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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬化装置であって、
　フラッシュランプを有するストローブヘッドと、
　該フラッシュランプによって生成される複数のパルスのパワー、持続期間および繰返し
レートを制御するためのストローブ制御モジュールと、
　該ストローブ制御モジュールと連携するコンベヤー制御モジュールであって、該複数の
パルスの該繰返しレートを、基板が該ストローブヘッドの下で動かされる速度にリアルタ
イムに同期させるコンベヤー制御モジュールと、
　該基板を冷却するためのエアナイフと
　を備えている、硬化装置。
【請求項２】
　前記フラッシュランプはキセノンフラッシュランプである、請求項１に記載の硬化装置
。
【請求項３】
　前記キセノンフラッシュランプは、１０μｓから１０ｍｓのパルスを１ｋＨｚまでのパ
ルス繰返しレートで生成することが可能である、請求項２に記載の硬化装置。
【請求項４】
　前記キセノンフラッシュランプのスペクトル成分は、２００ｎｍから２，５００ｎｍの
範囲に及ぶ、請求項２に記載の硬化装置。
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【請求項５】
　前記硬化装置は、前記基板から伝導を介して熱を除去するためにローラーをさらに含む
、請求項１に記載の硬化装置。
【請求項６】
　前記フラッシュランプは、水冷壁フラッシュランプである、請求項１に記載の硬化装置
。
【請求項７】
　前記硬化装置は、前記ストローブヘッドの下で前記基板を搬送するためにコンベヤーベ
ルトシステムをさらに含む、請求項１に記載の硬化装置。
【請求項８】
　前記硬化装置は、前記基板を前記コンベヤーベルトシステムに供給するために供給装置
をさらに含む、請求項７に記載の硬化装置。
【請求項９】
　前記硬化装置は、基板が前記ストローブヘッドの下で動かされる速度を感知するための
センサをさらに含む、請求項１に記載の硬化装置。
【請求項１０】
　低温基板上で薄膜を硬化させる方法であって、該方法は、
　フラッシュランプを介して所定のパワー、持続期間および繰返しレートで複数のパルス
を生成することと、
　該フラッシュランプの下で基板の層を搬送することによって、該基板の層上に位置する
膜が該フラッシュランプからの該複数のパルスによって硬化されることと
　を包含し、
　該基板の層は、該複数のパルスの該繰返しレートと同期される速度で動かされ、該膜は
、該複数のパルスから複数回の照射を受け、該膜は、エアナイフによって冷却される、方
法。
【請求項１１】
　前記基板の層は、コンベヤーベルトシステムによって搬送される、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記方法は、前記膜と前記基板の層との間に熱バリア層を挿入することをさらに含む、
請求項１０に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権主張）
　本出願は、３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ）（１）の下で、２００８年７月９日出願
の米国仮出願第６１／０７９，３３９号に対する優先権を主張し、上記米国仮出願の内容
が本明細書において参照により援用される。
【０００２】
　（発明の背景）
　（１．技術分野）
　本発明は、概して硬化システムに、とりわけ、低温で基板上の薄膜を硬化する方法に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　（２．関連技術の説明）
　印刷された電子部品は、半導体工業と印刷工業の集積である。読み物を印刷する代わり
に電子回路を印刷することの概念は、印刷業者が印刷業者の設備に対して大きな変更をな
すことなく「高値」の印刷業を行う可能性を理解し得るので、印刷業者にとって魅力的で
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ある。同様に、電子回路を印刷することは、電子回路製造業者が電子回路を比較的低コス
トで大量に製造することを可能にするので、電子回路製造業者は、電子回路を印刷するこ
との概念を同じく魅力的にとらえる。
【０００４】
　電子回路の製造期間中において、ほとんどの薄膜コーティングは、熱的に処理されるこ
とが必要であり、ほとんどの熱硬化処理の有効性は、温度と時間の積に関係する。例えば
