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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材のパターン化方法であって、
　自己組織化単層パターン化領域及び非パターン化領域を有する金属化表面を含む基材を
用意する工程と、
　前記基材を少なくとも３００ｎｍ／分の速度で湿式エッチングして、前記非パターン化
領域から金属を除去することにより金属パターンを形成する工程と、を含み、
　前記湿式エッチングが、前記自己組織化単層パターン化領域を含む前記金属化表面を、
バブリングガスにより振盪される液体エッチャント中に浸漬する工程を含み、
　泡生成表面から放出される泡が、前記液体エッチャントを通して、前記金属化表面に対
して垂直の方向に移動し、前記泡が前記自己組織化単層パターン化領域上に突き当たる、
方法。
【請求項２】
　前記自己組織化単層パターン化領域が、前記金属化表面上にマイクロコンタクト印刷さ
れている、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　マイクロコンタクト印刷は、一般に、インク付けされ、かつ基材上に配置されたポリジ
メチルシロキサン（ＰＤＭＳ）から作製されたマイクロパターン化エラストマースタンプ
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を使用して、自己組織化単層（ＳＡＭ）を形成することが可能なインク分子と基材との間
の化学反応を局部に制限する。このような技術から得られるパターン化ＳＡＭは、金属及
び金属化基材を選択的にエッチングして導電性パターンを形成するためのレジストの役割
を果たしている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　様々なエッチャントプロセスが文献に記載されているが、産業界は、特に比較的大きい
範囲に亘って向上された均一性及び／又は増大された厚さを有する金属パターンの作製に
適した方法に利点を見出すであろう。産業界は、増大されたエッチング速度を有すること
により製造効率を増大させるエッチング方法にも利点を見出すであろう。
【０００３】
　いくつかの実施形態では、ＳＡＭパターン化金属化基材の湿式エッチング方法を記載す
る。
【０００４】
　１つの実施形態において、基材のパターン化方法が記載され、この方法は、自己組織化
単層パターン化領域及び非パターン化領域を有する金属化表面を含む基材を用意する工程
と、金属化表面を、バブリングガスにより振盪される液体エッチャント中で湿式エッチン
グして、非パターン化領域から金属を除去し、金属パターンを形成する工程と、を含む。
【０００５】
　別の実施形態では、基材のパターン化方法が記載され、この方法は、自己組織化単層パ
ターン化領域及び非パターン化領域を有する金属化表面を含む基材を用意する工程と、基
材を少なくとも３００ｎｍ／分の速度で湿式エッチングして、非パターン化領域から金属
を除去することにより金属パターンを形成する工程と、を含む。
【０００６】
　具体化されたそれぞれの方法において、自己組織化単層パターン化領域は、一般に、金
属化表面上にマイクロコンタクト印刷されている。泡は、液体エッチャントを通して、金
属化表面に対して実質的に垂直な方向に移動する泡生成表面から放出されることが好まし
い。泡は、パターン化自己組織化単層を含む金属化表面上に突き当たることが好ましい。
【０００７】
　いくつかの実施形態において、自己組織化単層パターン化領域を含む金属化表面は、泡
を放出する泡生成表面に対して実質的に平行に配置されている。金属化表面は、泡生成表
面から少なくとも３０ミリメートルの距離に配置され得る。更に、泡生成表面は一般に、
自己組織化単層パターンの表面積の少なくとも約１／４の表面積を有する。泡生成表面か
ら放出される泡は、少なくとも１０ｃｍ／分の速度を有する。更に、泡は一般に、金属化
表面において少なくとも２ミリメートルの直径を有する。
【０００８】
　本方法は、様々なパターン化物品の製造に適している。
【０００９】
　１つの実施形態において、基材と、基材上に配置されたエッチングされたマイクロコン
タクト印刷金属パターンとを含むパターン化物品を記載し、パターンは、少なくとも１０
０ナノメートルの厚さと、少なくとも２５ｃｍ２の範囲に亘って少なくとも５０％、７５
％又は９０％のパターン構造均一性とを有する。
【００１０】
　別の実施形態では、基材と、基材上に配置されたエッチングされたマイクロコンタクト
印刷金属パターンとを含むパターン化物品を記載し、パターンは、少なくとも２５０ナノ
メートルの厚さを有する銀又は金を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ガスバブリングにより振盪されているエッチャント浴内のＳＡＭパターン化金属
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化基材のエッチングを概略的に示す。
【図２】エッチングされたマイクロコンタクト印刷金属パターンの縁部領域の光学顕微鏡
写真。
【図３】エッチングされたマイクロコンタクト印刷金属パターンの中心部領域の光学顕微
鏡写真。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　定義
　本特許出願で使用するとき、
　「自己組織化単層」は、一般に、表面に（例えば化学結合によって）結合した、また表
面に対して、更には互いに対して好ましい配向に適合した分子の層を指す。自己組織化単
層は、表面の特性が変化するように表面を完全に覆うことが示されている。例えば、自己
組織化単層の適用は、表面エネルギーの低減をもたらし得るとともに、自己組織化単層で
コーティングされていない金属の選択的エッチングを可能とし得る。
　「エッチャント」は、化学反応、溶解、又はこれらの組み合わせによって（例えば、金
属を溶解し又は金属と反応する湿式化学溶液と材料とを接触させて、可溶性生成物を生成
することによって）金属を非パターン化領域から除去する材料（例えば液体）を意味する
。
　「チオ」は、式－Ｓ－の二価の基又は部分を意味する。
【００１３】
　本開示は、非パターン化領域及びパターン化自己組織化単層（ＳＡＭ）を有する金属化
表面を含む基材の金属を湿式エッチングする方法に関する。パターン化ＳＡＭはエッチレ
ジストとして機能し、一般に金属化表面上にマイクロコンタクト印刷される。
【００１４】
　本発明は、一般に、任意の金属又は金属化基材に有用である。本明細書で使用されると
き、「金属」及び「金属化」は、意図される目的のために好適に導電性である元素金属又
は合金を指す。
【００１５】
　本明細書に記載する方法及び物品は、シリコンウェハなどの不透明基材に使用すること
ができるが、好ましい実施形態では、金属化基材は、一般に金属コーティングされた可視
光透明性基材である。
【００１６】
　本明細書で使用されるとき、「可視光線透明性」とは、少なくとも１つの偏光状態の可
視光線に対して少なくとも８０％の透過率を有する、基材の非金属化領域の透過レベルを
指し、％透過率は、入射光（所望により偏光）の強度に対して正規化される。（例えばマ
イクロコンタクト印刷された）金属パターンを含む基材の領域は、一般により低い透過率
を有する。一般に、パターン化（即ち、金属化）及び非パターン化（即ち、非金属化）領
域の両方を含む、エッチングされたマイクロコンタクト印刷金属パターンを上部に有する
基材の平均透過性は、少なくとも６０％である。
【００１７】
　一般的な可視光線透明性基材には、ガラス及びポリマーフィルムが挙げられる。ポリマ
ー「フィルム」基材は、ロールツーロール（roll-to-roll）様式で加工されるのに十分な
可撓性及び強度を有する、平坦なシートの形態のポリマー材料である。ロールツーロール
は、材料が支持体に巻き取られるか又は支持体から巻き出され、加えて何らかの方法で更
に加工されるプロセスを意味する。更なるプロセスの例としては、コーティング、スリッ
