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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】コストダウンが可能で、導電特性に優れ、かつ
、例えば樹脂と共に配合した組成物をシート状に形成し
た際に薄膜化が可能な導電性微粒子の提供。
【解決手段】導電性物質を含む核体と、前記核体を被覆
し、当該核体とは異なる導電性物質からなり、少なくと
も一部が最外層を構成する被覆層とを具備し、数式（１
）から求められる円径度係数が０．１５～０．４であり
、かつ、外縁形状に切れ込み及び分岐葉の少なくとも一
方が複数形成されている導電性微粒子。

【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属からなる導電性物質を含む核体と、前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性
物質からなり、少なくとも一部が最外層を構成する被覆層とを具備する導電性微粒子と、
　樹脂とを含み、
　前記導電性微粒子は、樹枝状微粒子が薄膜化された葉状の粒子であって、前記葉状の外
縁に亘って、前記樹枝状微粒子の樹枝の形跡を残す突起および切れ込みが認められ、且つ
下記数式（１）から求められる円径度係数の平均値が０．１５以上、０．３以下である導
電性樹脂組成物。
【数１】

但し、前記周囲長は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子
の葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子
を抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周の長さをいい
、前記面積は、前記抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定
される領域の広さをいう。
【請求項２】
　前記核体１００重量部に対して、前記被覆層が１重量部以上、４０重量部以下である請
求項１記載の導電性樹脂組成物。
【請求項３】
　前記導電性微粒子の厚みが、０．１μm以上、２μｍ以下である請求項１又は２記載の
導電性樹脂組成物。
【請求項４】
　前記被覆層が、銀である請求項１～３いずれか１項に記載の導電性樹脂組成物。
【請求項５】
　前記導電性微粒子は、下記数式（２）から求められる円形係数の平均値が２以上、５以
下である請求項１～４いずれか１項に記載の導電性樹脂組成物。

【数２】

但し、前記面積は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子の
葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子を
抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定され
る領域の広さをいい、前記最大直径は、前記抽出した前記導電性微粒子の最大長の長さを
いう。
【請求項６】
　前記樹脂１００重量部に対して、前記導電性微粒子を５０～５００重量部含む請求項１
～５いずれか１項に記載の導電性樹脂組成物。
【請求項７】
　さらに、下記化学式（１）で表される単位を有する化合物が配合されている請求項１～
６いずれか１項に記載の導電性樹脂組成物。
【化１】

【請求項８】
　前記化学式（１）で表される単位を有する化合物は、下記化学式（２）および下記化学
式（３）の少なくともいずれかを含む請求項７に記載の導電性樹脂組成物。
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【化２】

【化３】

【請求項９】
　請求項１～８いずれか１項に記載の導電性樹脂組成物から形成してなる導電層を備えた
導電性シート。
【請求項１０】
　前記導電層の接続抵抗値が、１．０×１０-１Ω／２５ｍｍ未満である
（但し、前記接続抵抗値は、前記導電層が、厚み５μｍ、縦２５ｍｍ、横２５ｍｍのサン
プルを用意し、当該サンプルの一主面の全面を、横２５ｍｍ、縦１００ｍｍ、厚み０．５
ｍｍの第一ステンレス板主面の端部と対向配置させ、８０℃、２ＭＰａの条件で熱圧着す
ることで仮接着し、
　更に、前記サンプルの他主面の全面を、横２５ｍｍ、縦１００ｍｍ、厚み０．５ｍｍの
第二ステンレス板主面の端部と対向するように、且つ前記サンプルと対向していない領域
の前記第一ステンレス板と前記第二ステンレス板が互いに最も離間するように配置させ、
８０℃、２ＭＰａの条件で熱圧着することで仮接着し、
　前記サンプルが挟持された前記第一ステンレス板と前記第二ステンレス板を１５０℃、
２ＭＰａの条件で３０分間熱圧着して得たテストピースに対し、
　前記第一ステンレス板および前記第二ステンレス板が互いに対向配置されていない同一
方向の其々の主面に抵抗率計のプローブを接触させて測定した値とする）
請求項９に記載の導電性シート。
【請求項１１】
　請求項１～８いずれか１項に記載の導電性樹脂組成物から形成してなる導電層と、絶縁
層とを備えた電磁波シールドシート。
【請求項１２】
　金属からなる導電性物質を含む核体と、前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性
物質からなり、少なくとも一部が最外層を構成する被覆層とを具備する導電性微粒子の製
造方法であって、
　導電性を有する樹枝状微粒子と、前記樹枝状微粒子に衝突させることにより、当該樹枝
状微粒子を変形させるための固体媒体とを用意する工程と、
　前記樹枝状微粒子と前記固体媒体を密閉容器内で衝突させることにより、前記樹枝状微
粒子を、薄膜化された葉状に変形させる工程とを備え、
　前記変形により形成された前記葉状の外縁に亘って、前記樹枝状微粒子の形跡を残す突
起および切れ込みが認められ、且つ下記数式（１）から求められる円径度係数の平均値が
０．１５以上、０．３以下である導電性微粒子の製造方法。
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【数３】

但し、前記周囲長は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子
の葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子
を抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周の長さをいい
、前記面積は、前記抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定
される領域の広さをいう。
【請求項１３】
　前記核体１００重量部に対して、前記被覆層を１重量部以上、４０重量部以下とする請
求項１２記載の導電性微粒子の製造方法。
【請求項１４】
　前記導電性微粒子の厚みを、０．１μm以上、２μｍ以下とする請求項１２又は１３記
載の導電性微粒子の製造方法。
【請求項１５】
　前記被覆層が、銀である請求項１２～１４いずれか１項に記載の導電性微粒子の製造方
法。
【請求項１６】
　下記数式（２）から求められる円形係数の平均値が２以上、５以下である請求項１２～
１５いずれか１項に記載の導電性微粒子の製造方法。
【数４】

但し、前記面積は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子の
葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子を
抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定され
る領域の広さをいい、前記最大直径は、前記抽出した前記導電性微粒子の最大長の長さを
いう。
【請求項１７】
　前記核体の表面に対する前記被覆層の平均被覆率を６０％以上とする請求項１２～１６
いずれか１項に記載の導電性微粒子の製造方法。
【請求項１８】
　前記樹枝状微粒子は、樹枝状の前記核体に、前記被覆層が被覆されているものである請
求項１２～１７いずれか1項に記載の導電性微粒子の製造方法。
【請求項１９】
　前記樹枝状微粒子は、樹枝状の前記核体であり、当該樹枝状微粒子を変形させた後に前
記被覆層を前記樹枝状微粒子に被覆させる請求項１２～１７いずれか1項に記載の導電性
微粒子の製造方法。
【請求項２０】
　請求項１２～１９いずれか1項に記載の導電性微粒子の製造方法により得られた導電性
微粒子と、
　樹脂と、を配合する導電性樹脂組成物の製造方法。
【請求項２１】
　更に、下記化学式（１）で表される単位を有する化合物を配合する請求項２０に記載の
導電性樹脂組成物の製造方法。
【化４】
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【請求項２２】
　前記化学式（１）で表される単位を有する化合物は、下記化学式（２）および下記化学
式（３）の少なくともいずれかを含む請求項２１に記載の導電性樹脂組成物の製造方法。
【化５】

