以下、さらに好ましくは０．１μｍ以下、特に好ましくは０．
０８μｍ以下である。平均粒径の測定は、透過電子顕微鏡、電界放射型透過電子顕微鏡、
電界放射型走査電子顕微鏡のいずれかにより粒子１００個の粒子径を測定して平均値をも
とめる方法による。
【００１８】
　金属微粒子の平均粒径が０．５μｍより大きいと、分散体での金属微粒子の沈降を生じ
たり、微細回路の印刷適性が劣ったりする。平均粒径の下限は特に限定されないが、０．
０１μｍ以上であることが好ましい。０．０１μｍ未満では金属微粒子の経済性の制限や
、安定な分散物を得るためには多量の分散媒を必要とするため、高導電性の金属薄膜を得
ることが困難になる場合がある。本発明で用いる金属微粒子は粒径が０．５μｍ以下であ
れば、異なる粒径の物を混合して使用してもかまわない。
【００１９】
　本発明で使用する金属微粒子としては、加熱処理によって微粒子間が融着するものでも
、融着しないものでも使用可能である。金属の種類としては、銅、ニッケル、コバルト、
銀、白金、金、モリブデン、チタン等が挙げられ、特に銀、銅が好ましい。これらの金属
微粒子は、市販品を用いてもよいし、公知の方法を用いて調製することも可能である。ま
た、異種の金属を積層した構造のもの、有機物あるいは無機物に金属めっきを施したもの
でもかまわない。また、本発明で使用する金属微粒子は、特に断らない限り、表面を酸化
物で覆われた金属微粒子および金属酸化物の微粒子をも含む。
【００２０】
　本発明で使用する金属微粒子分散体には還元剤を含有させることができる。還元剤とは
金属の酸化物、水酸化物、または塩等の金属化合物を金属に還元する能力を有するものを
言う。還元剤としては、例えば、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、ヒド
ラジン類、ホルマリンやアセトアルデヒド等のアルデヒド類、亜硫酸塩類、蟻酸、蓚酸、
コハク酸、アスコルビン酸等のカルボン酸類あるいはラクトン類、エタノール、ブタノー
ル、オクタノール等の脂肪族モノアルコール類、ターピネオール等の脂環族モノアルコー
ル類等のモノアルコール類、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレング
リコール、ジプロピレングリコール、グリセリン、トリメチロールプロパン等の多価アル
コール類、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール等のポリエーテル類、ジ
エタノールアミンやモノエタノールアミン等のアルカノールアミン類、ハイドロキノン、
レゾルシノール、ブドウ糖、あるいはクエン酸ナトリウム等が挙げられる。還元剤あるい
は還元剤分解物の金属薄層への残留は、得られた金属薄層の導電性や絶縁基板との接着性
等の特性の悪化を生じることがある。そのため、還元剤は過熱水蒸気処理により蒸発揮散
するものが望ましい。また、金属微粒子分散体の塗布層を過熱水蒸気処理する際、還元剤
が塗布層に残留していることが望ましい。そのため、還元剤が液状揮発性物質の場合は沸
点が１５０℃以上であることが望ましい。本発明の還元剤としてはアルコール類や多価ア
ルコール類が望ましい。本発明の還元剤は具体的な好ましい例としては、ターピネオール
、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレング
リコール、アスコルビン酸、レゾルシノール等を挙げることができる。
【００２１】
　本発明で使用される金属微粒子分散体に使用される分散媒は、分散安定化の働きをする
バインダー樹脂を用いる場合には、その樹脂を溶解するものから選ばれ、有機化合物であ
っても水であってもよい。分散媒は、分散体中で金属微粒子を分散させる役割に加えて、
分散体の粘度を調整する役割がある。分散媒として好適に用いられる有機溶媒の例として
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、アルコール、エーテル、ケトン、エステル、芳香族炭化水素、アミド等が挙げられる。
【００２２】
　本発明で使用される金属微粒子分散体に必要により使用されるバインダー樹脂としては
、ポリエステル、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリエーテル、ポリアミド、ポリア