ト加工、打ち抜き加工、及び放射線への曝露などが挙げられる。ポリマーフィルムは、一
般に約５μｍ～１０００μｍの範囲の種々の厚さで製造できる。多くの実施形態において
、ポリマーフィルムの厚さは、約２５μｍ～約５００μｍ、又は約５０μｍ～約２５０μ
ｍ、又は約７５μｍ～約２００μｍの範囲である。ロールツーロールポリマーフィルムは
、少なくとも１２インチ（３０ｃｍ）、２４インチ（６１ｃｍ）、３６インチ（９１ｃｍ
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）又は４８インチ（１２２ｃｍ）の幅を有し得る。
【００１８】
　有用なポリマーフィルムとしては、熱可塑性及び熱硬化性ポリマーフィルムが挙げられ
る。熱可塑性プラスチックの例としては、ポリオレフィン、ポリアクリレート、ポリアミ
ド、ポリイミド、ポリカーボネート、及びポリエステルが挙げられる。熱可塑性プラスチ
ックの更なる例としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ（メチルメタクリレート
）、ビスフェノールＡのポリカーボネート、ポリ（塩化ビニル）、ポリエチレンテレフタ
レート、及びポリ（フッ化ビニリデン）が挙げられる。
【００１９】
　（例えばポリマーフィルム）基材は、少なくとも１つの主表面上に配置された金属コー
ティングを有する。上部に金属コーティングが配置された基材の表面は、本明細書では基
材の金属化表面と記載する。金属コーティングは一般に、連続的な金属コーティングであ
り、次に金属コーティングは金属領域をＳＡＭパターン化し、ＳＡＭパターン化されたコ
ーティングは基材上に維持され、非パターン化領域の金属が湿式エッチングによって除去
されることによって金属パターンが形成される。
【００２０】
　金属コーティングは、任意の便利な方法、例えば、スパッタリング、蒸着、化学気相成
長法、又は化学溶液堆積法（無電解メッキを含む）を利用して堆積することができる。
【００２１】
　金属コーティングは、元素金属、金属合金、金属間化合物、金属酸化物、金属硫化物、
金属炭化物、金属窒化物、又はこれらの組み合わせを含む。代表的な金属には、金、銀、
パラジウム、白金、ロジウム、銅、ニッケル、鉄、インジウム、スズ、タンタル、並びに
これら元素の混合物、合金及び化合物が挙げられる。
【００２２】
　金属コーティングは、様々な厚さを有することができる。しかしながら、得られた導電
性パターンの厚さは、一般に、金属コーティングの厚さと等しい。本発明の方法は、厚さ
約５ナノメートル～約５０ナノメートルの範囲の比較的薄いパターンにも使用することが
できるが、本明細書に記載する方法は、特に、少なくとも６０ｎｍ、７０ｎｍ、８０ｎｍ
、９０ｎｍ又は１００ｎｍの増大された金属パターンの厚さを有する物品に適している。
いくつかの実施形態では、（例えば導電性）金属パターンの厚さは、少なくとも２５０ｎ
ｍである。いくつかの実施形態では、銀微小パターンは少なくとも３００ｎｍ、４００ｎ
ｍ、５００ｎｍ、６００ｎｍ、７００ｎｍ、８００ｎｍ、９００ｎｍ、及び更には１００
０ｎｍ、又はそれ以上の厚さを有する。他の実施形態では、金微小パターンは少なくとも
３００ｎｍ、３５０ｎｍ、４００ｎｍ、又はそれ以上の厚さを有する。
【００２３】
　所望であれば、金属化基材表面は、インクを塗布する前に多数の異なるプロセスのいず
れかにより処理可能である。任意の処理プロセスの例としては、紫外光－オゾンクリーニ
ング、酸素プラズマクリーニング、溶媒脱脂、高圧洗浄、及び洗剤をベースとするクリー
ニングが挙げられる。
【００２４】
　官能基化分子をパターン化して自己組織化単層パターンを生成することは、マイクロコ
ンタクト印刷、ディップペン・ナノリソグラフィー、フォトリソグラフィー、及びインク
ジェット印刷を含む多数の異なる技術を用いて達成することができる。本明細書で使用さ
れるとき、自己組織化単層パターン化領域とは、（例えば、マイクロコンタクト印刷によ
り適用された）自己組織化単層が存在する、金属化表面の部分である。本明細書で使用さ
れるとき、非パターン化領域とは、パターン化領域の自己組織化単層が存在しない金属化
表面の部分である。非パターン化領域内に異なる自己組織化単層が存在することは、その
存在がエッチングを妨害しない限り、本発明の範囲内である。
【００２５】
　マイクロコンタクト印刷は、典型的には、レリーフパターン化エラストマースタンプを
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利用する。スタンプを形成するのに有用なエラストマーには、シリコーン、ポリウレタン
、エチレンプロピレンジエンＭ－クラス（ＥＰＤＭ）ゴム、及び、市販されている既存の
様々なフレキソ印刷プレート材料（例えば、商品名Ｃｙｒｅｌ（商標）としてＥ．Ｉ．ｄ
ｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ
，Ｄｅｌａｗａｒｅ）から市販されているものが挙げられる。このスタンプを複合材料（
例えば、織製繊維又は不織繊維補強と組み合わされた前述のエラストマーの１つ）から作
ることができる。
【００２６】
　ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）は、エラストマー性であり、低表面エネルギー（
これによりスタンプを大多数の基材から除去するのが容易）を有するので、スタンプ材料
として特に有用である。ＰＤＭＳも市販されている。有用な市販の配合物は、Ｓｙｌｇａ
ｒｄ（商標）１８４　ＰＤＭＳ（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ，Ｍｉｄｌａｎｄ，Ｍｉｃｈｉ
ｇａｎ）である。ＰＤＭＳスタンプは例えば、パターン付き型に、無架橋のＰＤＭＳポリ
マーを流し入れ、次いで硬化させることにより形成することができる。パターン化構造は
、例えば、ミリメートルのサイズ、マイクロメートルのサイズ、ナノメートルのサイズ、
又はこれらの組み合わせであることができる。
【００２７】
　エラストマースタンプを成型するためのマスターツールは、当技術分野にて既知のよう
に、フォトリソグラフィーを用いてパターン化フォトレジストを調製することにより作製
することができる。マスターツールに未硬化ＰＤＭＳを適用した後、硬化させることによ
り、エラストマースタンプをマスターツールに対して成型することができる。
【００２８】
　スタンプ又は版のレリーフパターンに従って基材にパターン化自己組織化単層（ＳＡＭ
）を転写するために、マイクロコンタクト印刷は、エラストマーでできたレリーフパター
ン化スタンプ又は印刷版を、実質的に平坦な基材と組み合わせて使用することにより実施
可能である。別法として、基材のレリーフパターンに従って基材にパターン化自己組織化
単層（ＳＡＭ）を転写するために、マイクロコンタクト印刷は、エラストマーでできた実
質的に平坦なスタンプ又は印刷版を、レリーフパターン化（又は構造化又はミクロ構造化
された）基材（例えば、エンボスされた表面構造を主表面上に有するコーティングされた
ポリマーフィルム）と組み合わせて使用することにより実施可能である（例えば、参照に
より本明細書に組み込まれる、米国特許出願公開第２００８－００９５９８５（Ａ１）号
（Ｆｒｅｙら）で述べられているように）。
【００２９】
　「インク」は、自己組織化単層を形成可能な分子を含む。例えば、有機硫黄化合物、オ
ルガノシロキサン及びオルガノホスホン酸などの、自己組織化単層（ＳＡＭ）を形成する
様々な分子が既知である。有機硫黄化合物には、例えばアルキルチオール、ジアルキルジ
スルフィド、ジアルキルスルフィド、キサントゲン酸アルキル、ジチオホスフェート及び
ジアルキルチオカルバメートが挙げられる。分子は、硫黄原子に連結した後部基（複数を
含む）で特徴付けられ、後部基（複数を含む）は、その主鎖に沿って１４～２０個の原子
、好ましくは１６、１７、又は１８個の原子を有する。主鎖に沿った原子は、好ましくは
炭素原子である。
【００３０】