、薄膜を硬化するための典型的なアプローチは、基板の最高使用温度に設定されたオーブ
ンの中に薄膜を設置することであり、そのような基板の上に薄膜が配置され、薄膜がある
適度な時間の量の範囲内で硬化されることを可能にする。
【０００５】
　印刷される電子回路は、典型的に大量かつ低コストに関連付けられるので、印刷される
電子回路用の基板は、シリコン、石英、ガラス、セラミック、ＦＲ４、その他などの伝統
的な基板材料の代わりに、紙またはポリマーなどの比較的安価な材料で作製されることが
必要である。しかしながら、紙またはポリマーは、シリコン、石英、ガラス、セラミック
、ＦＲ４、その他よりもかなり低い分解の温度を有し、このかなり低い温度は、より長い
薄膜の硬化時間を必要とする。例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）の最高使
用温度は１５０℃であり、この温度における銀ベースの伝導性膜に対する典型的な硬化時
間は、分のオーダーである。このような長い硬化時間は、紙またはポリマー上に電子回路
を印刷することの提案を経済上かなり非魅力的にする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、比較的高速で低温基板上の薄膜を熱的に処理するための方法および装置を
提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の好ましい実施形態に従って、硬化装置は、ストローブヘッドと、センサと、ス
トローブ制御モジュールと、コンベヤー制御モジュールとを含む。ストローブ制御モジュ
ールは、ストローブヘッド上のフラッシュランプによって生成される一組のパルスのパワ
ー、持続期間および繰返しレートを制御する。センサは、基板がストローブヘッドの下で
動かされる速度を感知する。センサによって得られる速度情報に従って、コンベヤー制御
モジュールは、ストローブ制御モジュールと共に、一組のパルスの繰返しレートと、基板
がストローブヘッドの下で動かされる速度との間にリアルタイムの同期を提供する。
【０００８】
　本発明のすべての特徴および利点は、以下の詳述された説明において明確になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　発明の好ましい使用の様式、さらなる目的、および利点のみならず、発明自体は、添付
の図面と共に読まれる場合、以下の例示的実施形態の詳細な説明への参照によって最もよ
く理解される。
【図１】図１は、本発明の好ましい実施形態に従った、硬化装置の略図である。
【図２】図２は、本発明の好ましい実施形態に従った、低温基板上の熱バリア層の略図で
ある。
【図３】図３は、本発明の好ましい実施形態に従った、図１の硬化装置内におけるエアナ
イフの略図である。
【図４】図４は、本発明の好ましい実施形態に従った、図１の硬化装置内における冷却ロ
ーラーの略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（好ましい実施形態の詳細な説明）
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　本発明に対して、硬化は熱工程として規定され、熱工程は、乾燥（溶剤の取り出し）、
粒子焼結、緻密化、化学反応開始、相変態、結晶粒成長、アニーリング、熱処理、その他
を含む。薄膜（薄膜は１００ミクロン厚未満の材料の層として規定される）はしばしば、
基板の分解温度に近いか、むしろ超える温度で処理されることが必要であるので、ポリマ
ーまたは紙などの低温基板上の材料を硬化する場合、良好な硬化を達成する際の一制限要
因は、基板の分解である。さらには、たとえ薄膜が低温で硬化され得る場合においても、
基板の低分解温度は、基板上の材料を熱的に硬化するための時間の量を増大させる。上記
の問題は、本発明の硬化装置によって克服され得る。
【００１１】
　ここで、図面および特に図１を参照すると、本発明の好ましい実施形態に従って、硬化
装置の描写された略図がある。示されているように、硬化装置１００は、コンベヤーベル
トシステム１１０、ストローブヘッド１２０、リレーラック１３０および巻き返し（ｒｅ
ｅｌ－ｔｏ－ｒｅｅｌ）供給システム１４０を含む。硬化装置１００は、低温基板１０３
上に搭載された薄膜１０２を硬化することが可能であり、低温基板１０３は、比較的高速
でコンベヤーベルトをわたって動かされている、ウェブまたは個別のシート上に据えられ
る。コンベヤーベルトシステム１１０は、基板１０３を動かすために、例えば、毎分２～