【化６】

【請求項２３】
　導電性微粒子と、樹脂とを含む導電性樹脂組成物を形成し、
　前記導電性樹脂組成物を用いて導電層を形成する工程を含む導電性シートの製造方法で
あって、
　前記導電性樹脂組成物は、請求項２０～２２いずれか1項に記載の導電性樹脂組成物の
製造方法により形成する導電性シートの製造方法。
【請求項２４】
　導電性微粒子と、樹脂とを含む導電性樹脂組成物を形成し、
　絶縁層上に、前記導電性樹脂組成物を用いて導電層を形成する工程を含む電磁波シール
ドシートの製造方法であって、
　前記導電性樹脂組成物は、請求項２０～２２いずれか1項に記載の導電性樹脂組成物の
製造方法により形成する電磁波シールドシートの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電性微粒子およびその製造方法に関する。また、前記導電性微粒子を含む
導電性樹脂組成物に関する。さらに、前記導電性樹脂組成物から形成してなる導電層を備
える導電性シートおよび電磁波シールドシートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリント配線板は、携帯電話、デジタルカメラ等の電子機器の小型化に伴って薄型化し
、フレキシブルプリント配線板が多用されるようになってきている。プリント配線板には
、通常、導電性シート、電磁波シールドシート等（以下、「導電性シート等」ともいう）
が使用されている。導電性シート等は、経時的な安定性も含めて優れた導電特性が求めら
れており、シート中に含有される導電性フィラーの特性が重要となる。
【０００３】
　導電性フィラーとしては、銀粉が導電特性において優れるので、これまで銀粉を含有す
る導電性シート等が実用化されてきた。しかしながら、銀粉の価格は、導電性シート等に
使用される樹脂や他の原料と比較して高価であり、コスト高となる。その上、昨今の銀価
格の高騰により、銀粉を使用した導電性シート等の価格上昇が深刻な問題となっている。
電子機器の低価格化を達成するためには、導電性フィラーの使用割合を減らす必要に迫ら
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れているが、導電性フィラーの使用割合を減らすと、所望の導電性を維持することができ
なくなるという問題に直面する。
【０００４】
　そこで、導電特性を満たしつつ、低コスト化を実現するために種々の提案がなされてい
る。例えば、特許文献１においては、図２に示すようなフレーク状（鱗片状）銀粉を用い
ることにより、導電性フィラーの量を減らしつつ、被着体に対する接着力を向上させる方
法が提案されている。また、特許文献２においては、これらのシートに用いる導電性粒子
として銅表面に銀をメッキした銀コート銅粉が開示されている。また、特許文献３では、
導電性粒子として樹枝状の銀コート銅粉と鱗片状銀粉を混合した導電性ペーストが開示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－８６９３０号公報
【特許文献２】特開２００２－７５０５７号公報
【特許文献３】特開２００９－２３０９５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　導電性シート等の市場においては、導電特性に優れ、かつ低コスト化を実現するために
、高価な銀粉の使用量を削減しつつ導電特性に優れたシートの開発が求められている。さ
らに、軽薄短小化の要求に対応するために導電性シート等を薄膜化する技術が求められて
いる。特許文献３の導電性ペーストを導電性シートとして用いた場合、樹枝状の銀コート
銅粉を配合しているので、シートを薄膜化し難いという問題があった。これは、樹枝状の
銀コート銅粉の一部が導電層から突き出して他の層を突き破ったり、他の層を傷つけたり
する虞があるためである。なお、上記においては、導電性粒子として銀を用いる例につい
て述べたが、他の導電性粒子を用いる場合についても同様の課題が生じ得る。また、プリ
ント配線板に適用する導電性シート等について述べたが、導電性シート全般において同様
の課題が生じ得る。
【０００７】
　本発明は、上記背景に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、コストダ
ウンが可能で、導電特性に優れ、かつ、例えば樹脂と共に配合した組成物をシート状に形
成した際に薄膜化が可能な導電性微粒子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らが鋭意検討を重ねたところ、以下の態様において、本発明の課題を解決し得
ることを見出し、本発明を完成するに至った。即ち、本発明に係る導電性微粒子は、導電
性物質を含む核体と、前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性物質からなり、少な
くとも一部が最外層を構成する被覆層とを具備し、下記数式（１）から求められる円径度
係数の平均値が０．１５以上、０．４以下であり、かつ、外縁形状に切れ込みおよび分岐
葉の少なくとも一方が複数形成されている。
【数１】

【発明の効果】
【０００９】
　上記構成の本発明によれば、コストダウンが可能で、導電特性に優れ、かつ、例えば樹
脂と共に配合した組成物をシート状に形成した際に薄膜化が可能な導電性微粒子を提供す
ることができるという優れた効果を奏する。
【００１０】
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　本発明者らが鋭意検討を重ねた結果、驚くべきことに、円径度係数の平均値を上記範囲
とし、かつ、外縁形状に切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一方を含む葉状の導電性微粒
子とすることにより、導電特性が優れることがわかった。また、特許文献３等の樹枝状の
導電性微粒子を配合する場合、薄膜化し難いという課題があったが、本発明に係る導電性
微粒子によれば、円径度係数の平均値を上記範囲とし、かつ、上述した外縁形状とするこ
とで、組成物に混練してシート状にした際に薄膜化できることがわかった。さらに、核体
と被覆層とで異なる導電性物質を用いるので、材料選択肢を増やし、コストダウンを達成
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の鱗片葉または分岐葉を有する導電性微粒子の一例を示す電子顕微鏡写真
である。
【図２】鱗片状銀粉の電子顕微鏡写真である。
【図３】樹枝状銀コート銅粉の電子顕微鏡写真である。
【図４】接続抵抗値の測定用試験サンプルの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明について具現化した実施形態を説明する。なお、本発明の趣旨に合致する
限り、他の実施形態も本発明の範疇に含まれることは言うまでもない。また、本明細書に
おいて「～」を用いて特定される数値範囲は、「～」の前後に記載される数値を下限値お
よび上限値の範囲として含むものとする。また、本明細書において特に言及している事項
以外の事柄であって本発明の実施に必要な事柄は、当該分野における従来技術に基づく当
業者の設計事項として把握され得る。また、下記の実施形態は、互いに好適に組み合わせ
られる。
【００１３】
（導電性微粒子）　本発明の導電性微粒子は、所謂コアシェルタイプの粒子であり、導電
性物質を含む核体と、核体を被覆し、この核体とは異なる導電性物質からなり、少なくと
も一部が最外層を構成する被覆層とを具備する。被覆層は、核体の少なくとも一部を被覆
していればよいが、より優れた導電特性を得るためには、被覆率が高い方が好ましい。導
電特性を良好に保つ観点からは、被覆層による平均被覆率を６０％以上とすることが好ま
しく、７０％以上とすることがより好ましく、８０％以上とすることがさらに好ましい。
なお、本明細書における平均被覆率は、後述する実施例と同様の方法により求めた値をい
う。
【００１４】
　導電性微粒子は、核体と被覆層のみから構成されていてもよいが、他の層を含んでいて
もよい。例えば、核体と被覆層の間の接合を強固にする中間層、接合層等をはじめとする
層が形成されていてもよい。また、核体、被覆層、他の層は、それぞれ独立に単一種類で
構成されていてもよいし、複数種類で構成されていてもよい。また、核体、被覆層におい
て、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、導電性物質以外の他の物質が混練されてい
てもよい。
【００１５】
　本発明の導電性微粒子は、下記数式（１）から求められる円径度係数の平均値が０．１
５以上、０．４以下であり、かつ、外縁形状に、切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一方
が複数形成されているものである。
【数２】

【００１６】
　上記数式（１）の円径度係数により、導電性微粒子の外縁の凹凸度合（起伏度合）を把
握することができる。真球は円径度係数が１となり、凹凸形状の増大に従って円径度係数
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が低下する。即ち、円径度係数は、０より大きく１以下となる。本明細書における円径度
係数は、Mac-View Ver.4（マウンテック社）の解析ソフトを用いて、導電性微粒子の電子
顕微鏡画像（千倍～１万倍程度）を読み込み、手動認識モードで導電性粒子を約２０個選
択した。葉状や鱗片状の粒子を選択する際は、粒子同士が重なっていない粒子形状全体が
確認できるものであって、観察視点から平面板が垂直になる角度のものを抽出して選択し
た。粒子基準データは、投影面積円相当径、分布は体積分布の設定として、円径度係数と
円形係数を算出し、２０個の平均値を求めた。上記数式（１）において面積は、二次元に
投影した時の外周を形成する線の内部の面積を平板面とし、この平板面を二次元に投影し
たときの導電性微粒子の外周を周囲長の長さとする。
【００１７】
　上記数式（１）から求められる円径度係数の平均値を０．１５以上、０．４以下とし、
かつ、外縁形状に切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一方が複数形成されているものを用
いたコアシェルタイプの導電性微粒子を用いることにより、コストダウンが可能で、導電
特性に優れ、かつ、薄膜化が可能となる。円径度係数の下限値は、絶縁層への導電フィラ
ーの突き抜け防止の観点から０．１５以上がより好ましく、０．２０以上とすることがさ
らに好ましい。また、円径度係数の上限値は、導電層のシート抵抗の観点から０．４以下
がより好ましく、０．３以下とすることがさらに好ましい。上記円径度係数の平均値、円
形係数の平均値は、１ｃｍ2あたりに定義する粒子が約１０個以上存在することが好まし
い。
【００１８】
　なお、図３に示すような樹枝状の導電性微粒子の円径度係数は、概ね０．１１以下であ
り、鱗片状の導電性微粒子の円径度係数は、０．４越え、０．５以下程度である。
【００１９】
　本発明の導電性微粒子は、以下の数式（２）より求められる円らしさを表す円形係数の
平均値が２以上、５以下であることが好ましい。
【数３】