　好ましいインク溶液は、例えば、次の線状アルキルチオールのようなアルキルチオール
を含む。
　ＨＳ（ＣＨ２）ｎＸ
　式中、ｎはメチレン単位の数であり、Ｘはアルキル鎖の末端基（例えば、Ｘ＝－ＣＨ３

、－ＯＨ、－ＣＯＯＨ、－ＮＨ２など）である。好ましくは、Ｘ＝－ＣＨ３であり、ｎ＝
１５、１６、又は１７であり、それぞれ１６、１７、又は１８の鎖長に対応する。他の有
用な鎖長には、１９及び２０が含まれる。金属への連結のための硫黄含有先端基を有する
直鎖分子の場合、鎖長は、硫黄原子に結合した原子（これを含む）と直鎖配列における最
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終炭素原子との間の結合原子の直鎖配列に沿った原子の数として決定される。単層形成分
子は、その分子がエッチレジストとして機能する自己組織化単層を形成するのに好適であ
れば、他の末端基を含んでもよく、又は分枝状（例えば、側基を有する）であってもよい
。またＳＡＭ形成分子は、例えば２００９年１２月１１日出願の米国特許仮出願第６１／
１２１６０５号に記載されているように、部分フッ素化され又は過フッ素化されてもよい
。
【００３１】
　当技術分野にて既知のように、そのような印刷は、ＳＡＭ形成分子内の原子又は官能基
の除去又は変更をもたらす置換反応を含み得る（例えば、単層が金属（Ｍ）、例えば銀又
は金上に形成されている場合、チオール（Ｒ－ＳＨ化合物）のチオラート（Ｒ－Ｓ－Ｍ）
単層への変換）。このように、得られた印刷パターンは、インク組成物の分子と化学的に
異なる化合物又は分子を含むことができる。
【００３２】
　所望により、しかし好ましくは、インク組成物は、少なくとも１つの溶媒を更に含むこ
とができる。
【００３３】
　インク組成物中での使用に好適な溶媒としては、アルコール、ケトン、芳香族化合物、
ヘテロ環化合物、フッ素化溶媒など、及びこれらの組み合わせが挙げられる。他の有用な
溶媒としては、ジメチルホルムアミド、アセトニトリル、ジメチルアセトアミド、ジメチ
ルスルホキシド、エチルアセテート、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、メチルｔ－ブチル
エーテル（ＭＴＢＥ）など、及びこれらの組み合わせが挙げられる。
【００３４】
　好ましくは、スタンプ表面から比較的急速に蒸発させることができるように、インク組
成物の溶媒を選択することができ、最小の時間及び強制空気の適用と共に、このことは、
スタンプ上又はスタンプ内でのＳＡＭ形成分子の比較的均一な分布を得るのにも有用であ
り得る。溶媒は、溶媒が（例えばＰＤＭＳ）スタンプを過度に膨潤させないよう選択され
る。
【００３５】
　インク組成物は、所望であれば、当技術分野にて既知のように、比較的少量の通常の添
加剤（例えば、安定剤又は乾燥剤）を含んでもよい。
【００３６】
　スタンプは、ＳＡＭを形成可能な分子を含む組成物により、当技術分野にて既知の方法
を用いて「インク付け」されることができる。
【００３７】
　１つの方法においては、このインク組成物を滲み込ませたアプリケータ（例えば、綿棒
又はフォームアプリケータ）をスタンプのレリーフパターン化表面にこすりつけ、次にこ
のスタンプ表面から溶媒を乾燥させることができる。別のアプローチにおいては、インク
組成物を滲み込ませた「インクパッド」にスタンプを押し付けることができ、このインク
パッドは所望によりＰＤＭＳスラブであり得る。別のアプローチにおいては、印刷面に対
し裏側からこのスタンプにインク組成物を装填することができる。この後者のアプローチ
では、分子はスタンプ通して拡散して、印刷用のレリーフパターン化面に到達する。代替
的に、スタンプのレリーフパターン化印刷面をインク中に浸漬し、次に引き上げて乾燥さ
せることができる（「浸漬インク付け」）。上に記述したインク付け方法の全てが、レリ
ーフパターン化スタンプ表面にインクを与え、「インク付けされた表面」をもたらす。
【００３８】
　インク付けされたスタンプは、パターンを基材の金属化表面に転写して、金属化表面上
に少なくとも１つのＳＡＭパターン化領域及び（例えば、隣接する）非パターン化領域を
形成するために使用することができる。インク付けされたスタンプ表面がレリーフパター
ンを含む場合、このインク付けされた表面を、基本的に平坦である基材の表面に接触させ
ることによって、このＳＡＭ形成分子のパターンを基材の金属化表面に転写することがで
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き、ここにおいてＳＡＭ分子のパターンは本質的に、スタンプのインク付けされた表面の
レリーフパターンの隆起構造のパターンと同一である。このような方法においては、パタ
ーンは、スタンプのインク付けされた表面のレリーフパターンに従って転写されるといわ
れる。代替的に、スタンプのインク付けされた表面（又は、代替的に印刷版）は、本質的
に平坦であり、基材がレリーフパターンを含んでもよい。このような「逆」マイクロコン
タクト印刷プロセスは、例えば米国特許第６，５１８，１６８号（Ｃｌｅｍら）に記載さ
れている。
【００３９】
　インク付けされたスタンプを、このスタンプのレリーフパターン化表面の隆起領域に接
触するように、基材の表面と接触して配置することができる。分子は、スタンプから基材
の表面上へと拡散することができ、ここでＳＡＭを形成することができる。
【００４０】
　印刷時間（即ち、スタンプと基材との接触持続時間）は、例えばインク組成物の濃度及
びスタンプに適用される圧力などの要因に応じて、変わることができる。いくつかの実施
形態では、印刷時間は、１分未満（好ましくは約３０秒未満、より好ましくは約１０秒未
満、最も好ましくは約５秒未満）である。
【００４１】
　ＳＡＭパターン化基材は、続くエッチング工程中、下層の基材表面を保護するレジスト
として使用することができる。したがって、ＳＡＭパターン化基材は、エッチャントの作
用から保護するエッチマスクとしての役割を果たすことができる一方、基材表面上の他の
領域（即ち、パターン化単層を有さない）は保護されず、暴露領域内での材料（例えば金
属）の選択的除去を可能にする。
【００４２】
　基材の湿式エッチングは、一般に、エッチャント溶液を含むエッチャント浴を使用して
行われる。暴露領域のエッチングは選択的であり、即ち、ＳＡＭパターンを含む表面領域
は有意にエッチングされない。いくつかの実施形態では、ＳＡＭパターン化領域内の金属
の単位面積当たり約５０質量％未満が、湿式エッチングにより除去される。好ましい実施
形態では、ＳＡＭパターン化領域の金属の単位面積当たり約２５質量％未満、約１０質量
％未満、又は約５質量％未満が、湿式エッチングにより除去される。これは、透過光減衰
法、形状測定、質量分析などの既知の方法を用いて測定することができる。
【００４３】
　有用な化学エッチング浴は、エッチャント種を水又は非水性溶媒に溶解する（例えば、
エッチャントの性状に従って、振盪若しくは攪拌、ｐＨ制御、温度制御、及び／又は消費
時のエッチャント種の補充）ことにより、作製可能である。
【００４４】
　理論又は機構に束縛されるものではないが、以下の考察は、エッチャントの選択に関す
る。
【００４５】
　エッチャント浴は一般に、少なくとも１つの酸化剤を含む。特に銀又は金をエッチング
するための酸化剤は、典型的には約２００ｇ／モル未満の分子量を有する比較的小分子の
酸化剤であってもよい。好適な小分子酸化剤としては、例えば溶解酸素の存在下のシアン
化物イオン、フェリシアン化物イオン及び第２鉄イオンが挙げられる。
【００４６】
　エッチャント浴はまた、一般に、チオ尿素（ＮＨ２）２ＣＳ又はチオ尿素誘導体（即ち
、一般構造式（Ｒ１Ｒ２Ｎ）（Ｒ３Ｒ４Ｎ）Ｃ＝Ｓ（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４のそ
れぞれは、独立して水素原子又はエチル若しくはメチルなどのある有機部分である）を有
する化合物のクラス）などの少なくとも１つの金属錯化化合物を含む。チオ尿素及びチオ
尿素誘導体は、チオアミド、例えば、ＲＣ（Ｓ）ＮＲ２（式中、Ｒは、メチル、エチルな