１０００フィートの速度で動作し得る。硬化装置１００は、６インチずつの増分において
、任意の幅のウェブに適応し得る。薄膜１０２は、既存の技術のうちの１つまたは組合せ
によって基板１０３上に付加され得、このような既存の技術は、スクリーン印刷、インク
ジェット印刷、グラビア、レーザー印刷、ゼログラフィ、パッド印刷、塗装、つけペン、
シリンジ、エアブラシ、フレキソ、化学気相成長（ＣＶＤ）、ＰＥＣＶＤ、蒸着、スパッ
タリング、その他などである。
【００１２】
　好ましくは水冷されるストローブヘッド１２０は、基板１０３上に位置する薄膜１０２
を硬化するために、高輝度パルス状キセノンフラッシュランプ１２１を含む。パルス状キ
セノンフラッシュランプ１２１は、異なる輝度、パルス長およびパルス繰返し周波数の光
パルスを提供し得る。例えば、パルス状キセノンフラッシュランプ１２１は、３”×６”
幅のビームパターンを有する１０μｓから１０ｍｓのパルスを１ｋＨｚまでのパルス繰返
しレートで提供し得る。パルス状キセノンフラッシュランプ１２１からの放射のスペクト
ル成分は、２００ｎｍから２，５００ｎｍの範囲に及ぶ。スペクトルは、３５０ｎｍ未満
の大部分の放射を除去するために、石英ランプをセリウムがドープされた石英ランプに置
換えることによって調節され得る。石英ランプはまた、約１４０ｎｍから約４，５００ｎ
ｍまでの放射を拡張するために、サファイアランプで置換えられ得る。フィルタもまた、
スペクトルの他の部分を除去するために付加され得る。フラッシュランプ１２１はまた、
しばしばＤｉｒｅｃｔｅｄ　Ｐｌａｓｍａ　Ａｒｃ（ＤＰＡ）アークランプといわれる水
冷壁フラッシュランプであり得る。
【００１３】
　リレーラック１３０は、調節可能な電源１３１と、コンベヤー制御モジュール１３２と
、ストローブ制御モジュール１３４とを含む。調節可能な電源１３１は、毎パルス４キロ
ジュールまでのエネルギーを有するパルスを生成し得る。調節可能な電源１３１はパルス
状キセノンフラッシュランプ１２１に接続され、パルス状キセノンフラッシュランプ１２
１からの放射の輝度は、パルス状キセノンフラッシュランプ１２１を通して流れる電流の
量を制御することによって変化され得る。
【００１４】
　調節可能な電源１３１は、パルス状キセノンフラッシュランプ１２１の放射輝度を制御
する。薄膜１０２および基板１０３の光学的特性、熱的特性および幾何学的特性に依存し
て、パルス状キセノンフラッシュランプ１２１からの放射のパワー、パルス持続期間およ
びパルス繰返し周波数は、ウェブの速度に対して電子的に調節および同期され、これによ
り、基板１０３を損傷することなく薄膜１０２の最適な硬化を可能にする。
【００１５】
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　硬化の動作期間中において、薄膜１０２のみならず基板１０３もコンベヤーベルトシス
テム１１０上に動かされている。コンベヤーベルトシステム１１０は、薄膜１０２をスト
ローブヘッド１２０の下に動かし、この場所において、薄膜１０２は、パルス状キセノン
フラッシュランプ１２１からの敏捷なパルスによって硬化される。パルス状キセノンフラ
ッシュランプ１２１からの放射のパワー、持続期間および繰返しレートは、ストローブ制
御モジュール１３４によって制御され、基板１０３がストローブヘッド１２０を通過して
動かされている速度は、コンベヤー制御モジュール１３２によって決定される。
【００１６】
　センサ１５０（センサ１５０は、機械的センサ、電気的センサまたは光学的センサであ
り得る）は、コンベヤーベルトシステム１１０のコンベヤーベルトの速度を感知するため
に利用される。例えば、コンベヤーベルトシステム１１０のコンベヤーベルト速度は、シ
ャフトエンコーダからの信号を検出することによって感知され得、シャフトエンコーダは
、動くコンベヤーベルトに接触したホイールに接続される。次に、パルス繰返しレートは
、コンベヤーベルトシステム１１０のコンベヤーベルト速度に適宜同期され得る。ストロ
ーブパルスレートｆの同期は、
【００１７】
【数１】

によって与えられ、ここで、
ｆ＝ストローブパルスレート［Ｈｚ］
Ｓ＝ウェブ速度［ｆｔ／分］
Ｏ＝オーバーラップ因数（つまり、基板によって受取られるストローブパルスの平均数）
Ｗ＝硬化ヘッド幅［ｉｎ］
である。
【００１８】
　例えば、２００ｆｔ／分のウェブ速度、５のオーバーラップ因数、および２．７５イン
チの硬化ヘッド幅で、ストローブランプのパルスレートは７２．７Ｈｚである。
【００１９】
