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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属薄膜の製造方法であって、
　ａ）有機金属錯体化合物を含む金属インクを基材にコーティングまたはプリンティング
する段階と、
　ｂ）前記コーティングまたはプリンティングされた金属インクを加熱する段階と、
　ｃ）前記ｂ)の段階において、有機金属錯体化合物の還元反応により金属粒子が形成さ
れ、焼結される過程で、表面プラズモン現象によって前記金属インクの色変換が生じると
、加熱する過程と加圧工程を並行し、導電性金属薄膜を形成する段階と、を含み、
　前記加圧工程は、２０ｋｇ／ｃｍ2～５０００ｋｇ／ｃｍ2の圧力下で行われることを特
徴とする金属薄膜の製造方法。
【請求項２】
　前記圧力工程は、気体を利用する加圧方法、コンベヤーベルト、ロールまたはプレスな
どを利用する加圧圧着方法から選ばれる何れか一つ以上であることを特徴とする請求項１
に記載の金属薄膜の製造方法。
【請求項３】
　金属薄膜の製造方法であって、
　ａ）有機金属錯体化合物を含む金属インクを基材にコーティングまたはプリンティング
する段階と、
　ｂ）前記コーティングまたはプリンティングされた金属インクを加熱する段階と、
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　ｃ）前記ｂ)の段階において、有機金属錯体化合物の還元反応により金属粒子が形成さ
れ、焼結される過程で、表面プラズモン現象によって前記金属インクの色変換が生じると
、加熱する過程と減圧工程を並行し、導電性金属薄膜を形成する段階と、を含み、
　前記減圧工程は、１０-3Ｔｏｒｒ～１０-6Ｔｏｒｒの圧力下で行われることを特徴とす
る金属薄膜の製造方法。
【請求項４】
　前記有機金属錯体化合物は、下記化学式１で表される一つ以上の金属または金属化合物
と、化学式２、化学式３、または化学式４で表される一つ以上のアンモニウム化合物と、
を反応させて得られることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の金属薄膜の
製造方法。
［化学式１］

（式中、Ｍは金属または金属合金であり、ｎは１～１０の整数であり、Ｘは無いか、また
は水素、アンモニウム、酸素、硫黄、ハロゲン、シアノ、シアネート、カーボネート、ニ
トレート、ニトライト、サルフェート、ホスフェート、チオシアネート、クロレート、パ
ークロレート、テトラフルオロボレート、アセチルアセトネート、メルカプト、アミド、
アルコキシド、カルボキシレート、及びそれらの誘導体から選ばれる一つ以上の置換基か
らなる。）
［化学式２］

［化学式３］

［化学式４］

（前記Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5及びＲ6は、互いに独立して、水素、置換または非置換の
Ｃ１～Ｃ３０の脂肪族アルキル基、脂環族アルキル基、アリール基またはアラルキル基、
高分子化合物基、ヘテロ環化合物基、及びそれらの誘導体から選ばれ、前記Ｒ1とＲ2ある
いはＲ4とＲ5は、互いに連結されて環を形成してもよい。）



(3) JP 5830122 B2 2015.12.9

10

20

30

40

50

【請求項５】
　前記金属または金属化合物は、Ａｕ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｔｉ、Ｖ
、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｗ、Ｒｕ、Ｃｄ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａ
ｌ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｐｂ、Ｂｉ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ａｃ、Ｔｈ、酸化銅、酸
化亜鉛、酸化バナジウム、硫化ニッケル、塩化パラジウム、炭酸銅、塩化鉄、塩化金、塩
化ニッケル、塩化コバルト、硝酸ビズマス、アセチルアセトネート化バナジウム、酢酸コ
バルト、乳酸錫、シュウ酸マンガン、酢酸金、シュウ酸パラジウム、２－エチルヘキサン
酸銅、ステアリン酸鉄、ホルム酸ニッケル、モリブデン酸アンモニウム、クエン酸亜鉛、
ビズマスアセテート、シアン化銅、炭酸コバルト、塩化白金、塩化金酸、テトラブトキシ
チタン、ジメトキシジルコニウムジクロライド、アルミニウムイソプロポキシド、錫テト
ラフルオロボレート、タンタルメトキシド、ドデシルメルカプト化金、及びインジウムア
セチルアセトネートからなる群から選ばれる何れか一つ以上を含むことを特徴とする請求
項４に記載の金属薄膜の製造方法。
【請求項６】
　前記アンモニウム化合物のＲ1～Ｒ6は、水素、メチル、エチル、プロピル、イソプロピ
ル、ブチル、イソブチル、アミル、ヘキシル、エチルヘキシル、ヘプチル、オクチル、イ
ソオクチル、ノニル、デシル、ドデシル、ヘキサデシル、オクタデシル、ドコデシル、シ
クロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル、アリル、ヒドロキシ、メトキシ、ヒド
ロキシエチル、メトキシエチル、２－ヒドロキシプロピル、メトキシプロピル、シアノエ
チル、エトキシ、ブトキシ、ヘキシルオキシ、メトキシエトキシエチル、メトキシエトキ
シエトキシエチル、ヘキサメチレンイミン、モルホリン、ピペリジン、ピペラジン、エチ
レンジアミン、プロピレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、トリエチレンジアミン、
ピロール、イミダゾール、ピリジン、カルボキシメチル、トリメトキシシリルプロピル、
トリエトキシシリルプロピル、フェニル、メトキシフェニル、シアノフェニル、フェノキ
シ、トリル、ベンジル及びその誘導体、そしてポリアリルアミンやポリエチレンイミンの
ような高分子化合物及びその誘導体からなる群から選ばれる何れか一つ以上を含むことを
特徴とする請求項４に記載の金属薄膜の製造方法。
【請求項７】
　金属薄膜の製造方法であって、
　ａ）有機金属錯体化合物を含む金属インクを基材にコーティングまたはプリンティング
する段階と、
　ｂ）前記コーティングまたはプリンティングされた金属インクを加熱する段階と、
　ｃ）前記ｂ)の段階において、有機金属錯体化合物の還元反応により金属粒子が形成さ
れ、焼結される過程で、表面プラズモン現象によって前記金属インクの色が青色または黄
色に変換すると、加熱する過程と加圧工程を並行する、導電性金属薄膜を形成する段階と
、を含み、
　前記加圧工程は、２０ｋｇ／ｃｍ2～５０００ｋｇ／ｃｍ2の圧力下で行われることを特
徴とする金属薄膜の製造方法。                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属薄膜の製造方法に関し、より詳細には、有機金属錯体化合物（Ｏｒｇａ
ｎｉｃ　Ｍｅｔａｌ　Ｃｏｍｐｌｅｘ）を含む金属インクを基材にコーティングまたはプ
リンティングした後、焼成過程中に圧力工程を必須に並行して金属薄膜を製造する方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属薄膜は、電気電子部品の回路での鉛使用の規制及び低抵抗金属配線、印刷回路基板
（ＰＣＢ）、軟性回路基板（ＦＰＣ）、無線認識（ＲＦＩＤ）タグ（ｔａｇ）用アンテナ
、電磁波遮蔽、及びプラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、液晶ディスプレイ（ＴＦＴ－ＬＣ