どである）に関連する。いくつかの実施形態では、同様に約２００ｇ／モル未満の分子量
を有する小分子金属錯化化合物が使用される。
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【００４７】
　酸化種としての第２鉄イオンを有するチオ尿素ベースのエッチャントは、概して、特に
銀又は金をエッチングするための好ましいエッチャント溶液である。
【００４８】
　酸化種（例えば、硝酸第２鉄）の濃度は、一般に少なくとも１ｍＭ又は５ｍＭであり、
かつ５００ｍＭ又は２５０ｍＭ以下である。いくつかの実施形態では、酸化種（例えば、
硝酸第２鉄）の濃度は、少なくとも１０ｍＭ、１５ｍＭ又は２０ｍＭであり、かつ１００
ｍＭ又は５０ｍＭ以下である。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、エッチャントは、チオ尿素などの金属錯化化合物の不在下で
酸化種を含む。他の実施形態では、金属錯化化合物（例えばチオ尿素）は、エッチャント
浴内に、少なくとも１ｍＭ又は５ｍＭ、かつ２５０ｍＭ又は１００ｍＭ以下の濃度で存在
する。いくつかの実施形態では、金属錯化化合物（例えばチオ尿素）の濃度は、少なくと
も１０ｍＭ又は１５ｍＭであり、かつ１００ｍＭ以下である。
【００５０】
　エッチャントは、自己組織化する単層形成分子も含み得る。しかしながら、良好なパタ
ーン構造の均一性、増大された金属パターンの厚さ、又はこれらの組み合わせは、自己組
織化する単層形成分子を含まない液体エッチャントを使用して得られた。
【００５１】
　エッチャントは一般にエッチャント浴に加えられ、循環される。その濃度は、エッチン
グ継続時間の間、一定濃度に維持されるように監視及び調整され得る。
【００５２】
　本発明は、エッチャントがＳＡＭパターン化基材と接触している間、エッチャント溶液
をバブリングガスで振盪するのに使用される物理的機構（例えばバブラー装置）に関する
ものに限定されない。エッチャント配合物及び金属に応じて、好適なガスは、空気、窒素
、酸素、アルゴン、二酸化炭素又は一酸化炭素を含むことができる。
【００５３】
　本方法は、１つのタイプの装置、即ちガス分散ガラス濾板に関してより詳細に記載され
るが、バブリングガス振盪は、代替的に他の手段により用意されてもよい。例えば、バブ
リングガス振盪は、沸騰（加熱により又は周囲気圧を低下させることにより生じる）によ
り、又はキャビテーションを用いて用意されてもよく、キャビテーションでは、超音波変
換器（例えば超音波ホーン）又は超音波変換器のアレイがエッチャント浴内に沈められ、
泡が上昇して、エッチャント浴と接触しているＳＡＭパターン化基材上に突き当たるよう
に配向されてもよい。
【００５４】
　バブリングガスによる振盪はまた、液体エッチャント浴内に流入するよう形成されたガ
ス流をせん断することにより用意されてもよい。例えば、ガス流又は単一のオリフィスか
ら出現する一連の大きい泡を、ローター、例えばシャフト末端部上のブレードを含む回転
ローターで分散させてもよい。泡の分散物をせん断する別のアプローチでは、ローター（
例えば、シャフト上のブレード付きローター、又は磁気撹拌棒）は、周囲ガス（例えば空
気）を取り込み、そのガスをせん断して泡とするように形成され得る。
【００５５】
　液体エッチャントをバブリングガスで振盪する方法の一般的概略図である図１を参照す
ると、（例えば、ガス分散ガラス濾板）ガスバブラー１３０がエッチング溶液１２０中に
浸漬されている。泡生成表面１３１（例えば、ガラス濾板の）は一般に、粒子（例えば、
フリットガラス又は粉末冶金製品）の部分焼結プロセスの結果として、又は固体材料の機
械加工（例えばレーザー穿孔又は放電加工）によって形成された小開口部（即ち、図示し
ない細孔）を含む。圧縮ガスの供給源、例えば空気圧縮機（図示せず）に接続されている
管１４０は、開口部を通して空気を強制的に移動させて、泡を液体エッチャント中に放出
する。ガス（例えば空気）圧はガス流量調節器により制御することができ、気流速度は、
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流量計により監視（及び一体型ニードル弁を有するロータメーターの場合のように制御）
することができる。１つの好適なガス分散ガラス濾板は、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈか
ら、カタログ番号ＣＬＳ３９５２５３０Ｃで入手可能である。そのようなガスバブラーは
、ガス搬送管とフリットガラス濾板（fritted glass disc）の泡生成表面との間に９０°
の角度を有する。
【００５６】
　泡生成表面から放出される泡は、エッチャント浴を通って、金属化表面に対して実質的
に垂直な方向１３２に移動（例えば上昇）する。泡はＳＡＭ印刷金属化表面上に突き当た
る。
【００５７】
　１つの実施形態において、パターン化ＳＡＭ　１１０を含む金属化基材表面は、泡生成
表面に対して実質的に平行に配置されることが好ましい。このようにすれば、ＳＡＭパタ
ーン化基材の中心部領域及び縁部領域は、泡生成表面とほぼ等距離である。
【００５８】
　パターン構造の均一性、及びエッチング速度は、多数の要因による影響を受け得る。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、ガス分散ガラスフリットなどの泡生成表面が微細な細孔サイ
ズ（例えば＜２０マイクロメートル）を有する場合、ガス泡のサイズは一般に、ＳＡＭパ
ターン化基材の表面において比較的小さい（例えば０．５～１ミリメートル）ことが見出
された。エッチング中、これら極めて小さいガス泡のいくつかは、金属化基材上の所定の
位置に固定される可能性がある。この固定現象の結果、エッチングされた表面は不均一と
なり、また、泡で覆われていない範囲が、泡で覆われている範囲と比較してより急速にエ
ッチングされ得る。エッチング後、泡で覆われた非パターン化金属領域は、基材上に残留
し得る。対照的に、他の実施形態では、少なくとも４０、５０又は６０マイクロメートル
の細孔サイズを有する（例えば、ガス分散ガラス濾板）泡生成表面は、いくつかの条件下
で、ＳＡＭパターン化基材の表面で少なくとも約２又は３ｍｍの直径を有するより大きい
泡を生成することができる。いくつかの実施形態では、泡生成表面の開口部が少なくとも
１５０、２００又は２５０マイクロメートルの細孔サイズを有する場合、泡の直径は約２
～４ｍｍの範囲であった。そのようなより大きい泡は合体する傾向があり、ＳＡＭパター
ン化基材に到達した後、固定されずに可動のままである。したがって、バブリングガスの
泡サイズが十分な直径を有する場合、エッチングされた非パターン化表面は、泡の固定を
原因とする大量の金属残留物を含まない。理論に束縛されるものではないが、好ましい最
大泡サイズは、およそ５ｍｍ～１０ｍｍであると推定される。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、泡生成表面とＳＡＭパターン化金属化基材との間の距離が、
所定の値、例えば２０ミリメートル未満である場合、表面に沿って（例えば側方に）、次
いでその表面から離れて振盪される泡のスペースが限られることが見出されている。この
こともまた、いくつかのガス泡を、金属化基材の表面上の所定の位置に固定させ得る。い
くつかの実施形態では、ＳＡＭパターン化表面と泡生成表面との間の距離が、例えば少な
くとも５０ミリメートル（例えば７．５×７．５ｃｍ試料に関して）に増大された際、固
定された泡に関連した金属残留物は実質的に観察されなかった。したがって、（例えばガ
ラス濾板の）バブリング生成表面の表面と、基材のＳＡＭパターン化表面との間の距離は
、一般に少なくとも１０ミリメートルである。いくつかの実施形態では、この距離は２０
ミリメートルを超え、より一般的には、少なくとも３０ミリメートル、４０ミリメートル
又は５０ミリメートルである。
【００６１】
　泡生成表面（例えばガラス濾板の）と液体エッチャント容器とのサイズは、ＳＡＭパタ