ミドイミド、ポリイミドあるいはアクリル等が挙げられる。樹脂中にエステル結合、ウレ
タン結合、アミド結合、エーテル結合、イミド結合等を有するものが、金属微粒子分散体
の安定性から、好ましい。
【００２３】
　本発明で用いる金属微粒子分散体は通常、金属微粒子、溶剤、バインダー樹脂から成る
。各成分の割合は金属微粒子１００重量部に対し、溶剤２０～４００重量部、バインダー
樹脂５～２０重量部の範囲が好ましい。各成分の割合は金属微粒子１００重量部に対し、
溶剤６０～１８０重量部、バインダー樹脂８～１４重量部の範囲がより好ましく、溶剤８
０～１２０重量部、バインダー樹脂９～１２重量部の範囲がさらに好ましい。また、金属
微粒子の平均粒径が１０ｎｍ以下ではブラウン運動により溶液中で安定して存在するため
、バインダー樹脂を必ずしも必要としない。
【００２４】
　本発明で用いられる金属微粒子分散体には、必要に応じ、硬化剤を配合しても良い。本
発明に使用できる硬化剤としてはフェノール樹脂、アミノ樹脂、イソシアネート化合物、
エポキシ樹脂等が挙げられる。硬化剤の使用量はバインダー樹脂の１～５０重量％の範囲
が好ましく、３～２８重量％の範囲がより好ましく、６～１８重量％の範囲がさらに好ま
しい。硬化剤の使用により、塗膜の密着性や表面硬度を向上させる効果が発揮される場合
がある。
【００２５】
　本発明で用いる金属微粒子分散体は、スルフォン酸塩基やカルボン酸塩基等の金属への
吸着能力のある官能基を含有するポリマーを含んでいることが好ましい。さらに分散剤を
配合してもかまわない。分散剤としてはステアリン酸、オレイン酸、ミリスチン酸等の高
級脂肪酸、脂肪酸アミド、脂肪酸金属塩、燐酸エステル、スルフォン酸エステル等が挙げ
られる。分散剤の使用量はバインダー樹脂の０．１～１０重量％の範囲が好ましく、０．
３～６重量％の範囲がより好ましく、０．６～３重量％の範囲がさらに好ましい。分散剤
の使用により、金属微粒子の分散性や分散体の保存安定性を向上させる効果が発揮される
場合がある。
【００２６】
　金属微粒子分散体を得る方法としては、粉体を液体に分散させる一般的な方法を用いる
ことができる。例えば、金属微粒子とバインダー樹脂溶液、必要により追加の溶媒からな
る混合物を混合した後、超音波法、ミキサー法、３本ロール法、ボールミル法等で分散を
施せばよい。これらの分散手段のうち、複数を組み合わせて分散を行うことも可能である
。これらの分散処理は室温で行ってもよく、分散体の粘度を下げるために、加熱して行っ
てもよい。
【００２７】
　金属微粒子分散体を含有する塗膜を形成するには、分散体を基材に塗布あるいは印刷す
る場合に用いられる一般的な方法を用いることができる。例えばスクリーン印刷法、ディ
ップコーティング法、スプレー塗布法、スピンコーティング法、ロールコート法、ダイコ
ート法、インクジェット法、凸版印刷法、凹版印刷法等の方法によって金属微粒子分散体
を塗布または印刷し、次いで風乾、加熱あるいは減圧等により分散媒の少なくとも一部を
蒸発させることにより、塗膜を形成することができる。塗膜は絶縁基板上に全面に設けら
れたものでも部分的に設けられたものでもよく、また導電回路等のパターン形成物でもか
まわない。
【００２８】
　本発明の金属薄膜の厚みは、電気抵抗や接着性等の必要特性にあわせて適宜設定するこ
とができ、特に限定されない。分散体組成や塗布または印刷の方法により、形成可能な金
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属薄膜の厚みの範囲は異なるが、０．０５～３０μｍが好ましく、より好ましくは０．１
～２０μｍ、さらに好ましくは０．２～１０μｍである。厚い金属薄膜を得るためには塗
膜を厚くする必要があり、溶剤の残留による弊害や塗膜形成速度を低速化する必要が生じ
る等の経済性の悪化が起こりやすい。一方、塗膜が薄すぎると、ピンホールの発生が顕著
になる傾向がある。
【００２９】
　本発明の金属薄膜の形成に際し、重ね刷りや多層印刷を行なうことが可能である。ここ
で、重ね刷りとは、同じパターンを多数回重ねて印刷することを指し、これにより金属薄
膜の厚さを増すことができ、あるいはアスペクト比（膜圧と線幅の比率）の高い金属薄膜
を得ることができる。また、多層印刷とは、異なるパターンを重ねて印刷することを指し