(4) JP 5830122 B2 2015.12.9

10

20

30

40

50

Ｄ）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、フレキシブルディスプレイ及び有機薄膜トラン
ジスタ（ＯＴＦＴ）などのような新しい分野において、金属薄膜パターンが必要な場合や
電極を簡単に形成しようとする場合に有用であるため、最近その関心が高まっている。
【０００３】
　一般的に金属薄膜を形成するために用いられる方法は、パターンを形成するために金属
を蒸着及びスパッタリング（Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ）するか、または金属が含まれている
インクをスピンコーティング（Ｓｐｉｎ　ｃｏａｔｉｎｇ）して金属を積層した後、露光
及び現像によるフォトレジスト（Ｐｈｏｔｏ　Ｒｅｓｉｓｔ）工程を経て所望のパターン
を形成した後、エッチングを行って間接的に製造する方法がある。しかし、上記の方法は
工程が複雑であり、多層のパターンを形成するに適しておらず、基板サイズの大型化によ
る真空蒸着装備の開発の限界、またパターンの形成時に生じる不要な物質による環境問題
が発生している。
【０００４】
　近年、このような問題を解消するために、日本特許公開公報２００４－２２１００６号
（２００４．８．５）、日本特許公開公報２００４－２７３２０５号（２００４．９．３
０）には、ナノ粒子、粉末またはフレーク状の金属とバインダー樹脂や溶剤を用いて金属
ペースト状にして使用することが開示されており、Ｃｈｅｍ．Ｍａｔｅｒ．、１５、２２
０８（２００３）、日本公開特許特開平第１１－３１９５３８号、日本公開特許第２００
４－２５６７５７号、及び米国特許第４，７６２，５６０号には、硝酸銀や塩化金酸（ｈ
ｙｄｒｏｇｅｎ　ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏａｕｒａｔｅ）、または硫酸銅のような金属化
合物を水溶液または有機溶媒内で他の化合物と反応させ、コロイドや微小粒子を形成して
使用することが開示されている。しかしながら、このような方法は、高い製造コスト、複
雑な工程、低い安定性、及び高い焼成温度により、多様な種類の基板に使用するに制限が
あるなどの多くの問題点を有している。また、韓国特許第２００５－００６１２８５号に
は、基板に光触媒化合物を利用して潜在パターンを形成した後、所望の金属でメッキ処理
して金属パターンを形成する方法が記載されているが、潜在パターンの活性時間が短く、
連続工程に適していないという欠点がある。
【０００５】
　上記の欠点を解消するために、金属パターンを形成した後に熱圧着工程を行う例として
、韓国特許第２００２－００８１８２２号には、金属印刷パターンを熱処理で焼成した後
、熱圧着工程を行う方法が記載されているが、これもまた、金属薄膜を形成するにあたり
、緻密な組職を形成するには限界がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みて発明されたものであり、有機金属錯体化合物（Ｏｒｇ
ａｎｉｃ　Ｍｅｔａｌ　Ｃｏｍｐｌｅｘ）を含む金属インクを基材にコーティングまたは
プリンティングした後、焼成過程中の特定段階で、圧力工程を必須に並行する導電性金属
薄膜の製造方法を提供することを目的とする。
【０００７】
　また、本発明は、焼成過程中の特定段階で、圧力工程を必須に並行することにより、伝
導性、反射率及び厚均一性などの薄膜特性を向上させるだけでなく、金属薄膜の形成時間
を大きく短縮することができる金属パターンの形成方法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】
【０００８】
　本発明は、金属薄膜の特性を向上させるだけでなく、金属薄膜の形成時間を大きく短縮
することができる効率的かつ優れた品質の金属薄膜を提供する。
【０００９】
　本発明の金属薄膜の製造方法は、伝導性、反射率及び厚均一性などの薄膜特性を向上さ
せるだけでなく、金属薄膜の形成時間を大きく短縮ことができる金属薄膜を提供する。
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【００１０】
　以下、本発明をより詳細に説明する。
【００１１】
　本発明の金属薄膜の製造方法であって、
　ａ）有機金属錯体化合物を含む金属インクを基材にコーティングまたはプリンティング
する段階と、
　ｂ）前記ａ）段階の後、金属インクを焼成して金属粒子が形成される過程中に圧力工程
を並行し、導電性金属薄膜を形成する段階と、を含むことを特徴とする金属薄膜の製造方
法を提供する。
【００１２】
　前記ａ）段階の有機金属錯体化合物を含む金属インクを基材にコーティングまたはプリ
ンティングする段階は、有機金属錯体化合物を含む金属インクを基材にコーティングまた
はプリンティングする段階である。前記有機金属錯体化合物を含む金属インクを用いる理
由は、後述する焼成過程中に金属薄膜を形成する金属粒子が粒子化される段階から圧力工
程を行うためであり、また、安定性及び溶媒に対する溶解性に優れ、比較的低い温度で分
解されるため、金属パターンを容易に形成することができるという長所を有するためであ
る。
【００１３】
　前記有機金属錯体化合物の種類は特に限定されず、金属インク内で有機金属の形態で存
在し、焼成過程中に有機物質が分解されて金属粒子を形成する有機金属錯体化合物であれ
ば、本発明の目的を果たすことができる。
【００１４】
　特に、本願出願人によって出願された韓国特許出願第２００５－３４３７１号に開示さ
れた特殊な構造を有する有機金属錯体化合物を含む金属インクを用いることが、金属薄膜
の厚均一性及び優れた伝導性、低い焼成温度を有し、焼成後に伝導性物質以外の残留物が
ないため好ましい。
【００１５】
　前記金属錯体化合物を含む金属インクの製造は、本願出願人が、金属化合物と、アンモ
ニウムカルバメート系化合物、アンモニウムカーボネート系化合物、またはアンモニウム
バイカーボネート系化合物から選ばれる１種または２種以上の混合物と、を反応させるこ
とにより金属（アンモニウムカルバメート系化合物、アンモニウムカーボネート系化合物
、またはアンモニウムバイカーボネート系化合物）複合体を製造し、これを含む金属イン
クを製造することであり、本発明でも同様の製造方法を用いた。
【００１６】
　前記金属錯体化合物を含む金属インクは、下記化学式１で表される一つ以上の金属また
は金属化合物と、化学式２、化学式３、または化学式４で表される一つ以上のアンモニウ
ム化合物と、を反応させて得られる金属錯体化合物を含むことを特徴とする。
【００１７】
［化学式１］