ーン化基材の試料サイズに基づいて選択され得る。容器は、基材を収容するように十分大
きい。泡生成表面のサイズは、基材のＳＡＭパターン化範囲のサイズの少なくとも約１／
１０～１／８であることが好ましい。例えば、泡生成表面（例えばガス分散ガラス濾板の
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）のサイズは、７．５ｃｍ×７．５ｃｍのＳＡＭパターン化基材（基材の面積が５６．２
５平方センチメートルに等しい）の場合、好ましくは少なくとも直径約３ｃｍ（バブラー
の表面積が７．１平方センチメートルに等しい）である。エッチングされるＳＡＭパター
ン化金属化表面に対して泡生成表面の表面積が不十分である場合、エッチャントは均一に
振盪されない。この場合、ガス泡は、主にエッチャント浴の中間部領域を振盪する。その
結果、ＳＡＭパターン化金属化基材の中間部領域は、縁部領域と比較してより急速にエッ
チングされ得る。エッチャント浴全体の均一な振盪を有するために、泡生成表面の形状が
容器の形状と同様であることも好ましい。したがって、円形形状の泡生成表面が円筒形の
エッチャント浴容器に好ましい一方、矩形形状のエッチャント浴には、エッチャント浴全
体の均一な振盪を有するために矩形形状の泡生成表面が好ましい。
【００６２】
　表面速度は、泡の体積気流速度（体積／単位時間）を、上昇する泡のゾーンの断面積で
除算したものである。例えば、平坦なフリットガラスバブラーの場合、上昇する泡のゾー
ンの断面積は、泡の流れ方向に垂直な面上に泡を放出するバブラー表面の発射範囲（細孔
＋細孔の間の任意の材料）に近似される。気流速度が遅い場合、単位時間当たりに存在す
る泡はより少なく、泡生成表面から放出される際の泡の速度は、比較的遅い。しかしなが
ら、約１０ｃｍ／分のみの表面速度を用いた場合でも、バブリングガス振盪を全く用いな
い場合に観察された速度と比較して、エッチング速度は少なくとも２倍であり得る。更に
、約５０ｃｍ／分の表面速度は、エッチング速度を少なくとも３倍に（例えば、少なくと
も１００ｎｍ／分に）し得る。気流流速が速すぎる場合、単位時間当たりより大量の泡が
生成され、泡の速度はより速くなる。より速い速度は、エッチング溶液の連続循環に適し
ている。いくつかの実施形態では、ＳＡＭパターン化金属化基材表面における％泡適用範
囲は、一般に少なくとも３０％、４０％又は５０％であり、かつ一般に約７０パーセント
以下である。しかしながら、泡の速度を増大させることにより、泡がＳＡＭパターン化基
材表面との衝突後に合体するか、又は表面から（例えば側方に）一掃されて、泡が固定さ
れかつＳＡＭパターン化金属化表面上に保持されることが防止される。
【００６３】
　エッチング速度は、（例えば、体積気流速度の増大により形成される）表面速度が約１
００ｃｍ／分～１５０ｃｍ／分に到達するまで、表面速度の増大と共に増大することが見
出されている。その後、いくつかのエッチング設定では、気流及び速度の増大は実質的に
エッチング速度を更に増大させない。速度が約３４０ｃｍ／分を超え、かつ試料サイズが
比較的小さい（例えば＜１０センチメートル×１０センチメートル）場合、泡は、支持さ
れていないＳＡＭパターン化金属化基材を上方へと、エッチャント浴の化学作用（chemis
try）から離れるよう持ち上げ得る。これもまた、非均一なエッチングをもたらす。
【００６４】
　泡生成表面とＳＡＭパターン化金属化基材との間の距離が最大であり、かつ泡生成表面
から放出される際の泡の速度が、より大きいサイズの基材の場合、かなり速い場合がある
ことが理解され、このことは尚、本発明の範囲内に含まれる。
【００６５】
　エッチャント浴は、他の方法で用意される振盪と組み合わせて、バブリングガスにより
振盪されてもよい。例えば、エッチャント浴は、更に例えばエッチング浴の撹拌、流動、
及び／又は超音波活性化により振盪されてもよい。キャビテーションとは異なり、超音波
活性化は比較的少量の超音波エネルギーを使用し、そのため必ずしも目に見えるほどのバ
ブリングを生成しない。代替的に又はそれらと組み合わせて、基材を移動することによっ
て、基材の揺動、平行移動、回転、及び／又は振動などにより更なる振盪が用意され得る
。
【００６６】
　本明細書に記載したバブリングガスによる振盪の使用により用意され得る十分な振盪に
より、金属コーティング、特に金及び銀の厚さ方向におけるエッチング速度が３００ｎｍ
／分を超え得る。本明細書で使用されるとき、エッチング速度とは、金属化部分の厚さを
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、エッチャントが金属を除去するのに要する時間で除算して提供される平均エッチング速
度を指す。
【００６７】
　非パターン化領域の金属が除去された後、エッチャント（例えば、酸化剤及び金属錯体
形成分子）は、一般に、エッチングされたマイクロコンタクト印刷金属パターンの表面か
ら洗い流される。エッチャントを完全に除去することが意図されるが、非常に低濃度の湿
式エッチャント成分が残留することは希なことではない。そのような湿式エッチャント成
分の存在は、表面増強ラマン散乱、Ｘ線光電子分光法、オージェ電子分光法、二次イオン
質量分析法、及び反射型赤外分光法などの様々な定量及び／又は定性分析により測定する
ことができる。
【００６８】
　本明細書に記載した方法は、バッチで、又は連続プロセスで行うことができる。
【００６９】
　エッチングされたＳＡＭパターン化金属パターン（隆起構造に対応する）は、多様なパ
ターンを含むことができる。導電性パターン又はパターン領域は、概して連続し、かつパ
ターンの面内で導電性を有する。
【００７０】
　好ましい（例えば導電性）パターンは、２次元メッシュ、例えば正方形格子、矩形（正
方形ではない）格子、又は規則的な六角形の網状組織を有する領域を含み、ここで例えば
パターン化線のような導電性パターン構造が、メッシュ内の包囲された開放範囲を画定す
る。金属パターンにより画定される開放スペースは、セルと定義される。メッシュセルの
他の有用な形状としては、ランダムなセル形状、及び不規則多角形が挙げられる。
【００７１】
　パターンは、開放スペースの全表面積に関連して記載されることができる。いくつかの
実施形態では、パターンは、少なくとも６０％、７０％、８０％、９０％、９１％、９２
％、９３％、９４％又は９５％の開放範囲を有する。好ましい実施形態では、パターンは
、少なくとも９６％、９７％又は９８％の開放範囲を有する。残りは、パターン化金属の
全表面積である。
【００７２】
　パターン化構造の幅は、パターンの選択に応じて変動し得る。（例えば六角形）開放メ
ッシュの場合、線幅は、一般に少なくとも０．５マイクロメートルであり、かつ２０マイ
クロメートル以下である。いくつかの実施形態では、パターン化構造（例えば線幅）は１
～５マイクロメートルの範囲である。
【００７３】
　本明細書に記載した方法は、少なくとも２５ｃｍ２の範囲において良好なパターン均一
性を有する、エッチングされたマイクロコンタクト印刷金属パターンを含むパターン化物
品を製造するのに適している。いくつかの実施形態では、エッチングされたマイクロコン
タクト印刷金属パターンは、少なくとも１００ｃｍ２、いくつかの実施形態では少なくと
も１５０ｃｍ２、更なる他の実施形態では少なくとも２００ｃｍ２の範囲において良好な
パターン均一性を示す。
【００７４】
　パターン構造の均一性は、様々な方法に従って評価することができる。下記の実施例に
記載するように、本明細書に記載するパターン構造の均一性は、金属パターンの（例えば
中心又は中心の近傍における）中間部領域からの反復パターン構造の（例えば最短）寸法
を測定し、パターンの（例えば周辺又は周辺の近傍における）縁部領域のその（即ち、同
一の）反復パターン構造の寸法を測定することにより決定される。例えば、パターンが開
放（例えば、六角形）セルなどの金属メッシュパターンを形成する直線状パターン構造の
アレイを含む場合、パターン化基材の中間部領域からのセルの縁部を画定するトレースの