ここで、最大直径は、選択粒子の最大長の長さである。円形係数を前述の範囲とすること
により、導電性がより向上するという効果が得られる。絶縁層への導電フィラーの突き抜
け防止の観点から、円形係数のより好ましい上限値は、４．５以下であり、さらに好まし
くは４．０以下である。また、導電層のシート抵抗の観点から、円形係数のより好ましい
下限値は、２以上であり、さらに好ましくは２．４以上である。円形係数により微粒子全
体の形状が円に近いか否かがわかる（数値が小さいほど円に近い）。なお、円形係数は、
円径度係数で使用した解析ソフト（Mac-View Ver.4）を使用した形状係数３である。
【００２０】
　本発明の導電性微粒子は、換言すると、鱗片葉および分岐葉の少なくとも一方を複数有
する葉状導電性微粒子である。図１に、本発明に係る導電性微粒子の一例を示す電子顕微
鏡像を示す。同図の例においては、核体として銅粉を、被覆層として銀を用いたものであ
る。同図に示すように、導電性微粒子は、その外縁形状に切れ込みおよび分岐葉の少なく
とも一方が複数形成されている。言い換えると、鱗片葉、分岐葉またはこれに類する形状
が複数形成されている。以下、本発明の導電性微粒子を「葉状の導電性微粒子」ともいう
。
【００２１】
　導電性微粒子の厚さは、０．１～２μｍが好ましく、０．２～１μｍがより好ましい。
厚さが０．１～２μｍの範囲になることで導電性シートの導電性を維持しつつ、より薄く
製造できる。なお、当該厚さは、電子顕微鏡で千倍～５万倍程度に拡大した画像を元に得
たものであり、ここでいう「厚さ」は、電子顕微鏡の１万倍画像で、異なる粒子を約１０
～２０個を測定し、その平均値を使用した。
【００２２】
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　また、導電性微粒子の平均粒子径（Ｄ５０）は１～１００μｍが好ましい。平均粒子径
（Ｄ５０）が１～１００μｍの範囲内にあることで導電性がより向上し、さらに、例えば
樹脂と配合して導電性樹脂組成物を製造した場合に、その溶液安定性をより向上できる。
導電性微粒子の平均粒子径（Ｄ５０）は、３μｍ以上がより好ましく、５０μm以下がよ
り好ましい。なお、平均粒子径（Ｄ５０）とは、レーザー回折・散乱法粒度分布測定装置
ＬＳ １３ ３２０（ベックマン・コールター社製）を使用し、トルネードドライパウダー
サンプルモジュールにて、各導電性微粒子を測定して得た数値であり、粒子の積算値が５
０％である粒度の直径の平均粒径である。なお、屈折率の設定は１．６とした。
　また、導電性微粒子を導電性シートの形態にした際の平均粒子径（Ｄ５０）の測定方法
は、円径度係数を測定する方法と同じ条件で、導電性微粒子をＳＥＭ観察し、画像解析ソ
フトMac-View Ver.4（マウンテック社）にて、粒子基準データは、投影面積円相当径、分
布は体積分布の設定として、平均粒子径（Ｄ５０）を求める。
【００２３】
　核体は、導電性微粒子のコア部として機能する。核体は、導電特性を向上させる観点か
ら導電性物質のみから構成することが好ましいが、非導電性物質が含まれていてもよい。
核体の原料は、これらを満たすものであれば特に限定されないが、導電性金属、導電性カ
ーボンまたは導電性樹脂等が例示できる。導電性金属は、例えば、金、白金、銅、ニッケ
ル、アルミニウム、鉄、またはその合金等、またはＩＴＯなどが挙げられるが、価格と導
電性の面から銅が好ましい。また、導電性カーボンは、例えば、アセチレンブラック、ケ
ッチェンブラック、ファーネスブラック、カーボンナノチューブ、カーボンナノファイバ
ー、グラファイトおよびグラフェンなどが好ましい。また、導電性樹脂の場合は、ポリ（
３，４-エチレンジオキシチオフェン）、ポリアセチレンおよびポリチオフェン等が好ま
しい。核体は、それ自身が導電性を有することが好ましい。
【００２４】
　被覆層は、核体とは異なる導電性物質からなるものである。被覆層に用いることができ
る導電性物質は、核体で挙げた物質が例示できる。その中でも、導電特性が高い物質を使
用することが本発明の目的に合致する。具体的には、金、白金または銀が好ましく、中で
も銀がより好ましい。なお、現在の技術では、金属以外の導電性物質、例えば導電性樹脂
等は導電性が低いが、今後技術が進歩して導電性が向上すれば、導電性樹脂等も被覆層と
して好適である。コスト削減と導電特性の向上を両立させる観点から、被覆層において導
電特性が優れる導電性物質を、核体においてコスト的に有利な導電性物質を用いることが
好ましい。なお、核体と被覆層の層間に導電性の中間層を設けることもできる。
【００２５】
　被覆層は、核体１００重量部に対して１～４０重量部の割合で被覆することが好ましく
、５～３０重量部がより好ましく、５～２０重量部がさらに好ましい。１～４０重量部の
範囲内の被覆層を用いることにより、被覆層として用いる導電性物質の使用量を削減しつ
つ、導電特性を引き出すことができる。例えば、核体として銅を用い、被覆層として銀を
用いた場合に、導電特性を維持ながら、導電性微粒子の価格を効果的に低減できる。
【００２６】
　本発明の導電性微粒子によれば、円径度係数の平均値を上記範囲とし、かつ、外縁形状
に切れ込みおよび分岐葉の少なくともいずれかを含ませる葉状の導電性微粒子とすること
により、導電特性が優れたものになることがわかった。これは、凹凸や起伏がほとんどな
いフレーク状（鱗状）の導電性微粒子よりも粒子の凹凸を増やし、かつ、粒子の外縁形状
に切れ込みおよび分岐葉の少なくともいずれかを含ませる葉状形状とすることで、シート
状にした際に、導電性微粒子の接触点を増大させることができたことによるものと考察し
ている。また、樹枝状の導電性微粒子によれば薄膜化が難しいという問題があったが、本
発明に係る導電性微粒子によれば、容易に薄膜化できる。これは、樹枝状よりも平坦化さ
れているためである。さらに、核体と被覆層とで異なる導電性物質を用いるので、材料選
択肢を増やし、コストダウンを達成できる。
【００２７】
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　なお、本発明の導電性微粒子は、コアシェルタイプのものであるが、単一の導電性物質
において、上記円径度係数、外縁形状を満足する粒子を製造した場合においても、優れた
導電特性および薄膜化を達成できる。従って、銀等の価格が低下した場合、コストダウン
の課題を解決できれば、単一の導電性物質においても有用である。また、銅を用いると、
酸化により導電特性が低下するという問題があるが、酸化防止技術の開発により導電特性
が良好に維持できれば、単一の導電性物質においても有用である。
【００２８】
（導電性微粒子の製造方法）　本発明の導電性微粒子の製造方法は、導電性物質を含む核
体と、この核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性物質からなり、少なくとも一部が最
外層を構成する被覆層とを具備する導電性微粒子の製造方法である。より詳細には、導電
性を有する樹枝状微粒子と、樹枝状微粒子に衝突させることにより、当該樹枝状微粒子を
変形させるための固体媒体とを用意する工程と、樹枝状微粒子と固体媒体を密閉容器内で
衝突させることにより当該樹枝状微粒子を下記数式（１）から求められる円径度係数が０
．１５以上、０．４以下であり、かつ、外縁形状に切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一
方が複数形成されるように変形させる工程と、を備えるものである。
【数４】

　以下、本発明の導電性微粒子の製造方法を具現化するために、好適な一例を説明する。
但し、以下の製造方法によって限定されるものではなく、種々の製造方法が可能である。
【００２９】
　本発明の導電性微粒子の製造方法は、導電性を有する樹枝状微粒子と、この樹枝状微粒
子に衝突させることにより、当該樹枝状微粒子を変形させるための固体媒体とを用意する
工程（ステップ１）と、樹枝状微粒子と固体媒体を密閉容器内で衝突させることにより当
該樹枝状微粒子を変形させる工程（ステップ２）とを備える。
【００３０】
　ステップ１において、樹枝状粒子は、図３に示すような所謂樹枝状（デンドライト状）
の導電特性を有する粒子を用意する。樹枝状粒子は、核体と被覆層を具備してなる葉状の
導電性微粒子の前駆体である非葉状の導電性微粒子を好適に用いることができる。また、
核体のみからなる樹枝状粒子でもよい。この場合には、ステップ２の処理後に、ステップ
３として核体に被覆層を設ける工程を行う。
【００３１】
　ステップ１における固体媒体は、樹枝状微粒子に衝突させることにより、樹枝状微粒子
を数式（１）から求められる円径度係数が０．１５以上、０．４以下であり、かつ、外縁
形状に、切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一方が複数形成されている導電性微粒子が得
られるものであれば特に限定されない。
【００３２】
　固体媒体は、スチールなどの金属、ガラス、ジルコニア、アルミナ、プラスチック、チ
タニアおよびゼラミック等の素材が好ましい。また、密閉容器は、ボールミル、サンドミ
ル等公知の分散機、または粉砕機などを使用できる。また固体媒体の形状は、球状、楕円
状など凹凸が少ない形状が好ましい。固体媒体のサイズは、例えば、０．１～３ｍｍ程度
である。また、固体媒体の比重は、例えば、１．０～１０．０程度である。
【００３３】
　ステップ２として、樹枝状微粒子と固体媒体とを密閉容器内に投入し、樹枝状微粒子と
固体媒体とを衝突させる。樹枝状微粒子に固体媒体が衝突することにより、樹枝状微粒子
が変形し、例えば、図１に示すような葉状の導電性微粒子を得ることができる。導電性微
粒子の製造時には、樹脂の存在下で固体媒体を衝突させてもよい。これにより、導電性微
粒子の製造と同時に後述する導電性樹脂組成物を製造することができる。ステップ２の衝
突させるための分散時間や衝突条件は、上記特性の導電性微粒子が得られる条件であれば
特に限定されない。例えば、分散時間を１０分～６０分とすることができる。
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　導電性微粒子を製造するときに、導電性微粒子に添加するものとして、増粘剤、分散剤
、重金属不活性化剤等を使用できる。増粘剤を使用することで微粒子が過度に沈降するこ
とを抑制できる。増粘剤は、例えばシリカ系化合物、ポリカルボン酸系化合物、ポリウレ
タン系化合物、ウレア系化合物およびポリアマイド系等が挙げられる。分散剤を使用する
ことで導電性微粒子の分散性をより向上できる。分散剤は、例えばカルボン酸やリン酸基
から成る酸性分散剤、又はアミン基を含む塩基性分散剤、酸塩基で中和されている塩タイ
プの分散剤が挙げられる。
【００３５】
　重金属不活性化剤を使用することで、不純物として金属イオンが混入した場合でも、導
電性が阻害されにくくなる。重金属不活性化剤としては、例えば、アセチルアセトン、カ
ルボキシベンゾトリアゾール系化合物、ヒンダードフェノール系化合物、ヒドラジン系化
合物、チオカルバメート系化合物、サルチル酸系イミダゾールおよびチアジアゾール系化
合物等が挙げられる。また、化学式（１）で表される単位を有する化合物「以下、「化合
物Ａ」とも称する」が好ましい例として挙げられる。
【００３６】
　化合物Ａの添加量は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で限定されないが、後述する導電
性樹脂組成物の粘度安定性、導電性シートの抵抗値の経時安定性、電磁波シールドシート
の接着力の経時安定性の観点から、導電性微粒子１００重量部に対して０．１重量部以上
、３０重量部以下とすることが好ましい。経時安定性の向上およびコストダウンの観点か
ら０．５重量部以上、１５重量部以下がより好ましい。