（式中、Ｍは金属または金属合金であり、ｎは１～１０の整数であり、Ｘは無いか、また
は水素、アンモニウム、酸素、硫黄、ハロゲン、シアノ、シアネート、カーボネート、ニ
トレート、ニトライト、サルフェート、ホスフェート、チオシアネート、クロレート、パ
ークロレート、テトラフルオロボレート、アセチルアセトネート、メルカプト、アミド、
アルコキシド、カルボキシレート、及びそれらの誘導体から選ばれる一つ以上の置換基か
らなる。）
【００１８】
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［化学式２］

【００１９】
［化学式３］

【００２０】
［化学式４］

（前記Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5及びＲ6は、互いに独立して、水素、置換または非置換の
Ｃ１～Ｃ３０の脂肪族アルキル基、脂環族アルキル基、アリール基またはアラルキル基、
高分子化合物基、ヘテロ環化合物基、及びそれらの誘導体から選ばれ、前記Ｒ1とＲ2ある
いはＲ4とＲ5は、互いに連結されて環を形成してもよい。）
【００２１】
　前記化学式１の化合物は具体的に、例えば、ｎが１で、Ｘがない場合は、Ａｕ、Ｃｕ、
Ｚｎ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｔｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｗ、
Ｒｕ、Ｃｄ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｌ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｐｂ、Ｂ
ｉ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ａｃ、Ｔｈなどのような金属またはそれらの合金が挙げられ、その他の
金属化合物としては、例えば、酸化銅、酸化亜鉛、酸化バナジウム、硫化ニッケル、塩化
パラジウム、炭酸銅、塩化鉄、塩化金、塩化ニッケル、塩化コバルト、硝酸ビズマス、ア
セチルアセトネート化バナジウム、酢酸コバルト、乳酸錫、シュウ酸マンガン、酢酸金、
シュウ酸パラジウム、２－エチルヘキサン酸銅、ステアリン酸鉄、ホルム酸ニッケル、モ
リブデン酸アンモニウム、クエン酸亜鉛、ビズマスアセテート、シアン化銅、炭酸コバル
ト、塩化白金、塩化金酸、テトラブトキシチタン、ジメトキシジルコニウムジクロライド
、アルミニウムイソプロポキシド、錫テトラフルオロボレート、タンタルメトキシド、ド
デシルメルカプト化金、インジウムアセチルアセトネート及びその誘導体などが挙げられ
るが、特にこれに限定されるものではない。
【００２２】
　また、化学式２、化学式３、または化学式４において、前記Ｒ1～Ｒ6は具体的に、例え
ば、水素、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、アミル、ヘ
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キシル、エチルヘキシル、ヘプチル、オクチル、イソオクチル、ノニル、デシル、ドデシ
ル、ヘキサデシル、オクタデシル、ドコデシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シク
ロヘキシル、アリル、ヒドロキシ、メトキシ、ヒドロキシエチル、メトキシエチル、２－
ヒドロキシプロピル、メトキシプロピル、シアノエチル、エトキシ、ブトキシ、ヘキシル
オキシ、メトキシエトキシエチル、メトキシエトキシエトキシエチル、ヘキサメチレンイ
ミン、モルホリン、ピペリジン、ピペラジン、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、
ヘキサメチレンジアミン、トリエチレンジアミン、ピロール、イミダゾール、ピリジン、
カルボキシメチル、トリメトキシシリルプロピル、トリエトキシシリルプロピル、フェニ
ル、メトキシフェニル、シアノフェニル、フェノキシ、トリル、ベンジル及びその誘導体
、そしてポリアリルアミンやポリエチレンイミンのような高分子化合物及びその誘導体な
どが挙げられるが、特にこれに限定されるものではない。
【００２３】
　化合物は具体的に、例えば、化学式２のアンモニウムカルバメート系化合物は、アンモ
ニウムカルバメート、エチルアンモニウムエチルカルバメート、イソプロピルアンモニウ
ムイソプロピルカルバメート、ｎ－ブチルアンモニウムｎ－ブチルカルバメート、イソブ
チルアンモニウムイソブチルカルバメート、ｔ－ブチルアンモニウムｔ－ブチルカルバメ
ート、２－エチルヘキシルアンモニウム２－エチルヘキシルカルバメート、オクタデシル
アンモニウムオクタデシルカルバメート、２－メトキシエチルアンモニウム２－メトキシ
エチルカルバメート、２－シアノエチルアンモニウム２－シアノエチルカルバメート、ジ
ブチルアンモニウムジブチルカルバメート、ジオクタデシルアンモニウムジオクタデシル
カルバメート、メチルデシルアンモニウムメチルデシルカルバメート、ヘキサメチレンイ
ミンアンモニウムヘキサメチレンイミンカルバメート、モルホリニウムモルホリンカルバ
メート、ピリジニュムエチルヘキシルカルバメート、トリエチレンジアミニウムイソプロ
ピルカルバメート、ベンジルアンモニウムベンジルカルバメート、トリエトキシシリルプ
ロピルアンモニウムトリエトキシシリルプロピルカルバメートなどが挙げられ、前記化学
式３のアンモニウムカーボネート系化合物は、アンモニウムカーボネート、エチルアンモ
ニウムエチルカーボネート、イソプロピルアンモニウムイソプロピルカーボネート、ｎ－
ブチルアンモニウムｎ－ブチルカーボネート、イソブチルアンモニウムイソブチルカーボ
ネート、ｔ－ブチルアンモニウムｔ－ブチルカーボネート、２－エチルヘキシルアンモニ
ウム２－エチルヘキシルカーボネート、２－メトキシエチルアンモニウム２－メトキシエ