、これにより層ごとに異なる機能を発揮させることができる。部分的に重ね刷りおよび／
または多層印刷を行なうこと、また重ね刷りと多層印刷を複合的に行うことも差し支えな
い。また、本発明の金属薄膜とは異なる薄膜、例えば絶縁層との多層印刷を行うことも可
能である。
【００３０】
　絶縁基板がポリイミド系樹脂からなるものである場合には、ポリイミド前駆体溶液の一
次乾燥品やポリイミド溶液やポリアミドイミド溶液の一次乾燥品に金属微粒子分散体の塗
膜を形成し、次いで過熱水蒸気による加熱処理を行う方法をとることが好ましい。ポリイ
ミド系前駆体溶液やポリイミド系溶液の一次乾燥品に１０～３０重量％の溶剤を残留させ
た状態のままで、引き続いてその上に、金属微粒子分散体を塗布・乾燥して塗膜を形成し
、引き続いて過熱水蒸気による加熱処理を行うことにより、ポリイミド系樹脂層と塗膜と
の接着が強固になる傾向にある。
【００３１】
　金属微粒子分散体から形成された塗膜は、乾燥処理を行った後に過熱水蒸気による加熱
処理を行なうことが好ましい。塗布後、乾燥工程無しで過熱水蒸気処理を行うと、突沸が
起こり塗膜の均質性が悪化する場合がある。乾燥処理と過熱蒸気処理は連続して行っても
、間に他の処理を挟んで行ってもよい。乾燥処理と過熱水蒸気処理の間に挟む処理として
は、例えば塗膜に還元剤を付与する処理を挙げることができる。この場合、塗膜には予め
還元剤が含有されていても含有されていなくてもよく、含有されている場合には同種のも
の、異種のものおよび同種のものと異種のものの混合物のいずれとすることも可能である
。塗膜に還元剤を付与する処理により、塗膜の体積抵抗率の低下、過熱処理温度の低下、
過熱処理時間の短縮、といった効果が発揮される場合がある。また、乾燥処理と過熱水蒸
気処理の間に挟む処理としては、カレンダー処理を挙げることができる。カレンダー処理
を行うことにより、塗膜の体積抵抗率の低下が可能になる場合がある。
【００３２】
　金属微粒子分散体を含有する塗膜を形成した後、塗膜が破壊しない範囲で加圧処理（カ
レンダー処理）をすることが好ましい。カレンダー処理により導電性が向上する傾向があ
る。カレンダー処理は一般的には金属ロールと弾性ロールの間で材料に応じた線圧、たと
えば１～１００ｋｇ／ｃｍの加圧処理を行うことである。カレンダー処理は、金属微粒子
分散体にバインダー樹脂を用いている場合には、バインダー樹脂のガラス転移温度以上の
温度に加熱して行うことが特に好ましい。カレンダー処理は金属微粒子分散体の塗膜に他
の層を積層した状態で行っても良い。
【００３３】
　金属微粒子分散体を含有する塗膜に過熱水蒸気による加熱処理を行うことによって、本
発明の金属薄膜を得ることができる。過熱水蒸気とは、圧力を上げずにさらに飽和水蒸気
を加熱して温度を上げた水蒸気のことをいう。過熱水蒸気は温度が１５０℃以上では放射
熱エネルギーが通常の加熱空気と比較して著しく大きくなるため、短時間で物質を加熱す
ることができる。
【００３４】
　本発明において、過熱水蒸気としてアルコール化合物を含有する過熱水蒸気を用いるこ
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とができる。過熱水蒸気に含有させるアルコール化合物はメタノール、エタノール、1－
プロパノール、2－プロパノール等の脂肪族モノアルコール、エチレングリコールモノエ
チルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチ
ルエーテル等の脂肪族ジオールのモノアルキルエーテル、シクロヘキサノール、テルピネ
オール等の脂環族モノアルコール等のモノアルコール化合物、エチレングリコール、プロ
ピレングリコール、ジエチレングリコール、ブタンジオール等の脂肪族ジオール、シクロ
ヘキサンジメタノール等の脂環族ジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、ペン
タエリスリトール等の多価アルコール化合物、あるいは酒石酸、ヒドロキシ酪酸、リンゴ
酸等のヒドロキシカルボン酸が挙げられる。これらのうち、メタノール、エタノール、エ
チレングリコール、プロピレングリコールが好ましい。
【００３５】
　アルコール化合物を含有する過熱水蒸気を作る方法としては、例えば、水にアルコール
化合物を溶解させた溶液の飽和蒸気を加熱する方法、アルコール化合物と水の夫々の飽和