【化１】

【００３７】
　化合物Ａは、種々の化合物があり特に限定されないが、好ましい例として、例えば、Ｎ
－サリシロイル－Ｎ’－アルデヒドラジン、Ｎ，Ｎ－ジベンザル（オキザルヒドラジド）
、イソフタリック酸ビス（２－フェノキシプロピオニルヒドラジン）、３－（Ｎ－サリチ
ロイル）アミノ－１，２，４－ヒドロキシフェニル）プロピオニル］ヒドラジン、化学式
（２）（デカメチレンカルボン酸ジサリチロイルヒドラジド）および化学式（３）（Ｎ，
Ｎ’－ビス［３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオニル］
ヒドラジン）が例示できる。これらの中でも化学式（２）および化学式（３）の化合物が
より好ましい。これらを含むことにより信頼性の高い導電性樹脂組成物を提供できる。添
加のタイミングは、導電性微粒子の製造時に限定されず、導電性微粒子製造後の導電性微
粒子と樹脂を混合するタイミング、導電性樹脂組成物を製造後等に添加してもよい。

【化２】
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【化３】

【００３８】
　導電性微粒子の一例として、銀コート銅粉の製造例について以下に説明する。
[製造例１]　まず、銅粉に銀メッキを施した樹枝状の銀コート銅粉を準備する。この銀コ
ート銅粉を、固体媒体と共に密閉容器に仕込み、密閉容器内で固体媒体を銀コート銅粉に
衝突させ、樹枝状の銀コート銅粉を、本発明の導電性微粒子に変形させる。固体媒体が銀
コート銅粉の樹枝部分に衝突することで、本発明の鱗片葉または分岐葉を有する導電性微
粒子が得られる。なお、銀コート銅粉を投入するタイミングで、重金属不活性化剤等の添
加剤、又は／及び導電性樹脂組成物に用いる樹脂を投入してもよい。導電性樹脂組成物や
添加剤を加えることにより、導電性微粒子の製造と同時に後述する導電性樹脂組成物を製
造することも可能である。
【００３９】
[製造例２]　まず、樹枝状の銅粉を準備する。この銅粉を、固体媒体と共に密閉容器に仕
込み、密閉容器内で固体媒体を銅粉に衝突させ、樹枝状の銅粉を、本発明の導電性微粒子
様に変形させる。固体媒体が銅粉の樹枝部分に衝突することで、鱗片葉または分岐葉を有
する銅粉が得られる。次いで、得られた鱗片葉または分岐葉を有する銅粉に、めっき処理
により銀を被覆させることで、本発明の鱗片葉または分岐葉を有する導電性微粒子が得ら
れる。
【００４０】
（導電性樹脂組成物）　次に、本発明の導電性樹脂組成物について説明する。本発明の導
電性樹脂組成物は、本発明の導電性微粒子と樹脂とを含むものである。なお、本発明の導
電性樹脂組成物には、本発明の目的を逸脱しない範囲において、本発明の導電性微粒子以
外の導電性微粒子を含んでいてもよい。但し、信頼性を向上させる観点からは、本発明の
導電性微粒子以外の導電性微粒子は、例えば、樹脂１００重量部に対して３重量部以下程
度とすることが好ましい。
【００４１】
　導電性樹脂組成物に使用する樹脂は、熱可塑性樹脂または硬化性樹脂を使用できる。硬
化性樹脂は、熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂が好ましい。
【００４２】
　熱可塑性樹脂としては、ポリオレフィン系樹脂、ビニル系樹脂、スチレン・アクリル系
樹脂、ジエン系樹脂、テルペン樹脂、石油樹脂、セルロース系樹脂、ポリアミド樹脂、ポ
リウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリイミド系樹脂、フッ素
樹脂などが挙げられる。
【００４３】
　ポリオレフィン系樹脂は、エチレン、プロピレン、α－オレフィン化合物などのホモポ
リマーまたはコポリマーが好ましい。具体的には、例えば、ポリエチレンエチレンプロピ
レンゴム、オレフィン系熱可塑性エラストマー、α－オレフィンポリマー等が挙げられる
。
　ビニル系樹脂は、酢酸ビニルなどのビニルエステルの重合により得られるポリマーおよ
びビニルエステルとエチレンなどのオレフィン化合物とのコポリマーが好ましい。具体的
には、例えば、エチレン－酢酸ビニル共重合体、部分ケン化ポリビニルアルコール等が挙
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げられる。
【００４４】
　スチレン・アクリル系樹脂は、スチレンや（メタ）アクリロニトリル、アクリルアミド
類、（メタ）アクリル酸エステル、マレイミド類などからなるホモポリマーまたはコポリ
マーが好ましい。具体的には、例えば、シンジオタクチックポリスチレン、ポリアクリロ
ニトリル、アクリルコポリマー、エチレン－メタクリル酸メチル共重合体等が挙げられる
。
【００４５】
　ジエン系樹脂は、ブタジエンやイソプレン等の共役ジエン化合物のホモポリマーまたは
コポリマーおよびそれらの水素添加物が好ましい。具体的には、例えば、スチレン－ブタ
ジエンゴム、スチレン－イソプレンブロックコポリマー等が挙げられる。
　テルペン樹脂は、テルペン類からなるポリマーまたはその水素添加物が好ましい。具体
的には、例えば、テルペン樹脂、水添テルペン樹脂が挙げられる。
【００４６】
　石油系樹脂は、ジシクロペンタジエン型石油樹脂、水添石油樹脂が好ましい。
　セルロース系樹脂は、セルロースアセテートブチレート樹脂が好ましい。
　ポリカーボネート樹脂は、ビスフェノールＡポリカーボネートが好ましい。
　ポリイミド系樹脂は、熱可塑性ポリイミド、ポリアミドイミド樹脂、ポリアミック酸型
ポリイミド樹脂が好ましい。
【００４７】
　熱硬化性樹脂は、加熱による架橋反応に利用できる官能基、例えば、水酸基、フェノー
ル性水酸基、メトキシメチル基、カルボキシル基、アミノ基、エポキシ基、オキセタニル
基、オキサゾリン基、オキサジン基、アジリジン基、チオール基、イソシアネート基、ブ
ロック化イソシアネート基、ブロック化カルボキシル基、シラノール基などを１分子中に
１つ以上有する樹脂であればよく、例えば、アクリル樹脂、マレイン酸樹脂、ポリブタジ
エン系樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、オキセタン樹脂、フ
ェノキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、フェノール系樹脂、アルキド樹脂、ア
ミノ樹脂、ポリ乳酸樹脂、オキサゾリン樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、シリコーン樹脂、
フッ素樹脂などが挙げられる。また、本発明における熱硬化性樹脂は、上記の樹脂に加え
、必要に応じて上記の官能基と反応し化学的架橋を形成する樹脂または低分子化合物など
の所謂「硬化剤」を含むことが好ましい。
【００４８】
　光硬化性樹脂は、光により架橋反応を起こす不飽和結合を１分子中に１つ以上有する樹
脂であればよく、例えば、アクリル樹脂、マレイン酸樹脂、ポリブタジエン系樹脂、ポリ
エステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、オキセタン樹脂、フェノキシ樹脂、ポ
リイミド樹脂、ポリアミド樹脂、フェノール系樹脂、アルキド樹脂、アミノ樹脂、ポリ乳
酸樹脂、オキサゾリン樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂などが
挙げられる。
【００４９】
　導電性樹脂組成物は、樹脂１００重量部に対して、導電性微粒子を５０～５００重量部
配合することが好ましく、１００～４００重量部がより好ましい。導電性微粒子を５０～
５００重量部配合することで導電性がより向上し、導電層をより形成しやすくなる。
【００５０】
　導電性樹脂組成物は、導電性微粒子と樹脂に加えて、前述した金属不活性化剤、増粘剤
等の他に、例えば、分散剤、シランカップリング剤、防錆剤、銅害防止剤、還元剤、酸化
防止剤、顔料、染料、粘着付与樹脂、可塑剤、紫外線吸収剤、消泡剤、レベリング調整剤
、充填剤、難燃剤などを配合できる。
【００５１】
　導電性樹脂組成物の製造は、上記のように導電性微粒子を製造する前に樹枝状銀コート
粉と樹脂とを同時に仕込み、固体媒体を衝突させて得ることができる。また、導電性微粒
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子の製造後に樹脂と混合して得ることもできる。樹脂を分散体に混合する際は、ディスパ
ーマットで分散体を攪拌しながら樹脂を添加する方法が例示できる。
【００５２】
（導電性シート）　本発明の導電性シートは、本発明の導電性樹脂組成物から形成してな
る導電層を備えたものである。導電性シートの製造方法は、特に限定されないが、一例と