チルカーボネート、２－シアノエチルアンモニウム２－シアノエチルカーボネート、オク
タデシルアンモニウムオクタデシルカーボネート、ジブチルアンモニウムジブチルカーボ
ネート、ジオクタデシルアンモニウムジオクタデシルカーボネート、メチルデシルアンモ
ニウムメチルデシルカーボネート、ヘキサメチレンイミンアンモニウムヘキサメチレンイ
ミンカーボネート、モルホリンアンモニウムモルホリンカーボネート、ベンジルアンモニ
ウムベンジルカーボネート、トリエトキシシリルプロピルアンモニウムトリエトキシシリ
ルプロピルカーボネート、トリエチレンジアミニウムイソプロピルカーボネートなどが挙
げられ、前記化学式４のアンモニウムバイカーボネート系化合物は、アンモニウムバイカ
ーボネート、イソプロピルアンモニウムバイカーボネート、ｔ－ブチルアンモニウムバイ
カーボネート、２－エチルヘキシルアンモニウムバイカーボネート、２－メトキシエチル
アンモニウムバイカーボネート、２－シアノエチルアンモニウムバイカーボネート、ジオ
クタデシルアンモニウムバイカーボネート、ピリジニウムバイカーボネート、トリエチレ
ンジアミニウムバイカーボネートなどが挙げられる。
【００２４】
　上述したように製造されたアンモニウムカルバメート系、アンモニウムカーボネート系
、またはアンモニウムバイカーボネート系化合物と、金属または金属化合物と、を反応さ
せて金属錯体化合物を製造する。本発明で用いるインク組成物は、前記金属錯体化合物、
及び金属や非金属化合物、または少なくとも一つ以上のそれらの混合物の他に、必要に応
じて、溶媒、安定剤、分散剤、バインダー樹脂（ｂｉｎｄｅｒ　ｒｅｓｉｎ）、離型剤、
還元剤、界面活性剤（ｓｕｒｆａｃｔａｎｔ）、湿潤剤（ｗｅｔｔｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）
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、チキソ剤（ｔｈｉｘｏｔｒｏｐｉｃ　ａｇｅｎｔ），またはレベリング（ｌｅｖｅｌｌ
ｉｎｇ）剤のような添加剤などを含むことができる。
【００２５】
　前記金属インクに含まれる溶媒は、水、アルコール、グリコール、アセテート、エーテ
ル、ケトン、脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素，またはハロゲン化炭化水素系の溶媒から
選んで用いることができ、具体的には、水、メタノール、エタノール、イソプロパノール
、１－メトキシプロパノール、ブタノール、エチルヘキシルアルコール、テルピネオール
、エチレングリコール、グリセリン、エチルアセテート、ブチルアセテート、メトキシプ
ロピルアセテート、カルビトールアセテート、エチルカルビトールアセテート、メチルセ
ロソルブ、ブチルセロソルブ、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、メ
チルエチルケトン、アセトン、ジメチルホルムアミド、１－メチル－２－ピロリドン、ジ
メチルスルホキシド、ヘキサン、ヘプタン、ドデカン、パラフィンオイル、ミネラルスピ
リット、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロホルム、メチレンクロライド、カーボン
テトラクロライド、及びアセトニトリルから選ばれる一つ以上を用いることができる。
【００２６】
　本発明に用いられる基材は、本発明の特徴に符合するものであれば如何なるものであっ
てもよい。例えば、ポリイミド（ＰＩ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリ
エチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルスルフォン（ＰＥＳ）、ナイロン（Ｎｙ
ｌｏｎ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリエーテルエーテルケトン（Ｐ
ＥＥＫ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（
ＰＰ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）などのようなプラスチッ
ク類、各種アクリル、ウレタン、フッ素、シリコーンエポキシ、ビニル樹脂などのような
樹脂類、ブチルゴム、クロロプレンゴム、ＳＢＲ、ＥＰＲ、ＳＩＳゴムなどのようなゴム
材料、ガラス、シリカ、アルミナ、酸化チタン、ジルコニア、セリア、粘土（ｃｌａｙ）
、石（ｓｔｏｎｅ）、タルク（ｔａｌｃ）、雲母（ｍｉｃａ）などのような各種セラミッ
ク材料、アルミニウムや銅、ニッケル、鉄、亜鉛、ステンレス、黄銅のような各種金属、
または合金材料、炭素、黒鉛、炭素ナノチューブ、ケイ素、硫黄、塩、硫酸バリウムなど
のような非金属、または金属塩化合物、合成紙、印画紙、包装紙、段ボールなどのような
各種紙類、及びこれら材料を複合した各種複合材料（ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ）などを用いる
ことができ、特に制限する必要はない。また、前記基材の形態や形状は、粉（ｐｏｗｄｅ
ｒ）、フレーク（ｆｌａｋｅ）、ビード（ｂｅａｄ）、ボール（ｂａｌｌ）、繊維（ｆｉ
ｂｅｒ）、フィルム（ｆｉｌｍ）、箔（ｆｏｉｌ）、シート（ｓｈｅｅｔ）、チップ（ｃ
ｈｉｐ）、ロッド（ｒｏｄ）、ワイヤ（ｗｉｒｅ）、針（ｎｅｅｄｌｅ）、ウィスカ（ｗ
ｈｉｓｋｅｒ）などが用いられることができ、特にこれに限定されるものではない。
【００２７】
　前記金属錯体化合物を含む金属インクのコーティングやプリンティング方法は、インク
の物性及び基材の形態に応じて、スピン（ｓｐｉｎ）コーティング、ロール（ｒｏｌｌ）
コーティング、スプレーコーティング、ディップ（ｄｉｐ）コーティング、フロー（ｆｌ