蒸気を混合加熱する方法が挙げられる。過熱水蒸気中のアルコール化合物の含有率は化合
物の種類により最適範囲は異なるが、０．０１～２０重量％の範囲で用いることが好まし
い。アルコール化合物の含有率が０．０１重量％未満では導電性改善効果が見られず、２
０重量％を超えるとバインダー樹脂の溶解や分解が顕著に起こることがある。より好まし
い範囲は０．１～５重量％である。
【００３６】
　過熱水蒸気処理は金属微粒子分散体を含有する塗膜の焼成処理として施されることが好
ましい。焼成処理は金属微粒子の粒径が１００ｎｍ以下の場合に特に高い効果を発揮する
傾向にある。金属微粒子の結晶化度や酸化度等の表面状態により異なるが、いわゆるナノ
粒子では表面活性が大きく、一般に知られているバルクの融点よりもはるかに低い温度で
融着を始める。なお、本発明において焼成処理とは、金属微粒子の少なくとも一部に融着
を生じる加熱処理を指し、バインダー樹脂および分散剤の分解や揮散は必ずしも要しない
ものとする。
【００３７】
　本発明で用いる過熱水蒸気の温度は１５０℃以上、特に２００℃以上が好ましく、温度
の上限は５００℃以下が好ましい。温度の上限は、用いる絶縁基板やバインダー樹脂の耐
熱特性によっても制限されるが、バインダー樹脂を用いる場合４００℃以下がより好まし
く、３５０℃以下であることがさらに好ましい。加熱時間も被処理物の量や特性から選ば
れるが、１０秒～３０分間が好ましい。過熱水蒸気の温度が低すぎると、低体積抵抗率の
導電層を得ることができない。過熱水蒸気の温度が高すぎると、バインダー樹脂の大半ま
たは全てが除去され、金属薄膜と基板の密着性が損なわれることがあり、また、基板の劣
化が生じる場合があり、特に有機材料からなる絶縁基板を用いる場合には注意が必要であ
る。
【００３８】
　過熱水蒸気による加熱処理操作は熱風乾燥における加熱空気による加熱処理操作と同様
に取り扱うことができる。空気を過熱水蒸気で完全に置換すると不活性ガスと同様の無酸
素状態が得られ、酸化反応を防止できる。金属の種類によっては、微粒子化することによ
る表面活性の向上により還元反応が起こり、導電性が飛躍的に向上する場合がある。特に
銅微粒子では、顕著な導電性の向上が認められ、銅微粒子表面に形成された酸化層の還元
が生じているものと考えられる。この還元によると考えられる導電性の向上効果は粒子径
の減少により大きくなる傾向がある。銅微粒子等の酸化被膜が形成されやすい金属の微粒
子の場合には、過熱水蒸気で処理する部分と処理しない部分をパターン化することにより
、導電性部分と絶縁性部分を同一面上にパターン形成できる。
【００３９】
　本発明で得られた金属薄膜は、過熱水蒸気による熱処理工程を経た後、ベンゾトリアゾ
ール系化合物やクロメート化合物等の防錆剤により表面処理を行ってもかまわない。
【００４０】
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　本発明で用いる絶縁基板は有機材料および無機材料のいずれのものであっても良い。絶
縁基板に用いられる材料としては、ガラス、セラミックス、ポリイミド系樹脂、四フッ化
エチレン樹脂等がある。また電気配線回路基板に通常用いられる、ガラスエポキシ基板、
紙エポキシ基板、紙フェノール基板等の複合品も挙げられる。本発明では過熱水蒸気によ
る加熱処理を行うのでこれに耐える耐熱性を有することが必須であり、このため耐熱性に
優れるポリイミド系樹脂からなるフィルムあるいはシートやセラミックを絶縁基板として
用いることが好ましい。
【００４１】
　ポリイミド系樹脂としては、ポリイミド前駆体樹脂、溶剤可溶ポリイミド樹脂、ポリア
ミドイミド樹脂等が挙げられる。ポリイミド系樹脂は通常の方法で重合することができる
。例えば、テトラカルボン酸二無水物とジアミンを低温で溶液中にて反応させ、ポリイミ
ド前躯体溶液を得る方法、テトラカルボン酸二無水物とジアミンを高温の溶液中で反応さ
せ溶剤可溶性のポリイミド溶液を得る方法、原料としてイソシアネートを用いる方法、原
料として酸クロリドを用いる方法などがある。
【００４２】
　ポリイミド前駆体樹脂や溶剤可溶ポリイミド樹脂に用いる原料としては、以下に示すよ
うな物がある。酸成分としてはピロメリット酸、ベンゾフェノン－３，３’，４，４’－
テトラカルボン酸、ビフェニル－３，３’，４，４’－テトラカルボン酸、ジフェニルス