して、導電性樹脂組成物を剥離性シートに塗工して導電層を形成する方法を例示できる。
導電性シートは、導電層の単層のみでもよいが、他の機能層や支持層等の積層体であって
もよい。機能層としては、絶縁性、熱伝導性、電磁波吸収性、ハードコート性、水蒸気バ
リア性、酸素バリア性、低誘電率、高誘電率性、低誘電正接、高誘電正接、耐熱性等を有
する層が挙げられる。なお、本発明の導電性シートをプリント配線板分野に使用する場合
は、耐熱性の観点から熱硬化性樹脂を含むことが好ましい。
【００５３】
　本発明の導電性シートは、種々の用途に制限なく利用できるが、好適な例として、異方
導電性シート、静電除去シート、グランド接続用シート、メンブレン回路用、導電性ボン
ディングシート、熱伝導性シート、ジャンパー回路用導電シート等が挙げられる。
【００５４】
　前記塗工方法は、例えば、グラビアコート方式、キスコート方式、ダイコート方式、リ
ップコート方式、コンマコート方式、ブレード方式、ロールコート方式、ナイフコート方
式、スプレーコート方式、バーコート方式、スピコート方式、ディップコート方式等を使
用できる
【００５５】
　導電性シートにおける導電層の厚みは、１～１００μｍが好ましく、３～５０μｍがよ
り好ましい。厚みが１～１００μｍの範囲にあることで導電性と、その他の物性を両立し
やすくなる。
【００５６】
（電磁波シールドシート）　本発明の電磁波シールドシートは、本発明の導電性樹脂組成
物から形成してなる導電層と、絶縁層とを備えるものであり、例えば、回路から発生する
電磁波のシールドを目的として使用できる。電磁波シールドシートの製造方法は、特に限
定されないが、一例として、前述の方法により製造した導電層と絶縁層とを貼り合わせる
方法が例示できる。絶縁層としては、予め成形した絶縁性フィルムを用いてもよいし、剥
離性シートに絶縁性樹脂組成物を塗工することで絶縁層を形成し、これと剥離性シート付
き導電層とを貼り合わせてもよい。または、導電層上に直接絶縁性樹脂組成物を塗工して
絶縁層を形成してもよい。
【００５７】
　絶縁層の厚みは、用途やニーズに応じて変動し得るが、例えばフレキシブルプリント配
線板に使用する場合は柔軟性を維持しながら、電磁波シールドシートのシールド効果を高
める観点から、２～１０μｍとすることが好ましい。また、絶縁層の厚みは、導電層の厚
みを１００としたときに５０～２００の割合であることが好ましい。前記の割合になるこ
とで諸物性のバランスが取りやすくなる。
【００５８】
　絶縁性フィルムの材料は、特に限定されないが、ポリエステル、ポリカーボネート、ポ
リイミド、ポリフェニレンサルファイドなどのプラスチックフィルムを使用することもで
きる。また、絶縁性樹脂組成物を成形した被膜であってもよい。
【００５９】
　絶縁性樹脂組成物は、樹脂を必須成分とするが、この樹脂は、導電層に使用できる樹脂
を使用することが好ましい。また、絶縁性樹脂組成物には、樹脂に加えてシランカップリ
ング剤、酸化防止剤、顔料、染料、分散剤、粘着付与樹脂、可塑剤、紫外線吸収剤、消泡
剤、レベリング調整剤、充填剤、難燃剤などを配合できる。
【００６０】
　本発明の電磁波シールドシートは、導電層および絶縁層のほかに、他の層を備えること
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ができる。他の層は、例えば、ハードコート性、熱伝導性、断熱性、電磁波吸収性、水蒸
気バリア性、酸素バリア性、低誘電率、高誘電率性、低誘電正接、高誘電正接、耐熱性等
を有する層が挙げられる。なお、本発明の電磁波シールドシートをプリント配線板分野に
使用する場合は、耐熱性の観点から熱硬化性樹脂を含むことが好ましい。
【００６１】
　本発明の電磁波シールドシートは、フレキシブルプリント基板、リジッドプリント基板
、リジッドフレキシルブル基板等に貼り付けて加熱圧着することで、電磁波シールド層と
して使用できる。また、電子部品の匡体に直接貼り付けて使用することもできる。本発明
の電磁波シールドシートを組み込んだプリント配線板は、例えば、スマートフォンなどの
携帯電話、パソコン、タブレット端末、ＬＥＤ照明、有機ＥＬ照明、液晶テレビ、有機Ｅ
Ｌテレビ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、自動車などの車載部品等に使用する
ことができる。
【００６２】
≪実施例≫
　以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらによって限定され
るものではない。なお、以下の「部」及び「％」は、それぞれ「重量部」及び「重量％」
に基づく値である。
【００６３】
　表１に原料として用いる非葉状の導電性微粒子を示す。導電性微粒子１～７の樹枝状銀
コート銅粉は三井金属鉱業社製の製品を使用した。また、導電性微粒子８の樹枝状銅粉、
導電性微粒子９の球状銀コート銅粉、および導電性微粒子１１の鱗片状銀粉は、福田金属
箔粉工業社製の製品を使用した。また、導電性微粒子１０の鱗片状銀コート銅粉は三井金
属鉱業社製の製品を使用した。なお、原料の導電性微粒子の平均粒子径（Ｄ５０）は、レ
ーザー回折・散乱法粒度分布測定装置LS 13 320（ベックマン・コールター社製）により
求めた。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
＜実施例Ａ（導電性微粒子の製造）＞
　表１に示す非葉状の導電性微粒子１を１００部、トルエンを４００．０部、増粘剤（日
本アエロジル社製AEROSIL R972）を１０．０部、および重金属不活性化剤（デカメチレン
カルボン酸ジサリチロイルヒドラジド）を１．０部、量り取り、均一となるように混合撹
拌した。次いで、これを直径０．５ｍｍのジルコニアビーズと共にアイガーミル（アイガ
ージャパン社製「ミニモデルＭ－２５０　ＭＫＩＩ」）に投入して分散処理を１０分間行
った。得られた微粒子をメチルエチルケトンにより５回デカンテーションした。更に、１
００℃のオーブン内で乾燥することにより実施例Ａの葉状の導電性微粒子を得た。実施例
Ａに係る葉状の導電性微粒子の平均粒子径（Ｄ５０）、厚み、円径度係数および円形係数
を測定した。平均粒子径（Ｄ５０）、厚みは、前述した方法により求めた。また、円径度
係数と円形係数は、以下の方法によりサンプルを作製し、前述した方法により算出した。
得られた葉状の導電性微粒子の厚み、平均粒子径（Ｄ５０）、円径度係数、円形係数およ
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【００６６】
＜円径度係数と円形係数＞　測定サンプルとして、後述する電磁波シールドシートの作製
方法により、対応する導電性微粒子を用いたサンプルを用意した。そして、ＳＥＭ用の円
柱形の試料台に導電粘着剤を介して、１ｃｍ2のサンプルを固定した。具体的には、電磁
波シールドシートの導電層側のセパレーターを剥離し、導電層が上層、絶縁層が下層にな
るように試料台に固定した。そして、電磁波シールドシートの導電層上に、白金蒸着を施
した。蒸着後、１０００倍、加速電圧１５ｋＶの条件下で導電性粒子のＳＥＭ画像を取得
し、上述の方法により解析した。
【００６７】
＜被覆率＞　専用の台に両面粘着テープを貼り、両面粘着テープ上に各金属粒子粉を落と
した後エアーで余分な粉を飛ばした。そして、Ｘ線光電子分光分析装置（ESCA AXIS-HS、
島津製作所社製）にて異なる点を５箇所測定した。そして、解析ソフト（Kratos社製）に
より被覆層（銀）と核体（銅）のピーク面積から算出される、被覆層（銀）の質量濃度％
の平均値を銀の被覆率とした。
【００６８】
＜実施例Ｂ～Ｋ，比較例δ（導電性微粒子の製造）＞
　非葉状の導電性微粒子の原料およびアイガーミルを用いた分散処理時間を、表２に記載
したとおりに変更した以外は、実施例Ａと同様の方法により導電性微粒子を製造した。
【００６９】
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【表２】

【００７０】
＜実施例１～２０、比較例１～４、参考例１（導電性樹脂組成物の製造）＞
　表３に示した原料を容器に仕込み、ディスパーで５分間攪拌を行うことで実施例１～２
０、比較例１～４、参考例１の導電性樹脂組成物を得た。
【００７１】
　なお、ベース樹脂のウレタンは、ポリウレタン樹脂（トーヨーケム社製）、アミドは、
ポリアミドイミド樹脂（トーヨーケム社製）、ポリエステルは、縮合型ポリエステル（ト
ーヨーケム社製）と、付加型ポリエステル（トーヨーケム社製）を用いた。ベース樹脂１
００重量部に対して硬化剤（アジリジン化合物）を１０部使用した。
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【００７２】
【表３】