ｏｗ）コーティング、コンマコーティング、キスコーティング、ダイ（ｄｉｅ）コーティ
ング、ドクターブレード（ｄｏｃｔｏｒ　ｂｌａｄｅ）、ディスペンシング（ｄｉｓｐｅ
ｎｓｉｎｇ）、インクジェット、オフセット、スクリーン、パッド（ｐａｄ）、グラビア
（ｇｒａｖｏｕｒ）、フレキソ（ｆｌｅｘｏｇｒａｐｈｙ）、ステンシル、インプリンテ
ィング（ｉｍｐｒｉｎｔｉｎｇ）、ゼログラフィー（ｘｅｒｏｇｒａｐｈｙ）、リソグラ
フィー（ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ）、流動層（ｆｌｕｉｄｉｚｅｄ　ｂｅｄ）コーティン
グ、ＡＬＤ（ａｔｏｍｉｃ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）コーティング、ＣＶＤ
（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、ＰＶＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）イオンプラズマコーティング、静電（ｅｌｅｃｔ
ｒｏｓｔａｔｉｃ）コーティング、電着（ｅｌｅｃｔｒｏ－ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）コー
ティングなど、本発明に符合するものであれば、特にこれに限定されるものではない。
【００２８】
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　一方、上記の方法を用いてコーティングまたはプリンティングする場合、厚さは特に制
限する必要はないが、通常１ナノ～１００ミクロンが好ましく、１０ナノ～５０ミクロン
がさらに好ましい。プリンティングの厚さは、金属インクの濃度、プリンティング量また
は速度などを制御することにより調節することができる。
【００２９】
　前記ａ）段階の後、金属インクを焼成して金属粒子が形成される過程中に圧力工程を並
行し、導電性金属薄膜を形成する段階は、前記金属インクを基材にコーティングまたはプ
リンティングした後、焼成過程中に、金属粒子が形成される時点で圧力工程を並行して金
属薄膜を形成する段階である。
【００３０】
　前記焼成方法としては、コーティングまたはプリンティングした後、酸化または還元処
理や熱処理、熱風、マイクロウェーブ、赤外線、紫外線、電子線、レーザーなどを用いる
ことができ、前記焼成過程中に、加圧または減圧のような圧力工程を並行して導電性金属
薄膜を形成する。
【００３１】
　上記のように、コーティングまたはプリンティングした後、焼成過程中に圧力を加える
具体的な方法としては、空気や窒素のような気体を利用する加圧方法、コンベヤーベルト
、ロールまたはプレスなどを利用する加圧圧着方法、真空チャンバを利用する方法、ガス
を噴射する方法など、薄膜に直接または間接的な方法により圧力を加えられる全ての方法
を用いることができる。
【００３２】
　上記のように圧力工程を行う時点は、金属インクをコーティングまたはプリンティング
した後、焼成工程が行われている時点であれば無理ないが、揮発性の液状が殆ど除去され
、圧力工程によって金属薄膜の形状が滲まない時点であることが好ましい。例えば、本発
明の金属インクの製造方法において、透明な銀錯体インクをスピンコーティングした後、
摂氏１２０℃以上の熱風乾燥オーブンで焼成する過程を説明すると、インクの構成要素の
うち揮発性の溶媒と常温で安定した錯体を構成する物質が、温度が上昇するにつれて分解
または揮発されて銀ナノ粒子が形成され、これらが相互間の焼結過程を経るにつれて粒子
サイズが大きくなり、金属薄膜化される過程で表面プラズモン現像によって色相が発現さ
れるが、本発明の場合、大きく褐色－青色－黄色－銀色の過程を経る。即ち、銀粒子が形
成される時点では褐色が発現され、焼成が進むにつれて粒子サイズによって色相が変化し
、結局、銀粒子成長が終了すると銀色が発現する。
【００３３】
　上記の例示のように金属粒子が生成される時点で圧力工程を並行して最終的に焼成する
と、焼成が終了した後に圧力工程を行う場合より金属密度が緻密で伝導度に優れており、
表面粗さが均一で反射率に優れた金属薄膜を形成することができる。このような効果が示
されるもっとも主な要因は、上記の圧力工程を行うことにより、焼成過程中に生成された
り既に金属インクに存在する金属ナノ粒子相互間の焼結過程がより迅速に進められ、結果
的にシナジー効果が極大化されるためである。
【００３４】
　前記圧力工程の温度は、基材の特性を考慮して基材と金属薄膜が損傷されないように、
通常５０～６００℃、好ましくは８０～５００℃、もっとも好ましくは１００～５００℃
の範囲が好ましい。さらに、前記範囲内の低温と高温で、２段階以上の圧力工程を行うこ
とも薄膜の均一性の点で好ましい。例えば、８０～１５０℃で５秒間、さらに１５０～３
００℃で１５秒間圧力工程を行うことが好ましい。また、前記圧力工程は加圧工程または
減圧工程を用いて行うことができ、必要に応じて同時に行うことができる。加圧工程また
は減圧工程の圧力は、基材の特性を考慮して基板及び金属薄膜パターンが損傷されないよ
うに、加圧工程は０．０９８ＭＰａ（１Ｋｇ／ｃｍ2）～４９０ＭＰａ（５０００Ｋｇ／
ｃｍ2）の範囲が好ましく、減圧工程は１３３×１０2Ｐａ（１０2Ｔｏｒｒ）～１３３×
１０-6Ｐａ（１０-6Ｔｏｒｒ）の範囲が好ましい。
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【００３５】
　焼成された金属薄膜の厚さは特に制限する必要はないが、０．００５～２０ミクロン、
好ましくは０．０１～１５ミクロン、さらに好ましくは０．０５～５ミクロンである。
【００３６】
　上記の金属薄膜の厚さ、電気伝導度、反射率、表面粗さ、付着力などは、圧力工程の温
度、圧力、及び時間により調節することができる。
【発明の効果】
【００３７】
　上述したように、金属粒子が生成される時点で圧力工程を並行し、最終的に焼成して製