　敏捷なパルス列を動く基板１０３と組合わせることによって、薄膜１０２の各部位が複
数のパルスに晒されるので、任意の大きなエリアに対して一様な硬化が達成され得、この
ことは、オーブンなどの連続的な硬化システムに近似する。
【００２０】
　薄膜１０２が基板１０３と直接接触する場合、その薄膜１０２の加熱は、薄膜１０２の
境界面における基板１０３の分解温度によって制限される。薄膜１０２と基板１０３との
間に基板１０３よりも高い分解の温度を有する熱バリア材料の層を設置することによって
、この影響が軽減され得、より良好な硬化が達成され得る。
【００２１】
　ここで図２を参照すると、本発明の好ましい実施形態に従って、低温基板上に付加され
た熱バリア層の描写された略図がある。示されているように、熱バリア層２０１は、薄膜
１０２と基板１０３との間に挿入される。熱バリア層２０１は、熱的にもろい基板１０３
の上の薄膜１０２をより深く硬化するために、より高いパワーの輻射パルスを可能にする
。熱バリア層２０１の使用は、より高いパワーの照射と、より僅かに高いトータルのエネ
ルギーを可能にし、このことは、より短いパルス長を有するパルスに帰結する。複数の敏
捷なパルスが使用される場合、硬化の時間スケールは、硬化処理の期間中に熱が基板１０
３から除去されることを許すレベルにまで増大する。
【００２２】
　熱バリア層２０１は、好ましくは、基板１０３よりも高い高温材料であり、さらに、基
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板１０３よりも低い熱伝導率を有する。熱バリア層２０１は、例えば、二酸化ケイ素（Ｓ
ｉＯ２）の層で作製され得る。他の材料は、シリカ粒子またはセラミック粒子を含む。シ
ラン誘導体は、これらの粒子に対して優れた高温結合剤をなす。とりわけ利便的なバリア
層は、スピンオンガラス（ＳＯＧ）であり、ＳＯＧが標準的なコーティング技術で広いエ
リアに簡便に適用され得るので、ＳＯＧは、半導体工業においてウェハ平坦化のために幅
広く使用される。ＳＯＧは、熱バリア層２０１が巻き返し処理において高い処理レートで
直列式に適用されることを可能にする。
【００２３】
　ここで図３を参照すると、本発明の好ましい実施形態に従って、図１の硬化装置１００
内におけるエアナイフの描写された略図がある。示されているように、エアナイフ３０１
は、薄膜１０２の硬化前、硬化する間、および／または硬化後において、基板１０３を冷
却するために利用される。エアナイフ３０１は、基板１０３の上部または底部から適用さ
れる。上部から適用される場合、エアナイフ３０１はまた、硬化処理期間中に薄膜１０２
から余分な溶剤を除去することを助け得る。単一のパルス（約１ｍｓ）の期間中に僅かな
対流的冷却があり得るが、この技術は、１００ｍｓを超え得る敏捷なパルス列の期間中に
おいて、実質的な冷却を提供し得る。
【００２４】
　ここで図４を参照すると、本発明の好ましい実施形態に従って、図１の硬化装置１００
内における冷却ローラーの描写された略図がある。示されているように、冷却ローラー４
０１は、基板１０３を冷却するために利用される。基板１０３は、硬化処理前、硬化処理
の期間中、または硬化処理後において、ローラー４０１の上で引かれる。ローラー４０１
は、硬化処理後に基板１０３から伝導を介して熱を除去するように機能する。ローラー４
０１を一定温度に維持するために、能動的冷却がローラー４０１に対して適用され得る。
基板１０３を予冷することを除いて、単一のパルス（約１ｍｓ）の期間中に僅かな外部の
伝導性冷却があり得るが、この技術は、１００ｍｓを超え得る敏捷なパルス列の期間中に
おいて、さらに実質的な冷却を提供し得る。
【００２５】
　記載されたように、本発明は、比較的高速で低温基板上の薄膜を熱的に処理するための
硬化装置および硬化方法を提供する。
【００２６】
　以下は、シート供給式コンベヤーを有する本発明の硬化装置を使用した硬化の一例であ
る。Ｎｏｖａｃｅｎｔｒｉｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから商業的に利用可能である銀ナ
ノ粒子の水溶性ベースのインクがインクジェットカートリッジ内へ装填され、約３００ｎ
ｍ厚で写真用紙の上に印刷された。印刷後において、インク層は、約２０，０００オーム
／□のシート抵抗を有した。写真用紙（つまり基板）は、２７℃に維持された１／４”厚
のアルミニウムプレート上に留められ、毎分１００フィートで動くコンベヤーベルト上に
設置された。硬化ランプの硬化領域は、ウェブのコンベヤー搬送方向において２．７５”