ルフォン－３，３’，４，４’－テトラカルボン酸、ジフェニルエーテル－３，３’，４
，４’－テトラカルボン酸、ナフタレン－２，３，６，７－テトラカルボン酸、ナフタレ
ン－１，２，４，５－テトラカルボン酸、ナフタレン－１，４，５，８－テトラカルボン
酸、水素添加ピロメリット酸、水素添加ビフェニル－３，３’，４，４’－テトラカルボ
ン酸等の一無水物、二無水物、エステル化物などを単独、あるいは２種以上の混合物とし
て用いることができる。また、アミン成分としてはｐ－フェニレンジアミン、ｍ－フェニ
レンジアミン、３，４’－ジアミノジフェニルエーテル、４，４’－ジアミノジフェニル
エーテル、４，４’－ジアミノジフェニルスルフォン、３，３’－ジアミノジフェニルス
ルフォン、３，４’－ジアミノビフェニル、３，３’－ジアミノビフェニル、３，３’－
ジアミノベンズアニリド、４，４’－ジアミノベンズアニリド、４，４’－ジアミノベン
ゾフェノン、３，３’－ジアミノベンゾフェノン、３，４’－ジアミノベンゾフェノン、
２，６－トリレンジアミン、２，４－トリレンジアミン、４，４’－ジアミノジフェニル
スルフィド、３，３’－ジアミノジフェニルスルフィド、４，４’－ジアミノジフェニル
プロパン、３，３’－ジアミノジフェニルプロパン、４，４’－ジアミノジフェニルヘキ
サフルオロプロパン、３，３’－ジアミノジフェニルヘキサフルオロプロパン、４，４’
－ジアミノジフェニルメタン、３，３’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－ジアミ
ノジフェニルヘキサフルオロイソプロピリデン、ｐ－キシレンジアミン、ｍ－キシレンジ
アミン、１，４－ナフタレンジアミン、１，５－ナフタレンジアミン、２，６－ナフタレ
ンジアミン、２，７－ナフタレンジアミン、ｏ－トリジン、２，２’－ビス（４－アミノ
フェニル）プロパン、２，２’－ビス（４－アミノフェニル）ヘキサフルオロプロパン、
１，３－ビス（３－アミノフェノキシ）ベンゼン、１，３－ビス（４－アミノフェノキシ
）ベンゼン、１，３－ビス（４－アミノフェノキシ）ベンゼン、２，２－ビス[４－（４
－アミノフェノキシ）フェニル]プロパン、ビス[４－（４－アミノフェノキシ）フェニル
]スルフォン、ビス[４－（３－アミノフェノキシ）フェニル]プロパン、ビス[４－（３－
アミノフェノキシ）フェニル]スルフォン、ビス[４－（３－アミノフェノキシ）フェニル
]ヘキサフロロプロパン、４，４’－ビス（４－アミノフェノキシ）ビフェニル、４，４
’－ビス（３－アミノフェノキシ）ビフェニル、２，２－ビス[４－（４－アミノフェノ
キシ）フェニル]ヘキサフルオロプロパン、シクロヘキシル－１，４－ジアミン、イソフ
ォロンジアミン、水素添加４，４’－ジアミノジフェニルメタン、あるいはこれらに対応
するジイソシアネート化合物等の単独あるいは２種以上の混合物を用いることができる。
また、これら酸成分、アミン成分の組み合わせで別途重合した樹脂を混合して使用するこ
ともできる。
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【００４３】
　ポリアミドイミド樹脂に用いる原料としては、酸成分としてトリメリット酸無水物、ジ
フェニルエーテル－３，３’，４，４’－トリカルボン酸無水物、ジフェニルスルフォン
－３，３’，４’－トリカルボン酸無水物、ベンゾフェノン－３，３’，４’－トリカル
ボン酸無水物、ナフタレン－１，２，４－トリカルボン酸無水物、水素添加トリメリット
酸無水物等のトリカルボン酸無水物類が単独あるいは混合物として挙げられる。アミン成
分としてはポリイミド樹脂であげたジアミン、あるいはジイソシアネートの単独あるいは
混合物が挙げられる。また、これら酸成分、アミン成分の組み合わせで別途重合した樹脂
を混合して使用することもできる。
【００４４】
　本発明で用いるポリイミド系樹脂溶液の溶媒としては、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、１，３－ジメチル－２
－イミダゾリジノン、テトラメチルウレア、スルフォラン、ジメチルスルフォキシド、γ
-ブチロラクトン、シクロヘキサノン、シクロペンタノンを挙げることができる。これら
のなかでＮ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドが好ましい。また