造した本発明による金属薄膜は、焼成過程中に生成されたり既に金属インクに存在する金
属ナノ粒子相互間の焼結過程がより迅速に進められるため、金属密度が緻密で伝導度に優
れており、表面粗さが均一で反射率に優れる。
【００３８】
　また、本発明による導電性金属薄膜の製造方法は、伝導性や反射率及び厚均一性などの
薄膜特性を向上させるだけでなく、金属薄膜の形成時間を大きく短縮することができる長
所がある。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】実施例１に従って、圧力工程を並行して製造した金属薄膜の表面をＳＥＭで観察
した写真である。
【図２】比較例１に従って、焼成工程のみで製造した金属薄膜の表面をＳＥＭで観察した
写真である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、実施例を利用して本発明をより具体的に説明する。但し、下記実施例は本発明を
例示するものに過ぎず、本発明の特許請求範囲がこれによって限定されるものではない。
【００４１】
［製造例１］金属インク１の製造
　撹拌器付きの２５０ｍｌのシュレンク（Ｓｃｈｌｅｎｋ）フラスコにモル比で７：３の
２－エチルヘキシルアンモニウム２－エチルヘキシルカルバメートとブチルアンモニウム
ブチルカルバメートとが混合されている粘性の液体３４．８９ｇ（１２９．８ミリモル）
を入れ、酸化銀（アルドリッチ社製）１２．０３ｇ（５１．９２ミリモル）を添加して常
温で２時間撹拌しながら反応させた。反応が進むにつれて、黒色の懸濁液（Ｓｌｕｒｒｙ
）から、着化合物が生成されることによって色が薄くなり、最終的には黄色の透明な液状
銀錯体化物４６．９２ｇを得て、熱分析（ＴＧＡ）した結果、銀含量は２３．６５重量％
であった。この銀錯体溶液をＩＰＡで希薄し、銀含量が１０重量％、粘度が１４ｃｐｓで
ある金属インク溶液１を製造した。
【００４２】
［製造例２］金属インク２の製造
　撹拌器付きの２５０ｍｌのシュレンク（Ｓｃｈｌｅｎｋ）フラスコに製造例１で製造さ
れた金属インク５８．９３ｇと銀ナノ粒子（Ｆｅｒｒｏ社製）４１．０７ｇとを入れ、常
温で３０分間１次撹拌する。撹拌された液体を３本ロ－ルミルを用いて２次撹拌し、銀含
量が５５重量％、粘度が６０００ｃｐｓ（Ｂｒｏｏｋ　ｆｉｅｌｄ　ＤＶII　ｐｒｏ、１
５ｓｐｉｎｄｌｅ、５０ｒｐｍ）である金属インク２を製造した。
【００４３】
［製造例３］金属インク３の製造
　撹拌器付きの２５０ｍｌのシュレンク（Ｓｃｈｌｅｎｋ）フラスコに塩化ニッケル（Ｉ
Ｉ）－６水化物１．００ｇ（７．７１ミリモル）を５．００ｍｌの水溶液に溶解させた後
、粘性のある液体である２－エチルヘキシルアンモニウム２－エチルヘキシルカルバメー
ト５．８３ｇ（１９．２７ミリモル）を１０．００ｍｌのベンゼンに溶解させた溶液を塩
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化ニッケル（ＩＩ）水溶液に添加して、常温で２時間激しく撹拌して反応させた。反応が
進むにつれて、緑色の懸濁液（Ｓｌｕｒｒｙ）から白色に変化した。反応が終わった後、
無色透明の水溶液相と緑色透明の有機溶媒相を分離し、有機溶媒相のみを抽出して真空下
で溶媒を全て除去すると、濃い緑色のニッケル錯体化合物４．７３ｇが得られ、これを熱
分析（ＴＧＡ）した結果、ニッケル含量は１４．５４重量％であった。この錯体溶液をＩ
ＰＡで希薄し、ニッケル含量が１０重量％、粘度が１７ｃｐｓである金属インク溶液３を
製造した。
【００４４】
［製造例４］金属インク４の製造
　撹拌器付きの２５０ｍｌのシュレンク（Ｓｃｈｌｅｎｋ）フラスコに塩化パラジウム１
．００ｇ（５．６４ミリモル）を５．００ｍｌの水溶液に溶解させた後、粘性のある液体
である２－エチルへキシルアンモニウム２－エチルヘキシルカルバメート１．７１ｇ（１
６．９２ミリモル）を５．００ｍｌのエチルアセテートに溶解させた溶液を塩化パラジウ
ム（ＩＩ）水溶液に添加し、常温で２時間激しく撹拌して反応させた。反応が進むにつれ
て、赤色の懸濁液（Ｓｌｕｒｒｙ）から無色に変化した。反応が終わった後、無色透明の
水溶液相と無色透明の有機溶媒相を分離し、有機溶媒相のみを抽出して真空下で溶媒を全
て除去すると、黄色透明のパラジウム錯体化合物２．２２ｇが得られ、これを熱分析（Ｔ
ＧＡ）した結果、パラジウム含量は１０．８０重量％であった。この錯体溶液をメタノー
ルで希薄し、パラジウム含量が８．５％、粘度が２５ｃｐｓである金属インク溶液４を製
造した。
【００４５】
［実施例１］
　導電性金属薄膜の製造のための金属薄片を製造するために、横縦５ｃｍのＰＥＴフィル
ムを準備し、まずエタノールを利用して表面の埃を除去した後、乾燥器で５０℃で５分間
乾燥した。このＰＥＴフィルム上に５ｍｌの上記製造例１で製造された金属インク１を注
ぎ、スピンコーターを用いて５００ｒｐｍで２０秒間回転させてＰＥＴ表面にコーティン
グした後、７秒間１３０℃の熱処理工程を行って金属薄膜の色が青色を示す時点で、２０
Ｋｇ／ｃｍ2の熱圧着機を利用して１４０℃で４５秒間加圧工程を並行し、最終的に焼成
が終了した銀色の金属薄膜を製造した。製造された金属薄膜の面抵抗値及び反射率の結果
を表１に示した。
【００４６】
［比較例１］導電性金属薄膜を製造するために、横縦５ｃｍのＰＥＴフィルムを準備し、
まずエタノールを利用して表面の埃を除去した後、乾燥器で５０℃で５分間乾燥した。こ
のＰＥＴフィルム上に５ｍｌの上記製造例１で製造された金属インク１を注ぎ、スピンコ
ーターを用いて５００ｒｐｍで２０秒間回転させてＰＥＴ表面にコーティングした後、３
分間１５０℃で焼成して銀色の金属薄膜を製造した後、２０Ｋｇ／ｃｍ2の圧力の熱圧着
機を利用して１４０℃で４５秒間熱圧着して金属薄膜を製造した。製造された金属薄膜の
表面をＳＥＭで確認し、面抵抗値及び反射率の結果を図１及び表１に示した。
【００４７】
【表１】