【００７３】
＜実施例１の導電性シートの製造＞
　実施例１の導電性樹脂組成物をポリエチレンテレフタレートの剥離性シートに、乾燥厚
みが５μｍになるようにバーコーターを使用して塗工し、１００℃の電気オーブンで２分
間乾燥することで導電層を有する導電性シートＣ１を得た。
【００７４】
＜実施例１の電磁波シールドシートの製造＞
　熱硬化性ウレタン樹脂（トーヨーケム社製）をポリエチレンテレフタレートの剥離性シ
ートに、乾燥厚みが５μｍになるようにバーコーターを使用して塗工し、１００℃の電気
オーブンで２分間乾燥することで絶縁層を得た。導電性シートＣ１の導電層と前記絶縁層
を重ね、８０℃、２ＭＰａの条件で熱圧着することで電磁波シールドシートＥ１を得た。
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【００７５】
＜実施例２～２０、比較例１～４、参考例１の導電性シートの製造＞
　実施例１の導電性樹脂組成物に代えて実施例２～２０の導電性樹脂組成物を用いた以外
は、実施例１と同様の方法により導電性シートＣ２～Ｃ２０を得た。また、実施例１の導
電性樹脂組成物に代えて比較例１～４、参考例１の導電性樹脂組成物を用いた以外は、実
施例１と同様の方法により導電性シートＣ２１～Ｃ２５を得た。
【００７６】
＜実施例２～２０、比較例１～４、参考例１の電磁波シールドシートの製造＞
　導電性シートＣ１に代えて表４に記載した導電性シートを使用した以外は、実施例１と
同様に行うことで電磁波シールドシートＥ２～Ｅ２５を得た。
　実施例１の導電性樹脂組成物に代えて実施例２～２０の導電性樹脂組成物を用いた以外
は、実施例１と同様の方法により電磁波シールドシートＥ２～Ｅ２０を得た。また、実施
例１の導電性樹脂組成物に代えて比較例１～４、参考例１の導電性樹脂組成物を用いた以
外は、実施例１と同様の方法により電磁波シールドシートＥ２１～Ｅ２５を得た。

【表４】

【００７７】
＜接続抵抗値の測定＞
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　縦２５ｍｍ、横２５ｍｍにカットした導電性シート１０を用意し、横２５ｍｍ、縦１０
０ｍｍ、厚み０．５ｍｍのステンレス板１１の端部に固定し８０℃、２ＭＰａの条件で熱
圧着することで仮接着した。その後、剥離性シートを剥がし、同じ大きさのステンレス板
１２を上記同様に重ねた上で、再度８０℃、２ＭＰａの条件で熱圧着することで仮接着し
た。これを１５０℃、２ＭＰａの条件で３０分間熱圧着を行うことで図４に示す接続抵抗
値測定用のテストピースを得た。このテストピースを使用して三菱化学アナリテック社製
「ロレスタＧＰ」のＢＳＰプローブを図４のように、ステンレス板１１のＢ側およびステ
ンレス板１２のＡ側に接触させることにより接続抵抗値を測定した。評価基準は以下の通
りである。
　Ａ：１．０×１０-3未満
　Ｂ：１．０×１０-3以上、１．０×１０-2未満
　Ｃ：１．０×１０-2以上、１．０×１０-1未満
　Ｄ：１．０×１０-1以上
【００７８】
＜表面抵抗値の測定＞
　得られた電磁波シールドシートの導電層の表面抵抗値を三菱化学アナリテック社製「ロ
レスタＧＰ」の四探針プローブを用いて測定した。評価基準は以下の通りである。
　Ａ：１．０未満
　Ｂ：１．０以上、１０．０未満
　Ｃ：１０．０以上、５０．０未満
　Ｄ：５０．０以上
【００７９】
　一方、電磁波シールドシートの絶縁層の表面抵抗値を三菱化学アナリテック社製「ハイ
レスタＵＰ」のリングプローブＵＲＳを用いて測定した。評価基準は以下の通りである。
　Ａ：１×１０7以上
　Ｂ：１×１０7未満、１×１０6以上
　Ｃ：１×１０6未満、１×１０4以上
　Ｄ：１×１０4未満
【００８０】
＜接着力の測定＞
　幅２５ｍｍ、長さ７０ｍｍの電磁波シールドシートを用意した。導電層と当接する剥離
性フィルムを剥がし、露出した導電層に厚さが５０μｍのポリイミドフィルム（東レ・デ
ュポン社製「カプトン２００ＥＮ」）を１５０℃、１．０ＭＰａ、３０ｍｉｎの条件で圧
着することで導電層および絶縁層を硬化させた。電磁波シールドシートを測定のために補
強する目的で、５０μｍ厚みの絶縁層と当接する剥離性フィルムを除去し、露出した絶縁
層に、ポリウレタンポリウレア系接着剤を使用した接着シートを用いて、ポリイミドフィ
ルム（東レ・デュポン社製「カプトン２００ＥＮ」）を、１５０℃、１ＭＰａ、３０ｍｉ
ｎの条件で圧着した。これらの工程を経て「ポリイミドフィルム／電磁波シールドシート
／接着シート／ポリイミドフィルム」のテストピースを得た。このテストピースを２３℃
、相対湿度５０％の雰囲気下、引っ張り速度５０ｍｍ／ｍｉｎ、剥離角度９０°で、導電
層とポリイミドフィルムとの界面を剥離することにより接着力を測定した。
　Ａ：８Ｎ／２５ｍｍ以上
　Ｂ：８Ｎ／２５ｍｍ未満、６Ｎ／２５ｍｍ以上
　Ｃ：６Ｎ／２５ｍｍ未満、３Ｎ／２５ｍｍ以上
　Ｄ：３Ｎ／２５ｍｍ未満
【００８１】
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【表５】

【００８２】
[付記]
　本明細書は、上記実施形態から把握される以下に示す技術思想の発明も開示する。
（付記１）
　導電性の核体を、前記核体とは異なる導電性物質で被覆してなる、複数の、鱗片葉また
は分岐葉を有する葉状導電性微粒子。
（付記２）
　固体媒体が導電性の核体を銀で被覆した樹枝状微粒子に衝突することで、前記樹枝状導
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電性微粒子が変形して、複数の、鱗片葉または分岐葉を有する葉状の微粒子を得る工程を
含むことを特徴とする葉状導電性微粒子の製造方法。
（付記３）
　下記数式（１）から求められる円径度係数が０．１５以上、０．４以下であり、かつ、
外縁形状に切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一方が複数形成されている導電性微粒子。
【数５】

（付記４）
　導電性物質を含む核体と、
　前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性物質からなり、少なくとも一部が最外層
を構成する被覆層とを具備し、
　下記数式（１）から求められる円径度係数が０．１５以上、０．４以下であり、かつ、
外縁形状に切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一方が複数形成されている導電性微粒子。

【数６】

（付記５）
　前記核体１００重量部に対して、前記被覆層が１重量部以上、４０重量部以下である付
記４記載の導電性微粒子。
（付記６］
　厚みが、０．１μm以上、２μｍ以下である付記４又は５記載の導電性微粒子。
（付記７）
　前記被覆層が、銀である付記４～６いずれかに記載の導電性微粒子。
（付記８］
　付記４～７いずれかに記載の導電性微粒子と、樹脂とを含む、導電性樹脂組成物。
（付記９）
　下記化学式（１）で表される単位を有する化合物が配合されている付記４～８いずれか
に記載の導電性樹脂組成物。

【化４】

（付記１０）
　前記化学式（１）で表される単位を有する化合物は、下記化学式（２）および下記化学
式（３）の少なくともいずれかを含む付記９に記載の導電性樹脂組成物。

【化５】
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【化６】

（付記１１）
　付記８～１０いずれかに記載の導電性樹脂組成物から形成してなる導電層を備えた導電
性シート。
（付記１２）
　付記８～１０いずれかに記載の導電性樹脂組成物から形成してなる導電層と、絶縁層と
を備えた電磁波シールドシート。
（付記１３）
　導電性物質を含む核体と、
　前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性物質からなり、少なくとも一部が最外層
を構成する被覆層とを具備する導電性微粒子の製造方法であって、
　導電性を有する樹枝状微粒子と、前記樹枝状微粒子に衝突させることにより、当該樹枝
状微粒子を変形させるための固体媒体とを用意する工程と、
　前記樹枝状微粒子と前記固体媒体を密閉容器内で衝突させることにより、当該樹枝状微
粒子を下記数式（１）から求められる円径度係数が０．１５以上、０．４以下であり、か
つ、外縁形状に切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一方が複数形成されるように変形させ
る工程と、を備える導電性微粒子の製造方法。
【数７】