、トルエン、キシレン、ジグライム、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン等の溶剤
を、溶解性を阻害しない範囲で加えてもかまわない。
【実施例】
【００４５】
　本発明をさらに詳細に説明するために以下に実施例を挙げるが、本発明は実施例になん
ら限定されるものではない。なお、実施例に記載された測定値は以下の方法によって測定
したものである。
【００４６】
　電気抵抗：横河Ｍ＆Ｃ社製直流精密測定器ダブルブリッジ２７６９－１０を用いて測定
した。電気抵抗は体積抵抗率で表示した。
【００４７】
用いた金属微粒子
　　銅微粒子（１）：水中にて、硫酸銅（II）、アンモニア、硫酸アンモニウム、及び金
属銅を用い、ｐＨ調節により生成した銅（Ｉ）イオンを、銅（II）イオン、および銅に不
均化分解反応により得た金属銅微粒子。透過型電子顕微鏡により観察したところ、平均粒
径８０ｎｍの球状の粒子である。
　　銅微粒子（２）：真空雰囲気中でのガス中蒸発法にて生成させた銅微粒子。銅微粒子
製造時、坩堝で発生させた銅蒸気とα－テルピネオールの蒸気を混合し銅粒子の凝集やチ
ェーン化を防止した。透過型電子顕微鏡により観察したところ、平均粒径２０ｎｍの球状
の粒子である。
　　銅微粒子（３）：水酸化銅（II）をエチレングリコール中に懸濁させ、加熱還流させ
ることにより得た金属銅微粒子。透過型電子顕微鏡により観察したところ、平均粒径３０
０ｎｍの球状の粒子である。
　　銅微粒子（４）日本アトマイズ加工社製純銅粉「ＨＸＲ－Ｃｕ」。平均粒径１μｍの
球状粒子。
　　銅微粒子（５）：還流装置つきフラスコに、水酸化銅（II）、エチレングリコールを
懸濁状態で加熱し、撹拌下、２時間煮沸状態を保った。得られた銅微粒子を遠心分離し、
アルコールで洗浄した。透過型電子顕微鏡により観察したところ、平均粒径０．２μｍの
球状の粒子であった。
　　銅微粒子（６）：還流装置つきフラスコ中で、水酸化銅（II）とメチルアルコールか
らなる懸濁液に撹拌下、ヒドラジン水溶液を加え加熱し３０分間煮沸状態を保った。得ら
れた銅微粒子を遠心分離し、アセトンで洗浄した。透過型電子顕微鏡により観察したとこ
ろ、平均粒径０．１μｍの球状の粒子であった。
　　銅微粒子（７）：三井金属鉱業社製銅粉「１０２０Ｙ」。平均粒径３６０ｎｍの湿式
銅粉。
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　　銀微粒子（１）：硝酸銀をアスコルビン酸とドデシルアミンによりヘキサン中で還元
することにより得た。洗浄、乾燥後、透過型電子顕微鏡により観察したところ、平均粒径
６０ｎｍの球状の粒子であった。
　　銀微粒子（２）：硝酸銀を水素化ホウ素ナトリウムとドデシルアミンによりヘキサン
中で還元することにより得た。洗浄、乾燥後、透過型電子顕微鏡により観察したところ、
平均粒径８３０ｎｍの球状の粒子であった。
　　銀微粒子（３）：硝酸銀をアスコルビン酸とドデシルアミンによりヘキサン中で還元
することにより得た。洗浄、乾燥後、透過型電子顕微鏡により観察したところ、平均粒径
５０ｎｍの球状の粒子であった。
　　銀微粒子（４）：硝酸銀を水素化ホウ素ナトリウムとドデシルアミンによりヘキサン
中で還元することにより得た。洗浄、乾燥後、透過型電子顕微鏡により観察したところ、
平均粒径１．１μｍの球状の粒子であった。
　　銀微粒子（５）：硝酸銀をアスコルビン酸とドデシルアミンによりヘキサン中で還元
することにより得た。洗浄、乾燥後、透過型電子顕微鏡により観察したところ、平均粒径
４０ｎｍの球状の粒子であった。
　　銀微粒子（６）：硝酸銀を水素化ホウ素ナトリウムとドデシルアミンによりヘキサン
中で還元することにより得た。洗浄、乾燥後、透過型電子顕微鏡により観察したところ、
平均粒径７００ｎｍの球状の粒子であった。
【００４８】
実験番号Ｃｕ－１（実施例Ｃｕ－１）
　下記の配合割合の組成物をサンドミルにいれ、８００ｒｐｍで、２時間分散した。メデ
ィアは半径１ｍｍのジルコニアビーズを用いた。得られた銅微粒子分散体をアプリケータ
ーによりポリイミドフィルム上に乾燥後の厚みが２μｍになるように塗布し、１００℃で
５分熱風乾燥後、塗膜加熱処理として３００℃で５分間の過熱水蒸気処理を行った。過熱
水蒸気の発生装置として蒸気過熱装置（第一高周波工業株式会社製「ＤＨＦ　Ｓｕｐｅｒ