１．圧力工程を開始する時点での金属薄膜の色
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２．金属薄膜を形成した後の面抵抗値（測定装備：ＣＭＴ－ＳＲ／１０００Ｎ／４　ｐｒ
ｏｂｅ　ｔｙｐｅ）
３．金属薄膜を形成した後の反射率（測定装備：Ｃａｒｙ５０００　ＵＶ－Ｖｉｓ－ＮＩ
Ｒ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ）
【００４８】
　図１及び上記表１から確認できるように、焼成過程中に圧力工程を行うことにより、焼
成過程中に生成されたり既に金属インクに存在する金属ナノ粒子相互間の焼結過程がより
迅速に進められるため、金属密度が緻密で面抵抗値が０．１程度に低下し、表面粗さが均
一で反射率が３．４％程度向上した、優れた金属薄膜を製造することができる。
【００４９】
［実施例２］
　導電性金属薄膜を製造するために、ガラス板（ｇｌａｓｓ　ｐｌａｔｅ）を準備し、ま
ずエタノールを利用して表面の埃を除去した後、乾燥器で５０℃で５分間乾燥した。この
ガラス板上に、上記製造例２で製造された金属インク２を４００メッシュ（ｍｅｓｈ）の
スクリーンプリンティングを利用して印刷した後、１０秒間１３０℃の熱処理工程を行っ
て金属薄膜の色が黄色を示す時点で、７０Ｋｇ／ｃｍ2の圧力の熱圧着機を利用して１５
０℃で３０秒間熱圧着し、最終的に焼成された金属薄膜を製造した。製造された金属薄膜
の表面をＳＥＭで確認し、面抵抗値及び反射率の結果を表２に示した。
【００５０】
［比較例２］
　導電性金属薄膜を製造するために、ガラス板（ｇｌａｓｓ　ｐｌａｔｅ）を準備し、ま
ずエタノールを利用して表面の埃を除去した後、乾燥器で５０℃で５分間乾燥した。この
ガラス板上に、上記製造例２で製造された金属インク２を４００メッシュ（ｍｅｓｈ）の
スクリーンプリンティングを利用して印刷した後、３分間１５０℃で焼成して銀色の金属
薄膜を製造した後、７０Ｋｇ／ｃｍ2の圧力の熱圧着機を利用して１５０℃で３０秒間熱
圧着し、金属薄膜を製造した。製造された金属薄膜の面抵抗値及び反射率の結果を表２に
示した。
【００５１】