（付記１４）
　前記樹枝状微粒子は、樹枝状の前記核体に、前記被覆層が被覆されているものである付
記１３に記載の導電性微粒子の製造方法。
（付記１５）
　前記樹枝状微粒子は、樹枝状の前記核体を具備し、当該樹枝状微粒子を変形させた後に
前記被覆層を前記樹枝状微粒子に被覆させる付記１３に記載の導電性微粒子の製造方法。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明の導電性微粒子は、導電特性を必要とするフィラーとして各種用途に使用できる
。好適には、本発明の導電性微粒子と、樹脂とを含む導電性樹脂組成物において各種用途
に利用できる。例えば、導電性樹脂組成物から導電層を形成し、導電性シートや電磁波シ
ールドシートとして使用できる。導電性シートは、例えば、回路間の電気的な接続を目的
に使用できる。本発明の導電性シートや電磁波シールドシートは、例えば、繰り返し屈曲
を受けるフレキシブルプリント配線板や、リジッドプリント配線板、金属板やフレキシブ
ルコネクタ等に好適である。
【符号の説明】
【００８４】
１０　サンプル
１１、１２　ステンレス板
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月11日(2017.10.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹枝状微粒子が薄膜化された葉状の粒子であって、
　前記葉状の外縁に亘って、前記樹枝状微粒子の樹枝の形跡を残す突起および切れ込みが
認められ、且つ下記数式（１）から求められる円径度係数の平均値が０．１５以上、０．
３以下であり、
　前記葉状の粒子は、
　導電性物質を含む核体と、前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性物質からなり
、少なくとも一部が最外層を構成する被覆層とを具備する導電性微粒子。
【数１】

但し、前記周囲長は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子
の葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子
を抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周の長さをいい
、前記面積は、前記抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定
される領域の広さをいう。
【請求項２】
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　前記核体１００重量部に対して、前記被覆層が１重量部以上、４０重量部以下である請
求項１記載の導電性微粒子。
【請求項３】
　厚みが、０．１μm以上、２μｍ以下である請求項１又は２記載の導電性微粒子。
【請求項４】
　前記被覆層が、銀である請求項１～３いずれか１項に記載の導電性微粒子。
【請求項５】
　下記数式（２）から求められる円形係数の平均値が２以上、５以下である請求項１～４
いずれか１項に記載の導電性微粒子。
【数２】

但し、前記面積は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子の
葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子を
抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定され
る領域の広さをいい、前記最大直径は、前記抽出した前記導電性微粒子の最大長の長さを
いう。
【請求項６】
　導電性微粒子と、樹脂とを含む導電性樹脂組成物から形成してなる導電層を備えた導電
性シートであって、
　前記導電性微粒子は、
　樹枝状微粒子を薄膜化して得た葉状の粒子で有り、且つ前記葉状の外縁に亘って、前記
樹枝状微粒子の樹枝の形跡を残す突起および切れ込みが認められ、且つ下記数式（１）か
ら求められる円径度係数の平均値が０．１５以上、０．３以下であり、
　且つ単一導電性物質からなる導電性微粒子、又は導電性物質（但し、金属を除く）を含
む核体と、前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性物質からなり、少なくとも一部
が最外層を構成する被覆層とを具備する導電性微粒子であり、
　前記導電層の接続抵抗値が、１．０×１０-１Ω／２５ｍｍ未満である
（但し、前記接続抵抗値は、前記導電層が、厚み５μｍ、縦２５ｍｍ、横２５ｍｍのサン
プルを用意し、当該サンプルの一主面の全面を、横２５ｍｍ、縦１００ｍｍ、厚み０．５
ｍｍの第一ステンレス板主面の端部と対向配置させ、８０℃、２ＭＰａの条件で熱圧着す
ることで仮接着し、
　更に、前記サンプルの他主面の全面を、横２５ｍｍ、縦１００ｍｍ、厚み０．５ｍｍの
第二ステンレス板主面の端部と対向するように、且つ前記サンプルと対向していない領域
の前記第一ステンレス板と前記第二ステンレス板が互いに最も離間するように配置させ、
８０℃、２ＭＰａの条件で熱圧着することで仮接着し、
　前記サンプルが挟持された前記第一ステンレス板と前記第二ステンレス板を１５０℃、
２ＭＰａの条件で３０分間熱圧着して得たテストピースに対し、
　前記第一ステンレス板および前記第二ステンレス板が互いに対向配置されていない同一
方向の其々の主面に抵抗率計のプローブを接触させて測定した値とする）導電性シート。

【数３】

但し、前記周囲長は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子
の葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子
を抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周の長さをいい
、前記面積は、前記抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定
される領域の広さをいう。
【請求項７】
　前記導電性微粒子の厚みが、０．１μm以上、２μｍ以下である請求項６に記載の導電
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性シート。
【請求項８】
　前記導電性微粒子は、下記数式（２）から求められる円形係数の平均値が２以上、５以
下である請求項６又は７に記載の導電性シート。
【数４】

但し、前記面積は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子の
葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子を
抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定され
る領域の広さをいい、前記最大直径は、前記抽出した前記導電性微粒子の最大長の長さを
いう。
【請求項９】
　前記導電性樹脂組成物は、更に、下記化学式（１）で表される単位を有する化合物が配
合されている請求項６～８のいずれかに記載の導電性シート。
【化１】

【請求項１０】
　前記化学式（１）で表される単位を有する化合物は、下記化学式（２）および下記化学
式（３）の少なくともいずれかを含む請求項９に記載の導電性シート。

【化２】

【化３】

【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明者らが鋭意検討を重ねたところ、以下の態様において、本発明の課題を解決し得
ることを見出し、本発明を完成するに至った。
［１］：　樹枝状微粒子が薄膜化された葉状の粒子であって、
　前記葉状の外縁に亘って、前記樹枝状微粒子の樹枝の形跡を残す突起および切れ込みが
認められ、且つ下記数式（１）から求められる円径度係数の平均値が０．１５以上、０．
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３以下であり、
　前記葉状の粒子は、
　導電性物質を含む核体と、前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性物質からなり
、少なくとも一部が最外層を構成する被覆層とを具備する導電性微粒子。
【数５】

但し、前記周囲長は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子
の葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子
を抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周の長さをいい
、前記面積は、前記抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定
される領域の広さをいう。
［２］：　前記核体１００重量部に対して、前記被覆層が１重量部以上、４０重量部以下
である［１］記載の導電性微粒子。
［３］：　厚みが、０．１μm以上、２μｍ以下である［１］又は［２］記載の導電性微
粒子。
［４］：　前記被覆層が、銀である［１］～［３］いずれかに記載の導電性微粒子。
［５］：　下記数式（２）から求められる円形係数の平均値が２以上、５以下である［１
］～［４］いずれかに記載の導電性微粒子。
【数６】

但し、前記面積は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子の
葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子を
抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定され
る領域の広さをいい、前記最大直径は、前記抽出した前記導電性微粒子の最大長の長さを
いう。
［６］：　導電性微粒子と、樹脂とを含む導電性樹脂組成物から形成してなる導電層を備
えた導電性シートであって、
　前記導電性微粒子は、
　樹枝状微粒子を薄膜化して得た葉状の粒子で有り、且つ前記葉状の外縁に亘って、前記
樹枝状微粒子の樹枝の形跡を残す突起および切れ込みが認められ、且つ下記数式（１）か
ら求められる円径度係数の平均値が０．１５以上、０．３以下であり、
　且つ単一導電性物質からなる導電性微粒子、又は導電性物質（但し、金属を除く）を含
む核体と、前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性物質からなり、少なくとも一部
が最外層を構成する被覆層とを具備する導電性微粒子であり、
　前記導電層の接続抵抗値が、１．０×１０-１Ω／２５ｍｍ未満である
（但し、前記接続抵抗値は、前記導電層が、厚み５μｍ、縦２５ｍｍ、横２５ｍｍのサン
プルを用意し、当該サンプルの一主面の全面を、横２５ｍｍ、縦１００ｍｍ、厚み０．５
ｍｍの第一ステンレス板主面の端部と対向配置させ、８０℃、２ＭＰａの条件で熱圧着す
ることで仮接着し、
　更に、前記サンプルの他主面の全面を、横２５ｍｍ、縦１００ｍｍ、厚み０．５ｍｍの
第二ステンレス板主面の端部と対向するように、且つ前記サンプルと対向していない領域
の前記第一ステンレス板と前記第二ステンレス板が互いに最も離間するように配置させ、
８０℃、２ＭＰａの条件で熱圧着することで仮接着し、
　前記サンプルが挟持された前記第一ステンレス板と前記第二ステンレス板を１５０℃、
２ＭＰａの条件で３０分間熱圧着して得たテストピースに対し、
　前記第一ステンレス板および前記第二ステンレス板が互いに対向配置されていない同一
方向の其々の主面に抵抗率計のプローブを接触させて測定した値とする）導電性シート。
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【数７】

但し、前記周囲長は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子
の葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子
を抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周の長さをいい
、前記面積は、前記抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定
される領域の広さをいう。
［７］：　前記導電性微粒子の厚みが、０．１μm以上、２μｍ以下である［６］に記載
の導電性シート。
［８］：　前記導電性微粒子は、下記数式（２）から求められる円形係数の平均値が２以
上、５以下である［６］又は［７］に記載の導電性シート。
【数８】

但し、前記面積は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子の
葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子を
抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定され
る領域の広さをいい、前記最大直径は、前記抽出した前記導電性微粒子の最大長の長さを
いう。
［９］：　前記導電性樹脂組成物は、更に、下記化学式（１）で表される単位を有する化
合物が配合されている［６］～［８］のいずれかに記載の導電性シート。
【化４】