線幅が、縁部領域からのセルの線幅から減算され得る。パターン（例えば線幅）構造寸法
に差がない場合、パターン構造均一性は１００％である。パターン構造の寸法間の差を用
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いて、下記の等式に従ってパターン構造均一性（％均一性）を計算することができる。
　％均一性＝（１－（中間部領域と縁部領域との構造寸法における差の絶対値／（中間部
領域及び縁部領域のより大きい構造寸法）））×１００
【００７５】
　例えばＳＡＭパターン化基材が本明細書に記載したようにエッチングされる場合などの
いくつかの実施形態では、より大きい構造（例えば線幅）寸法は、一般に縁部における構
造（例えば線幅）寸法である。しかしながら、より大きい構造（例えば線幅）寸法は、中
間部（例えば線幅）寸法でもあり得る。
【００７６】
　ドット及び正方形などの反復充填パターン構造の均一性は、反復パターン構造の範囲の
直線寸法（例えば、正方形の縁部の幅、円形ドットの直径）を測定することにより、実質
的に同一の方法で評価することができる。
【００７７】
　特に、ランダムなパターン又は多様な異なる（例えばセル）デザインを含むパターンの
場合、パターン均一性は、代替的に、金属パターン構造を、パターン構造が由来する隆起
構造（例えば、インク付けされたスタンプの）と比較することにより測定されてもよい。
これは通常、パターン複製忠実度（pattern replication fidelity）として知られている
。前述の比較は、基材の異なる領域（例えば、縁部領域対中間部領域）に関して実行され
るであろう。
【００７８】
　全金属パターンが約７５ｃｍ２以下の面積を有する場合、範囲全体のパターン構造の均
一性は、一般に、中間部領域及び縁部領域からの単一のパターン構造の測定値の比較から
決定することができる。これは特に、金属パターン化範囲全体に亘って反復パターン（例
えば、同一のデザイン、厚さ、及び（例えば線）幅を有する）を有する場合に当てはまる
。しかしながら、より大きい金属パターン化範囲と、複数のデザインを有する金属パター
ン化範囲とに関しては、平均パターン構造均一性に到達するのに統計的に有意な数のパタ
ーン構造の測定値が作成されるであろう。例えば７５ｃｍ２を超える面積を有する（例え
ば反復）金属パターン化範囲の場合、異なる手順を用いて％均一性を測定し得る。この場
合、一般に２つ以上のパターン均一性測定値を取得し、各測定値は少なくとも約４～５ｃ
ｍの距離により分離されている。更に、様々な構造寸法を有するパターンの場合、最小の
パターン構造のパターン構造均一性を測定することが一般的であり、これは最小のパター
ン構造が、百分率ベースで、構造の狭まり（narrowing）を生じる望ましくないプロセス
アーチファクトの影響を最も受けるためである。
【００７９】
　いくつかの実施形態において、本明細書に記載した金属パターン化物品は、少なくとも
２５ｃｍ２の範囲において、少なくとも５０％、６０％、７０％、８０％又は９０％のパ
ターン構造均一性を有する。少なくとも９５％、９６％、９７％、９８％、９９％又は１
００％のパターン構造均一性が、様々な金属パターンの厚さにおいて得られた。好ましい
実施形態では、そのようなパターン均一性は、更により大きい全金属パターン化範囲にお
いて得ることができる。特に銀又は金の全金属パターン化範囲は、少なくとも５０ｃｍ２

、１００ｃｍ２、１５０ｃｍ２、２００ｃｍ２又はそれ以上であってもよい。
【００８０】
　シート導体のコンダクタンスは、金属の厚さに強く依存する。所定の導電性を達成する
ためには、増大された金属厚さを有するパターンが必要である。いくつかの実施形態では
、本明細書に記載した金属（例えば、銀及び金の）パターン化物品は、増大された金属パ
ターン厚さを有する。例えばいくつかの実施形態では、厚さは少なくとも１２５ｎｍ、１
５０ｎｍ、１７５ｎｍ又は２００ｎｍである。いくつかの実施形態では、銀又は金の金属
パターンの厚さは、少なくとも２５０ｎｍ、３００ｎｍ、３５０ｎｍ、４００ｎｍ、又は
それ以上である。銀パターン（例えば、良好な均一性も示す）は、少なくとも５００ｎｍ
、６００ｎｍ、７００ｎｍ、８００ｎｍ、９００ｎｍ、１０００ｎｍ、又はそれ以上の厚
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さを有し得る。
【００８１】
　本明細書に記載した方法及び実施形態は、前述の厚さ値と、前述のパターン構造均一性
値とを有するエッチングされたＳＡＭパターン化金属パターンを達成するのに特に有用で
ある。
【００８２】
　金属パターンの厚さの増大は、線に沿って所定の標的レベルのコンダクタンスを得るた
めに、例えば線幅などのより狭い面内構造寸法、及び／又は、より小さい範囲部分の適用
範囲にも適している。例えば、金属厚さがそれぞれ１００ナノメートルから２００ナノメ
ートルに増大された場合、２マイクロメートルの線幅及び９８％の金属適用範囲を有する
メッシュパターンは、１マイクロメートルの線幅及び９９％の金属適用範囲と同一のシー
ト抵抗を有する。線幅及び／金属適用範囲を低下させることは、例えばより高い光透過率
及びより低い曇り度など、低密度メッシュパターンの光学特性を改善するのに適している
。
【００８３】
　本発明の目的及び利点は、以下の実施例によって更に例示されるが、これらの実施例に
おいて列挙された特定の材料及びその量は、他の諸条件及び詳細と同様に本発明を過度に
制限するものと解釈されるべきではない。これらの実施例は、単にあくまで例示を目的と
したものであり、添付した請求項の範囲を限定することを意味するものではない。
【００８４】
　金属化ポリマーフィルム基材の調製
　金属化ポリマーフィルム基材は、金属を５ｍｉｌポリエチレンテレフタレート「ＰＥＴ
」（ＳＴ５０４，Ｅ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，Ｄｅｌａｗａｒｅ）上に熱蒸着させることにより調製した。
銀コーティングされた基材の場合、基材表面は３０、６０、１００及び１２５ナノメート
ルの銀でコーティングされ、３０オングストロームのクロム、次いで２００、５００、７
００、１０００ナノメートルの銀でコーティングされ、又は３０オングストロームのチタ
ン、次いで３００及び４００ナノメートルの銀でコーティングされた。
【００８５】
　金コーティングされた基材は、最初に３０オングストロームのクロムでコーティングさ
れ、次いで４００ナノメートルの金でコーティングされた。
【００８６】
　スタンプ作製
　実施例１～１０及びＣ１～Ｃ４では、フォトリソグラフィーを用いて、直径１０センチ
メートルのシリコンウェハ上にパターン化フォトレジスト（Ｓｈｉｐｌｅｙ　１８１８，
Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，Ｐｅｎｎｓ
ｙｌｖａｎｉａ）を調製することにより、エラストマースタンプを成型するための第１の
マスターツールを作製した。マスターツールは、溝（フォトレジスト材料が除去された）
を含むフォトレジストのパターンが、線からなる六角形メッシュのパターンでそのツール
上に配置されていた。図３は、一般に低密度メッシュ領域（９７パーセントの開放範囲と
、六角形を形成する幅３マイクロメートルの線とを有する六角形セル形状）の形状を示す
、完成されたパターン（ＰＥＴ上の銀の薄フィルム）の領域の光学顕微鏡写真である。
【００８７】
　エラストマースタンプは、未硬化ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ、Ｓｙｌｇａｒｄ
（商標）１８４，Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ，Ｍｉｄｌａｎｄ　Ｍｉｃｈｉｇａｎ）をツー
ルにおよそ３．０ミリメートルの厚さまで注ぐことによって、マスターツールに対して成
形された。マスターと接触している未硬化シリコーンは、真空に曝露することによって脱