幅であり、ウェブのコンベヤー搬送方向に対して垂直に６”幅であり、結果として１０６
ｃｍ２のビームエリアになった。ストローブランプは、１４．６Ｈｚの周波数で４５０マ
イクロ秒のパルス幅を有する複数のパルスを提供するために作動され、毎パルス１．０Ｊ
／ｃｍ２と、２．２ＫＷ／ｃｍ２の平均輻射パワーを放出した。基板の各部分は、２つの
オーバーラップするパルスを受取り、トータルで２．０Ｊ／ｃｍ２のトータルエネルギー
であった。硬化のトータル時間は約０．１５秒であった。硬化後において、インク層のシ
ート抵抗は０．２５オーム／□に低減した。これは、８マイクロオーム・ｃｍの抵抗率ま
たはバルク銀の抵抗率の５倍に相当する。インク層のエリアは硬化ヘッドよりも大きかっ
たが、敏捷なパルス作用と動く基板との組合わせに起因するオーバーラップするパルスは
、任意の長さのパターンに対して一様な硬化を可能にした。対照として、従来のオーブン
硬化では、同一の膜／基板がオーブン内に（基板の最高使用温度である）１００℃で設置
され得る。硬化の３０分後において、結果として生じたシート抵抗は、１．８オーム／□
にしか到達しなかった。
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【００２７】
　本発明は、好ましい実施形態を参照して詳細に示され、および説明されたが、本発明の
意図および範囲を逸脱することなく、当業者によって、形態および詳細における様々な変
更が好ましい実施形態においてなされ得ることが理解される。
　本発明の好ましい実施形態においては、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　硬化装置であって、
　フラッシュランプを有するストローブヘッドと、
　該フラッシュランプによって生成される複数のパルスのパワー、持続期間および繰返し
レートを制御するためのストローブ制御モジュールと、
　該ストローブ制御モジュールと連携するコンベヤー制御モジュールであって、該複数の
パルスの該繰返しレートを、基板が該ストローブヘッドの下で動かされる速度にリアルタ
イムに同期させるコンベヤー制御モジュールと
　を備えている、硬化装置。
（項目２）
　前記フラッシュランプはキセノンフラッシュランプである、項目１に記載の硬化装置。
（項目３）
　前記キセノンフラッシュランプは、１０μｓから１０ｍｓのパルスを１ｋＨｚまでのパ
ルス繰返しレートで生成することが可能である、項目２に記載の硬化装置。
（項目４）
　前記キセノンフラッシュランプのスペクトル成分は、２００ｎｍから２，５００ｎｍの
範囲に及ぶ、項目２に記載の硬化装置。
（項目５）
　前記硬化装置は、前記基板を冷却するためにエアナイフをさらに含む、項目１に記載の
硬化装置。
（項目６）
　前記硬化装置は、前記基板から伝導を介して熱を除去するためにローラーをさらに含む
、項目１に記載の硬化装置。
（項目７）
　前記フラッシュランプは、Ｄｉｒｅｃｔｅｄ　Ｐｌａｓｍａ　Ａｒｃランプである、項
目１に記載の硬化装置。
（項目８）
　前記硬化装置は、前記ストローブヘッドの下で前記基板を搬送するためにコンベヤーシ
ステムをさらに含む、項目１に記載の硬化装置。
（項目９）
　前記硬化装置は、前記基板を前記コンベヤーシステムに供給するために供給装置をさら
に含む、項目８に記載の硬化装置。
（項目１０）
　前記硬化装置は、基板が前記ストローブヘッドの下で動かされる速度を感知するための
センサをさらに含む、項目１に記載の硬化装置。
（項目１１）
　低温基板上で薄膜を硬化させる方法であって、該方法は、
　フラッシュランプを介して所定のパワー、持続期間および繰返しレートで複数のパルス
を生成することと、
　該フラッシュランプの下で基板の層を搬送することによって、該基板の層上に位置する
膜が該フラッシュランプからの該複数のパルスによって硬化されることと
　を包含し、該基板の層は、該複数のパルスの該繰返しレートと同期される速度で動かさ
れ、該膜は、該複数のパルスから複数回の照射を受ける、方法。
（項目１２）
　前記基板の層は、巻き返しシステムによってコンベヤーで搬送される、項目１１に記載
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の方法。
（項目１３）
　前記方法は、前記膜と前記基板の層との間に熱バリア層を挿入することをさらに含む、
項目１１に記載の方法。

【図１】 【図２】

【図３】
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