［１０］：　前記化学式（１）で表される単位を有する化合物は、下記化学式（２）およ
び下記化学式（３）の少なくともいずれかを含む［９］に記載の導電性シート。

【化５】

【化６】

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１７】
　上記数式（１）から求められる円径度係数の平均値を０．１５以上、０．４以下とし、
かつ、外縁形状に切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一方が複数形成されているものを用
いたコアシェルタイプの導電性微粒子を用いることにより、コストダウンが可能で、導電
特性に優れ、かつ、薄膜化が可能となる。円径度係数の平均値の下限値は、絶縁層への導
電フィラーの突き抜け防止の観点から、０．２０以上とすることがさらに好ましい。また
、円径度係数の平均値の上限値は、導電層のシート抵抗の観点から、０．３以下とするこ
とがさらに好ましい。上記円径度係数の平均値、円形係数の平均値は、１ｃｍ2あたりに
定義する粒子が約１０個以上存在することが好ましい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　核体は、導電性微粒子のコア部として機能する。核体は、導電特性を向上させる観点か
ら導電性物質のみから構成することが好ましいが、非導電性物質が含まれていてもよい。
核体の原料は、これらを満たすものであれば特に限定されないが、導電性金属、導電性カ
ーボンまたは導電性樹脂等が例示できる。導電性金属は、例えば、金、白金、銅、ニッケ
ル、アルミニウム、鉄、またはその合金等が挙げられるが、価格と導電性の面から銅が好
ましい。また、導電性カーボンは、例えば、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、
ファーネスブラック、カーボンナノチューブ、カーボンナノファイバー、グラファイトお
よびグラフェンなどが好ましい。また、導電性樹脂の場合は、ポリ（３，４-エチレンジ
オキシチオフェン）、ポリアセチレンおよびポリチオフェン等が好ましい。核体は、それ
自身が導電性を有することが好ましい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
[付記]
　本明細書は、上記実施形態から把握される以下に示す技術思想の発明も開示する。
（付記１）
　導電性の核体を、前記核体とは異なる導電性物質で被覆してなる、複数の、鱗片葉また
は分岐葉を有する葉状導電性微粒子。
（付記２）
　固体媒体が導電性の核体を銀で被覆した樹枝状微粒子に衝突することで、前記樹枝状導
電性微粒子が変形して、複数の、鱗片葉または分岐葉を有する葉状の微粒子を得る工程を
含むことを特徴とする葉状導電性微粒子の製造方法。
（付記３）
　下記数式（１）から求められる円径度係数が０．１５以上、０．４以下であり、かつ、
外縁形状に切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一方が複数形成されている導電性微粒子。
【数１２】

（付記４）
　導電性物質を含む核体と、
　前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性物質からなり、少なくとも一部が最外層
を構成する被覆層とを具備し、
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　下記数式（１）から求められる円径度係数が０．１５以上、０．４以下であり、かつ、
外縁形状に切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一方が複数形成されている導電性微粒子。
【数１３】

（付記５）
　金属からなる導電性物質を含む核体と、前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性
物質からなり、少なくとも一部が最外層を構成する被覆層とを具備し、且つ樹枝状微粒子
が薄膜化された葉状の粒子であって、前記葉状の外縁に亘って、前記樹枝状微粒子の樹枝
の形跡を残す突起および切れ込みが認められ、且つ下記数式（１）から求められる円径度
係数の平均値が０．１５以上、０．３以下である導電性微粒子。

【数１４】

但し、前記周囲長は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子
の葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子
を抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周の長さをいい
、前記面積は、前記抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定
される領域の広さをいう。
（付記６）
　前記核体１００重量部に対して、前記被覆層が１重量部以上、４０重量部以下である付
記４又は５記載の導電性微粒子。
（付記７）
　厚みが、０．１μm以上、２μｍ以下である付記４～６のいずれかに記載の導電性微粒
子。
（付記８）
　前記被覆層が、銀である付記４～７のいずれかに記載の導電性微粒子。
（付記９）
　付記４～８いずれかに記載の導電性微粒子と、樹脂とを含む、導電性樹脂組成物。
（付記１０）
　下記化学式（１）で表される単位を有する化合物が配合されている付記９に記載の導電
性樹脂組成物。
【化１０】

（付記１１）
　前記化学式（１）で表される単位を有する化合物は、下記化学式（２）および下記化学
式（３）の少なくともいずれかを含む付記１０に記載の導電性樹脂組成物。
【化１１】
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【化１２】

（付記１２）
　付記９～１１いずれかに記載の導電性樹脂組成物から形成してなる導電層を備えた導電
性シート。
（付記１３）
　前記導電層の接続抵抗値が、１．０×１０-１Ω／２５ｍｍ未満である
（但し、前記接続抵抗値は、前記導電層が、厚み５μｍ、縦２５ｍｍ、横２５ｍｍのサン
プルを用意し、当該サンプルの一主面の全面を、横２５ｍｍ、縦１００ｍｍ、厚み０．５
ｍｍの第一ステンレス板主面の端部と対向配置させ、８０℃、２ＭＰａの条件で熱圧着す
ることで仮接着し、
　更に、前記サンプルの他主面の全面を、横２５ｍｍ、縦１００ｍｍ、厚み０．５ｍｍの
第二ステンレス板主面の端部と対向するように、且つ前記サンプルと対向していない領域
の前記第一ステンレス板と前記第二ステンレス板が互いに最も離間するように配置させ、
８０℃、２ＭＰａの条件で熱圧着することで仮接着し、
　前記サンプルが挟持された前記第一ステンレス板と前記第二ステンレス板を１５０℃、
２ＭＰａの条件で３０分間熱圧着して得たテストピースに対し、
　前記第一ステンレス板および前記第二ステンレス板が互いに対向配置されていない同一
方向の其々の主面に抵抗率計のプローブを接触させて測定した値とする）
付記１２に記載の導電性シート。
（付記１４）
　付記９～１１いずれかに記載の導電性樹脂組成物から形成してなる導電層と、絶縁層と
を備えた電磁波シールドシート。
（付記１５）
　導電性物質を含む核体と、
　前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性物質からなり、少なくとも一部が最外層
を構成する被覆層とを具備する導電性微粒子の製造方法であって、
　導電性を有する樹枝状微粒子と、前記樹枝状微粒子に衝突させることにより、当該樹枝
状微粒子を変形させるための固体媒体とを用意する工程と、
　前記樹枝状微粒子と前記固体媒体を密閉容器内で衝突させることにより、当該樹枝状微
粒子を下記数式（１）から求められる円径度係数が０．１５以上、０．４以下であり、か
つ、外縁形状に切れ込みおよび分岐葉の少なくとも一方が複数形成されるように変形させ
る工程と、を備える導電性微粒子の製造方法。
【数１５】

（付記１６）
　金属からなる導電性物質を含む核体と、前記核体を被覆し、当該核体とは異なる導電性
物質からなり、少なくとも一部が最外層を構成する被覆層とを具備する導電性微粒子と、
樹脂とを含む導電性樹脂組成物の製造方法であって、
　前記導電性微粒子は、導電性を有する樹枝状微粒子と、前記樹枝状微粒子に衝突させる
ことにより、当該樹枝状微粒子を変形させるための固体媒体とを用意する工程と、前記樹
枝状微粒子と前記固体媒体を密閉容器内で衝突させることにより、前記樹枝状微粒子を、



(33) JP 2018-67531 A 2018.4.26

薄膜化された葉状に変形させる工程とを備え、かつ、前記変形により形成された前記葉状
の外縁に亘って、前記樹枝状微粒子の形跡を残す突起および切れ込みが認められ、且つ下
記数式（１）から求められる円径度係数の平均値が０．１５以上、０．３以下である導電
性樹脂組成物の製造方法。
【数１６】

　但し、前記周囲長は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒
子の葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒
子を個抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周の長さを
いい、前記面積は、前記抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により
画定される領域の広さをいう。
（付記１７）
　前記樹枝状微粒子は、樹枝状の前記核体に、前記被覆層が被覆されているものである付
記１５又は１６に記載の導電性微粒子の製造方法。
（付記１８）
　前記樹枝状微粒子は、樹枝状の前記核体を具備し、当該樹枝状微粒子を変形させた後に
前記被覆層を前記樹枝状微粒子に被覆させる付記１５又は１６に記載の導電性微粒子の製
造方法。
（付記１９）
　前記核体１００重量部に対して、前記被覆層を１重量部以上、４０重量部以下とする付
記１５～１８のいずれかに記載の導電性樹脂組成物の製造方法。
（付記２０）
　前記導電性微粒子の厚みを、０．１μm以上、２μｍ以下とする付記１５～１９のいず
れかに記載の導電性樹脂組成物の製造方法。
（付記２１）
　前記被覆層が、銀である付記１５～２０のいずれかに記載の導電性樹脂組成物の製造方
法。
（付記２２）
　下記数式（２）から求められる円形係数の平均値が２以上、５以下である付記１５～２
１のいずれかに記載の導電性樹脂組成物の製造方法。
【数１７】

但し、前記面積は、前記導電性微粒子の電子顕微鏡画像を読み込み、前記導電性微粒子の
葉状の平面が観察視点に対して垂直な方向になり、全体が確認できる前記導電性微粒子を
抽出して、当該抽出した前記導電性微粒子を二次元に投影したときの外周により画定され
る領域の広さをいい、前記最大直径は、前記抽出した前記導電性微粒子の最大長の長さを
いう。
（付記２３）
　前記核体の表面に対する前記被覆層の平均被覆率を６０％以上とする付記１５～２２の
いずれかに記載の導電性樹脂組成物の製造方法。
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