気され、その後７０℃で２時間にわたって硬化された。マスターツールから剥いだ後、Ｐ
ＤＭＳスタンプには、およそ１．８マイクロメートルの高さの隆起構造を含むレリーフパ
ターンが付与された。スタンプの隆起構造は、それぞれのメッシュ形状を画定する線であ
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った。スタンプをおよそ７×７センチメートルのサイズに切った。このスタンプを、「ス
タンプ１」と称する。
【００８８】
　実施例１１では、フォトレジストのパターンをガラスプレート上に配置したことを除い
て、第１のマスターツールと同様に第２のマスターツールを調製した。フォトレジストの
パターンは、六角形セル形状が、９８パーセントの開放範囲と、六角形を形成する幅２マ
イクロメートルの線とを有したことを除いて、第１のマスターツールに関して上述したも
のと同様の形状要素（六角形メッシュ）を含んでいた。このスタンプをおよそ１５×１５
センチメートルのサイズに切った。このスタンプを、「スタンプ２」と称する。
【００８９】
　インク付け
　スタンプ１は、その裏側（レリーフパターンのない平坦な表面）を、エタノール中の５
ｍＭのオクタデシルチオール（「ＯＤＴ」Ｏ０００５，ＴＣＩ　ＡＭＥＲＩＣＡ，Ｗｅｌ
ｌｅｓｌｅｙ　Ｈｉｌｌｓ，Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ）溶液に２０時間接触させるこ
とによってインク付けされた。
【００９０】
　実施例１１において、スタンプ２は、その裏側（レリーフパターンのない平坦な表面）
を、エタノール中の１０ｍＭのオクタデシルチオール溶液に２０時間接触させることによ
ってインク付けされた。
【００９１】
　スタンピング
　金属化ポリマーフィルム基材は、記載したインク付けスタンプを用いてスタンピングさ
れた。スタンピングでは、最初にフィルム試料の縁部をスタンプ表面に接触させ、次いで
直径およそ３．０センチメートルのローラーを使用して、フィルムをローラーでスタンプ
全体に接触させることにより、金属化フィルムを、上を向いたスタンプのレリーフパター
ン化表面に接触させた。ローリング工程は、実行に５秒未満を必要とした。ローリング工
程後、基材を、スタンプ１では１０秒、（実施例１１の）スタンプ２では１５秒、スタン
プと接触させた。次いで、基材がスタンプから剥がされ、工程は１秒未満を必要とした。
【００９２】
　エッチング
　スタンピング後、ＳＡＭ印刷パターンを有する金属化フィルム基材をエッチング浴内に
配置して、選択的エッチング及び金属パターン化を行った。
【００９３】
　実施例１～６及びＣ１～Ｃ４において、エッチャント溶液は、２．２５グラムのチオ尿
素（Ｔ８６５６，Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，Ｍｉｓｓｏｕｒｉ）
、８．２グラムの硝酸第２鉄（２１６８２８，Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏ
ｕｉｓ，Ｍｉｓｓｏｕｒｉ）及び１０００ミリリットルの脱イオン水を組み合わせること
により調製した。
【００９４】
　実施例７～１０において、エッチャントは、４．５グラムのチオ尿素、１６．４グラム
の硝酸第２鉄及び１０００ミリリットルの脱イオン水を組み合わせることにより調製した
。
【００９５】
　実施例１１において、エッチャントは、９．０グラムのチオ尿素、３２．８グラムの硝
酸第２鉄及び４０００ミリリットルの脱イオン水から構成されていた。
【００９６】
　実施例１～１１では、図１に示すように、バブリング振盪を有するエッチャント浴内で
、試料をエッチングした。エッチング溶液の温度は、２１℃であった。２つの異なるガス
バブラーの一方をエッチング溶液中に浸漬し、ビーカーの底部上に配置した。バブラーは
全て、フリットガラス濾板型のものであった。それぞれの場合にて、バブラー供給管を流



(15) JP 6128847 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

量計を介して空気源に接続した。空気圧はガス流量調節器により制御され、８ｐｓｉに設
定された。気流速度は、流量計（ＬＩＮＤＥ　ＦＭ　４３３４，Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉ
ｄｅ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９９９年にＤｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌにより買収）により監
視した。ＳＡＭ印刷金属化基材を、金属側を下向きにしてエッチング溶液の表面上に配置
した（表面張力によりエッチャント浴上に浮遊する）。ガラス濾板の表面と基材の表面と
の間の距離は、７０ミリメートル（即ち、バブラーから基材表面へのガス泡の移動距離は
、７０ミリメートル）であった。ガス泡はガス分散ガラス濾板を通して生成され、上方に
流れて金属表面を打ち、エッチングプロセスにて振盪した。ガス泡は、ＳＡＭ印刷金属化
基材の表面に対して略垂直方向に移動し、連続的に提供された。
【００９７】
　実施例１～１０、７センチメートル×７センチメートル未満のサイズを有する試料は、
エッチャント浴としての２リットルビーカー（即ち、直径１４センチメートル）内の１リ
ットルのエッチング溶液を使用した。４０～６０マイクロメートルの細孔サイズと、３０
ミリメートルの濾板直径とを有するガス分散ガラス濾板を使用してガス泡を生成し、流速
は１１００ｃｃ／分（即ち、面速度１５５．７ｃｍ／分）に設定した。基材表面における
泡サイズは、約２～３ミリメートルであった。基材表面における泡密度は、約７０％と概
算された。上昇する泡の速度は、４０ｃｍ／ｓを超えた。
【００９８】
　１５センチメートル×１５センチメートルの試料サイズを有する実施例１１では、円筒
形のエッチ浴（直径２５センチメートル、高さ２５センチメートル）内の４リットルのエ
ッチング溶液を使用した。１７０～２２０マイクロメートルの細孔サイズと、１０センチ
メートルの濾板直径とを有するガス分散ガラス濾板を使用してガス泡を生成し、流速は１
２２２２ｃｃ／分（即ち、面速度１５５．７ｃｍ／分）に設定した。基材表面における泡
サイズは、約２～４ミリメートルであった。基材表面における泡密度は、８０％より高い
と概算された。上昇する泡の速度は、４０ｃｍ／ｓを超えた。
【００９９】
　比較例（Ｃ－１、Ｃ－２及びＣ－３）の場合、エッチャント浴としての２リットルビー
カー内に、１リットルのエッチング溶液を用意した。エッチング溶液を、磁気撹拌棒（長
さ８センチメートル、直径１．３ｃｍ）を用いて速度約２６０ｒｐｍで撹拌した。試料を
溶液中に浸漬し、ビーカーの壁に沿って垂直に配置した。
【０１００】
　試験方法
　エッチング時間
　エッチング時間は、ＶＷＲ　Ｂｉｇ－Ｄｉｇｉｔ　Ｓｔｏｐｗａｔｃｈにより記録した
。各試料の平均エッチング速度は、金属厚さをエッチング時間で除算することにより計算
した。
【０１０１】
　パターン均一性
　選択的エッチング及び金属パターン化の後、光学顕微鏡（Ｌｅｉｃａ　ＤＦＣ　４２０
，Ｌｅｉｃａ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．，Ｂａｎｎｏｃｋｂｕｒｎ，Ｉｌｌ
ｉｎｏｉｓ）を使用して金属パターンを特徴付けた。金属パターンの線構造の幅を決定す
るために顕微鏡技術を使用した。パターン構造均一性は、前述のように決定した。
【実施例】
【０１０２】
　実施例１～１１及びＣ１～Ｃ３
　金属薄フィルムの六角形メッシュパターンを作製し、上述したように特徴付けた。金属
厚さ、エッチング時間、エッチング速度、試料の縁部及び中間部における線幅、並びにエ
ッチング均一性を、下記の表１及び２に報告する。
【０１０３】
　図２は、金属化パターンの縁部領域における線幅を示す、実施例Ｃ－３の光学顕微鏡写
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真である。