【表２】

１．圧力工程を開示する時点での金属薄膜の色
２．金属薄膜を形成した後の面抵抗値（測定装備：ＣＭＴ－ＳＲ／１０００Ｎ／４　ｐｒ
ｏｂｅ　ｔｙｐｅ）
３．金属薄膜を形成した後の反射率（測定装備：Ｃａｒｙ５０００　ＵＶ－Ｖｉｓ－ＮＩ
Ｒ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ）
【００５２】
　前記表２の結果から確認できるように、焼成過程中に圧力工程を行うことにより、焼成
過程中に生成されたり既に金属インクに存在する金属ナノ粒子相互間の焼結過程がより迅
速に進められるため、金属密度が緻密で面抵抗値が０．１７程度に低下し、表面粗さが均
一で反射率が３０％程度向上した、優れた金属薄膜を製造することができる。
【００５３】
［実施例３］コンベヤーベルト圧着機を利用した薄膜の伝導度及び反射率
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　圧力工程（コンベヤーベルト圧着機）による導電性金属薄膜の面抵抗値及び反射率に対
する物性を測定した。導電性金属薄膜を製造するために、幅３００ｍｍ、長さ２００ｍの
ＰＥＴフィルムを準備し、マイクログラビアコーティング機を利用して上記製造例１で製
造された金属インク１を２０ｍ／ｓの速度でプリンティングした後、７秒間１３０℃の熱
処理工程を行って金属薄膜の色が青色を示す時点で、４０Ｋｇ／ｃｍ2の圧力のコンベヤ
ーベルト圧着機を利用して１５０℃で３０秒間熱圧着し、最終的に焼成が終了した銀色の
金属薄膜を製造した。製造された金属薄膜の面抵抗値及び反射率の結果を表３に示した。
【００５４】
［実施例４］真空オーブンを利用した薄膜の伝導度及び反射率
　圧力工程（真空オーブン）による導電性金属薄膜の面抵抗値及び反射率に対する物性を
測定した。導電性金属薄膜の製造のための金属薄片を製造するために、横縦５ｃｍのＰＥ
Ｔフィルムを準備し、まずエタノールを利用して表面の埃を除去した後、乾燥器で５０℃
で５分間乾燥した。このＰＥＴフィルム上に５ｍｌの上記製造例１で製造された金属イン
ク１を注ぎ、スピンコーターを用いて５００ｒｐｍで２０秒間回転させてＰＥＴ表面にコ
ーティングした後、７秒間１３０℃の熱処理工程を行って金属薄膜の色が青色を示す時点
で、１０-3Ｔｏｒｒの真空オーブンを利用して１５０℃で５０秒間加圧工程を並行し、最
終的に焼成が終了した銀色の金属薄膜を製造した。製造された金属薄膜の面抵抗値及び反
射率の結果を表３に示した。
【００５５】
［実施例５］窒素充填チャンバを利用した薄膜の伝導度及び反射率
　圧力工程（窒素充填チャンバ）による導電性金属薄膜の面抵抗値及び反射率に対する物
性を測定した。導電性金属薄膜の製造のための金属薄片を製造するために、横縦５ｃｍの
ＰＥＴフィルムを準備し、まずエタノールを利用して表面の埃を除去した後、乾燥器で５
０℃で５分間乾燥した。このＰＥＴフィルム上に５ｍｌの上記製造例１で製造された金属
インク１を注ぎ、スピンコーターを用いて５００ｒｐｍで２０秒間回転させてＰＥＴ表面
にコーティングした後、６秒間１３０℃の熱処理工程を行って金属薄膜の色が青色を示す
時点で、５０Ｋｇ／ｃｍ2の圧力の窒素充填チャンバに入れて１５０℃で４０秒間加圧工
程を並行し、最終的に焼成が終了した銀色の金属薄膜を製造した。製造された金属薄膜の
面抵抗値及び反射率の結果を表３に示した。
【００５６】
【表３】

１．圧力工程を開示する時点での金属薄膜の色
２．金属薄膜を形成した後の面抵抗値（測定装備：ＣＭＴ－ＳＲ／１０００Ｎ／４　ｐｒ
ｏｂｅ　ｔｙｐｅ）
３．金属薄膜を形成した後の反射率（測定装備：Ｃａｒｙ５０００ＵＶ－Ｖｉｓ－ＮＩＲ
　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ）
【００５７】
　前記表３の結果から確認できるように、基材の特性を考慮して適する圧力工程を選択し
た結果、上記実施例３から実施例６の減圧または加圧の圧力工程により、金属密度が緻密
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の差にも関わらず、９８％以上の結果を示した。
【００５８】
［実施例６］
　有機金属錯体化合物を含む金属インクの種類による圧力工程に対する金属薄膜の面抵抗
値及び反射率を測定した。導電性金属薄膜を製造するために、横縦５ｃｍのＰＥＴフィル
ムを準備し、まずエタノールを利用して表面の埃を除去した後、乾燥器で５０℃で５分間
乾燥した。このＰＥＴフィルム上に５ｍｌの上記製造例３で製造された金属インク３を注
ぎ、スピンコーターを用いて５００ｒｐｍで２０秒間回転させてＰＥＴ表面にコーティン
グした後、１２秒間１３０℃の熱処理工程を行って金属薄膜の色が灰色を示す時点で、７
０Ｋｇ／ｃｍ2圧力の熱圧着機を利用して１５０℃で３０秒間熱圧着し、最終的に焼成が
終了した灰色の金属薄膜を製造した。製造された金属薄膜の面抵抗値及び反射率の結果を
表４に示した。
【００５９】
［実施例７］
　有機金属錯体化合物を含む金属インクの種類による圧力工程に対する金属薄膜の面抵抗
値及び反射率を測定した。導電性金属薄膜を製造するために、横縦５ｃｍのＰＥＴフィル
ムを準備し、まずエタノールを利用して表面の埃を除去した後、乾燥器で５０℃で５分間
乾燥した。このＰＥＴフィルム上に５ｍｌの上記製造例４で製造された金属インク４を注
ぎ、スピンコーターを用いて５００ｒｐｍで２０秒間回転させてＰＥＴ表面にコーティン
グした後、１０秒間１３０℃の熱処理工程を行って金属薄膜の色が濃い灰色を示す時点で
、７０Ｋｇ／ｃｍ2の圧力の熱圧着機を利用して１５０℃で３０秒間熱圧着し、最終的に
焼成が終了した濃い灰色の金属薄膜を製造した。製造された金属薄膜の面抵抗値及び反射
率の結果を表４に示した。
【００６０】
【表４】

【００６１】
１．圧力工程を開示する時点での金属薄膜の色
２．金属薄膜を形成した後の面抵抗値（測定装備：ＣＭＴ－ＳＲ／１０００Ｎ／４　ｐｒ
ｏｂｅ　ｔｙｐｅ）
３．金属薄膜を形成した後の反射率（測定装備：Ｃａｒｙ５０００ＵＶ－Ｖｉｓ－ＮＩＲ
　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ）
【００６２】
　前記表４の結果から確認できるように、塩化パラジウム及び塩化ニッケルの金属化合物
とエチルアンモニウムエチルカルバメートのアンモニウムカルバメート系化合物とを反応
させて得られる金属錯体化合物においても、圧力工程の併行により製造された金属薄膜の
伝導度及び反射率が全て優れていることが確認できた。
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