－Ｈｉ　１０」）を用い、１０ｋｇ／時間の過熱水蒸気を供給する熱処理炉で行った。得
られた金属薄膜の電気抵抗を表１に示す。
　　バインダー樹脂の溶液　　　　　　　　　　　　　２．５部
　　　トルエン／シクロヘキサノン＝１／１(重量比)の４０重量％溶液
　　　バインダー樹脂：共重合ポリエステル、東洋紡積社製バイロン３００
　　銅微粒子（１）（平均粒径８０ｎｍ）　　　　　　　　９部
　　γ－ブチロラクトン（希釈溶剤）　　　　　　　　３．５部
　　メチルエチルケトン（希釈溶剤）　　　　　　　　　　５部
【００４９】
実験番号Ｃｕ－２～１４（実施例Ｃｕ－２～７、比較例Ｃｕ－１～７、実施例Ａｇ－１～
３、比較例Ａｇ－１～２）
　実験番号Ｃｕ－１と同様にして、ただし、金属微粒子と塗膜加熱処理条件だけを表１～
３に記載した条件に変更して金属微粒子分散体を調製し、次いで実験番号Ｃｕ－１と同様
にして金属薄膜を作成し、得られた金属薄膜の電気抵抗を評価した。銅微粒子に関する結
果を表１、２に、銀微粒子に関する結果を表３に示す。
【００５０】
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【００５１】
【表２】

【００５２】
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【表３】

【００５３】
実験番号Ｃｕ－１５（実施例Ｃｕ－８）
　下記の配合割合の組成物をサンドミルにいれ、８００ｒｐｍで、２時間分散した。メデ
ィアは半径１ｍｍのジルコニアビーズを用いた。
　バインダー樹脂の溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部
　トルエン／メチルエチルケトン＝１／１（重量比）の３０重量％溶液
　　バインダー樹脂：共重合ポリウレタン樹脂、東洋紡積社製ＵＲ８３００
　銅微粒子（１）（平均粒径６０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　９部
　トルエン／シクロヘキサノン＝１／１（重量比）（希釈溶剤）　　　　６部
　ジプロピレングリコール（還元剤）　　　　　　　　　　　　　　　１部
　得られた銅微粒子分散体をアプリケーターによりポリイミドフィルム上に乾燥後の厚み
が２μｍになるように塗布し、１００℃で５分熱風乾燥後、塗膜加熱処理として３００℃
で５分間の過熱水蒸気処理を行った。過熱水蒸気処理前の塗布層には塗布液中のジプロピ
レングリコールの５０重量％が残留していた。過熱水蒸気の発生装置として蒸気過熱装置
（第一高周波工業株式会社製「ＤＨＦ　Ｓｕｐｅｒ－Ｈｉ　１０」）を用い、１０ｋｇ／
時間の過熱水蒸気を供給する熱処理炉で行った。得られた金属薄膜の電気抵抗を表４に示
す。
【００５４】
実験番号Ｃｕ－１６～２８（実施例Ｃｕ－９～１４、比較例Ｃｕ－８～１４）、実験番号
Ａｇ－６～１４（実施例Ａｇ－４～８、比較例Ａｇ－３～６）
　金属微粒子分散体の組成と塗膜加熱処理条件を表４～７に記載した条件とし、他の条件
は実験番号Ｃｕ－１５と同様にして金属微粒子分散体を調製し、次いで実験番号Ｃｕ－１
５と同様にして金属薄膜を作成し、得られた金属薄膜の電気抵抗を評価した。銅微粒子に
関する結果を表４、５に、銀微粒子に関する結果を表６、７に示す。
【００５５】
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　　ＵＲ８３００：東洋紡績社製共重合ポリウレタン樹脂
　　バイロン３００：東洋紡績社製共重合ポリエステル樹脂
　　コロネートＨＸ：日本ポリウレタン社製ポリイソシアネート
【００５６】
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【表５】

　　ＵＲ８３００：東洋紡績社製共重合ポリウレタン樹脂
　　バイロン３００：東洋紡績社製共重合ポリエステル樹脂
　　コロネートＨＸ：日本ポリウレタン社製ポリイソシアネート
【００５７】
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【表６】

　　ＵＲ８３００：東洋紡績社製共重合ポリウレタン樹脂
　　ＰＵＩ－１：ポリウレタンイミド樹脂（樹脂組成：ポリテトラメチレングリコール（
分子量１０００）／ジフェニルメタンジイソシアネート／ベンゾフェノンテトラカルボン