【０１０４】
　図３は、金属化パターンの中心部領域における線幅を示す、実施例Ｃ－３の光学顕微鏡
写真である。
【０１０５】
　実施例Ｃ－４は、以下の相違点を除いて、実施例Ｃ－１と同一の方法で調製した。銀の
薄フィルムの厚さは、１００ナノメートルであった。スタンピング後、印刷パターンを有
する銀基材（７．５ｃｍ×７．５ｃｍ）をエッチング溶液の表面上に、金属側を下向きに
して配置した。エッチング溶液を、磁気撹拌棒を用いて２６０回転数／分の速度で撹拌し
て、エッチングプロセスにて振盪した。１分３０秒のエッチング後、試料の縁部領域は完
全にエッチングされたが、試料の中間部領域は、この撹拌速度でエッチング溶液中に形成
された渦が、エッチャント溶液を試料の中間部領域内の金属化及びＳＡＭ印刷基材表面と
接触させなかったため、未エッチングのまま残留した。
【０１０６】

【表１】

【０１０７】
【表２】
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　＊縁部の線幅－中間部の線幅の絶対値
【０１０８】
　％均一性＝（１－（中間部領域と縁部領域との構造寸法における差の絶対値／（中間部
領域及び縁部領域のより大きい構造寸法）））×１００
【０１０９】
　ロールツーロールプロセスを用いた連続エッチング
　金属化ポリマーフィルム基材を、Ｒ２Ｒシステム内で、ポリエチレンテレフタレート「
ＰＥＴ」フィルム（Ｅ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｗ
ｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，Ｄｅｌａｗａｒｅから商標名ＴＥＩＪＩＮ　ＳＴ５０４で入手）上
に銀をスパッタコーティングすることにより調製した。ポリマーフィルム基材に、厚さ７
０ナノメートルまで、又は１２０ナノメートルまでの銀をコーティングした。次いで、銀
コーティングフィルムに、自己組織化分子（ＳＡＭ）層を、米国特許第２００９／２１８
３１０号に記載されている方法に従ってパターンにて印刷した。
【０１１０】
　エッチング実験に関しては、エッチング溶液は、脱イオン水中の０．０５Ｍ硝酸第２鉄
（ＡＣＳ試薬等級、ＧＦＳ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｐｏｗｅｌｌ，ＯＨから入手）及び０
．１Ｍチオ尿素（ＡＣＳ試薬等級、ＧＦＳ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｐｏｗｅｌｌ，ＯＨか
ら入手）からなっていた。水性加工ユニット内でウェブを液体表面レベルの直下で下向き
の配向で配置するよう構成されている一連のアイドラーである巻き出しユニットを装備し
た水性加工ユニット（ＡＳＩ　Ｍｏｄｅｌ　１０２４，Ｅｉｄｓｃｈｕｎ　Ｅｎｇｉｎｅ
ｅｒｉｎｇ，Ｃｌｅａｒｗａｔｅｒ，Ｆｌ，ＵＳＡから市販）、及び巻き取りユニットを
使用した。使用した巻き取り機及び巻き出し機は、Ｎｏｒｔｈｆｉｅｌｄ　Ａｕｔｏｍａ
ｔｉｏｎ，Ｎｏｒｔｈｆｉｅｌｄ，ＭＮから市販されているものと同様であった。加工シ
ステム（多数のサンプ及び空洞を有する）は機械的に変更されて部分浸漬ウェブ経路を提
供し、各サンプ又は空洞に出入りすることを可能にした。主空洞は、浸漬構成でのローラ
ーの中心から中心への１５ｃｍ間隔を可能にした。ローラーは、直径７ｃｍであった。浸
漬されたウェブの長さは、およそ２２．５ｃｍであった。機械的変更により、入口、主サ
ンプ空洞、第１の濯ぎ空洞、及び乾燥区画を含む、システムのそれぞれの内部区画内のウ
ェブシステムの接続が可能となった。接続は、ねじ付きパイプを、下部流体供給マニホー
ルドインレットと、マニホールドからのインレットの反対側の側板上の噴霧バーハンガー
（spray bar hangar）とに取り付けることにより形成した。システムを構成し、主サンプ
空洞（～１３２Ｌ）の上部中心に配置した３つの散布管と１つの噴霧バーとを使用して、
サンプ内での浴振盪を用意した。散布管は、サンプの静的部分（static portions）を有
さないように下部マニホールドに接続された。散布管は、流体全部が振盪され、この体積
が比較的均質であるように保つ。散布管は、供給されたポリプロピレンの１／２”（１．
３ｃｍ）ＯＤ管（tubing）であり、３つ存在する。１つはサンプのそれぞれの遠方の角部
を指し（２）、１つは流体を再循環ポンプに向かって移動させるために使用された。サン
プの遠方側からの目に見える逆流は、サンプ全域の良好な混合を示した。頂部の噴霧バー
は、サンプ空洞を通して流体を移動させることのみに使用され、ウェブの非コーティング
側に指向されているため、噴霧バーによるエッチングの可能性は存在しなかった。他の全
マニホールドインレットは閉鎖されて、更なる流れを防止した。第１の部分浸漬アイドラ
ーの底部にて、Ｅｘａｉｒエアーナイフ（長さ４５ｃｍ、モデル＃　１１００１８、３１
６ステンレス鋼、Ｅｘａｉｒ，Ｉｎｃ．，Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，ＯＨから市販）を横向
きに配置し、ウェブが動作している間、空気噴射がウェブの下方に及び水平に通過するよ
うにした。エアーナイフは、サンプを冷却及び加熱する既存のステンレス機械設備に取り
付けられた。エアーナイフは、ナイロンジップタイを使用して一時的なやり方で取り付け
られた。エアーナイフは、ウェブ経路に直交する配向で置かれた。第１の濯ぎサンプは１
組の噴霧バーの使用を組み込んで、エッチングサンプを離れた後、振盪された濯ぎ液をウ
ェブの後面上に付与することを補助し、ウェブは濯ぎ溶液中に浸漬されて、ウェブの前面
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【０１１１】
　１１４Ｌ（３０ガロン）のＤＩ水を主サンプに加え、およそ７２Ｌ（１９ガロン）のＤ
Ｉ水を第１の濯ぎサンプに加えた。１００８グラムのチオ尿素を１９Ｌ（５ガロン）バケ
ツ内の１１．４Ｌ（３ガロン）のＤＩ水に加え、磁気撹拌ステーションの補助によりオフ
ラインで数分間溶解し、チオ尿素の濃縮溶液を得た。２６７６グラムの硝酸第２鉄を１９
Ｌ（５ガロン）バケツ内の７．５Ｌ（２ガロン）のＤＩ水に加え、周期的に手動で振盪し
て溶解し、硝酸第２鉄の濃縮溶液を得た。サンプを、およそ２４℃の一定温度に維持した
。ＳＡＭ印刷パターンを有する銀コーティングフィルムウェブを巻き出しステーションの
コアチャック上に配置し、予め巻き出されたウェブ材料に接合した。チオ尿素濃縮物を主
サンプに加え、システムに備えられた揚送システムを使用して１５分間混合した。１５分
間の混合後、硝酸第２鉄濃縮物を加え、再循環により１５分間混合した。ウェブ搬送を開
始し、Ｄｗｙｅｒ流量計（Ｄｗｙｅｒ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｉｎｃ．，Ｍｉｃｈｉ
ｇａｎ　Ｃｉｔｙ，ＩＮ）で観察したおよそ４０Ｌｐｍの空気流を用いて泡を出した。エ
ッチングのためのウェブ搬送速度は、厚さ～７０ｎｍのＡｇフィルムではおよそ０．５メ
ートル／分（ＭＰＭ）（１．７５フィート／分、ＦＰＭ）、厚さ～１２０ｎｍのフィルム
では０．４ＭＰＭ（１．２５ＦＰＭ）であった。ウェブを連続的に輸送している間に泡が
止められた際に、銀上にエッチングは殆ど存在しなかったため、泡エッチングは実際に主
要なエッチング機構であることが示された。
【０１１２】
　概算のエッチング時間は、７０ｎｍの銀を有するフィルムでは２７秒、１２０ｎｍの銀
を有するフィルムでは３８秒であった。エッチング速度は、７０ｎｍの銀及び１２０ｎｍ
の銀を有するフィルムに関して、それぞれ１５６ｎｍ／分及び１８９ｎｍ／分であった。
これら２つの試料に関するエッチング均一性の百分率は、前述の等式により決定して９０
％である。
【図１】

【図２】

【図３】
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