酸二無水物＝１／２／１．０５（モル比）、数平均分子量：８６００）
【００５８】
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【表７】

　　ＵＲ８３００：東洋紡績社製共重合ポリウレタン樹脂
　　ＰＵＩ－１：ポリウレタンイミド樹脂（樹脂組成：ポリテトラメチレングリコール（
分子量１０００）／ジフェニルメタンジイソシアネート／ベンゾフェノンテトラカルボン
酸二無水物＝１／２／１．０５（モル比）、数平均分子量：８６００）
【００５９】
実験番号Ｃｕ－２９（実施例Ｃｕ－１５）
　下記の配合割合の組成物をサンドミルにいれ、８００ｒｐｍで、２時間分散した。メデ
ィアは半径１ｍｍのジルコニアビーズを用いた。
　バインダー樹脂の溶液　　　　　　　　　　　　　　　３部
　ＮＭＰ／キシレン＝１／１（重量比）の３０重量％溶液
　　　バインダー樹脂：ポリアミドイミド樹脂、東洋紡積社製ＨＲ１３ＮＸ
　銅微粒子（１）（平均粒径８０ｎｍ）　　　　　　　　　９部
　γ－ブチロラクトン（希釈溶剤）　　　　　　　　　　６部
　得られた銅微粒子分散体に硬化剤として日本ポリウレタン社製「コロネートＨＸ」を０
．２部加えた後、アプリケーターによりポリイミドフィルム上に乾燥後の厚みが２μｍに
なるように塗布し、１００℃で１０分熱風乾燥後、塗膜加熱処理として３００℃で５分間
の過熱水蒸気処理を行った。過熱水蒸気の発生装置として蒸気過熱装置（第一高周波工業
株式会社製「ＤＨＦ　Ｓｕｐｅｒ－Ｈｉ　１０」）を用い、１０ｋｇ／時間の過熱水蒸気
を供給する熱処理炉で行った。蒸気源として１重量％エタノール水溶液を用いた。得られ
た金属薄膜の電気抵抗を表８に示す。
【００６０】
実験番号Ｃｕ－３０～４１（実施例Ｃｕ－１６～２５、比較例Ｃｕ－１５～１６）、実験
番号Ａｇ－１５～２４（実施例Ａｇ－９～１６、比較例Ａｇ－７～８）
　金属微粒子分散体の組成と塗膜加熱処理条件を表８～１１に記載した条件とし、他の条
件は実験番号Ｃｕ－２９と同様にして金属微粒子分散体を調製し、次いで実験番号Ｃｕ－
２９と同様にして金属薄膜を作成し、得られた金属薄膜の電気抵抗を評価した。銅微粒子
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に関する結果を表８、９に、銀微粒子に関する結果を表１０、１１に示す。
【００６１】
【表８】

　　ＨＲ１３ＮＸ：東洋紡績社製ポリアミドイミド樹脂
　　バイロン３００：東洋紡績社製共重合ポリエステル樹脂
　　ＰＵＩ－１：ポリウレタンイミド樹脂（樹脂組成：ポリテトラメチレングリコール（
分子量１０００）／ジフェニルメタンジイソシアネート／ベンゾフェノンテトラカルボン
酸二無水物＝１／２／１．０５（モル比）、数平均分子量：８６００）
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　　コロネートＨＸ：日本ポリウレタン社製ポリイソシアネート
【００６２】
【表９】

　　ＨＲ１３ＮＸ：東洋紡績社製ポリアミドイミド樹脂
　　バイロン３００：東洋紡績社製共重合ポリエステル樹脂
　　ＰＵＩ－１：ポリウレタンイミド樹脂（樹脂組成：ポリテトラメチレングリコール（
分子量１０００）／ジフェニルメタンジイソシアネート／ベンゾフェノンテトラカルボン
酸二無水物＝１／２／１．０５（モル比）、数平均分子量：８６００）
　　コロネートＨＸ：日本ポリウレタン社製ポリイソシアネート
【００６３】
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【表１０】

　　ＨＲ１３ＮＸ：東洋紡績社製ポリアミドイミド樹脂
【００６４】
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【表１１】

　　ＨＲ１３ＮＸ：東洋紡績社製ポリアミドイミド樹脂
【産業上の利用可能性】
【００６５】
本発明により、微細な金属微粒子から、絶縁基材上に体積抵抗値の低い金属薄膜を形成す
ることが可能である。本発明の金属薄膜は、金属／樹脂積層体、電磁シールド金属薄膜等
の金属薄膜形成材料、めっき用導電層、金属配線材料、導電材料等として有用である。
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