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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）水性ポリウレタン分散液と導電粒子の導電性ペーストを乾燥させて形成されている
配線、および
（Ｂ）伸縮性ポリウレタン基板
を有してなる導電部材であって、
　水性ポリウレタン分散液がポリエステルポリオールと脂肪族ジイソシアネートまたは脂
環族ジイソシアネートからなる自己乳化型のアニオン性ポリウレタンを水に分散させたも
のである導電部材。
【請求項２】
水性ポリウレタン分散液が一液型である請求項１に記載の導電部材。
【請求項３】
導電粒子が金属粒子である請求項１または２に記載の導電部材。
【請求項４】
金属粒子が銀粒子である請求項３に記載の導電部材。
【請求項５】
伸縮性ポリウレタン基板がポリエステルポリオールと脂肪族ジイソシアネートからなる自
己乳化型のアニオン性ポリウレタンを水分散させた水性分散液から得られたものである請
求項１に記載の導電部材。
【請求項６】



(2) JP 5570353 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

伸縮性ポリウレタン基板が２００％以上の伸び率を有する請求項５に記載の導電部材。
【請求項７】
配線（Ａ）が伸縮性である請求項１～６のいずれかに記載の導電部材。
【請求項８】
（１）水性ポリウレタン分散液と導電粒子を混合して導電性ペーストを得る工程、および
（２）導電性ペーストを伸縮性ポリウレタン基板に塗布し、乾燥させる工程
を特徴とする、伸縮性配線を有する導電部材の製法であって、
　水性ポリウレタン分散液がポリエステルポリオールと脂肪族ジイソシアネートまたは脂
環族ジイソシアネートからなる自己乳化型のアニオン性ポリウレタンを水に分散させたも
のである導電部材の製法。
【請求項９】
伸縮性ポリウレタン基板を伸張させた状態で塗布を行う請求項８に記載の製法。
【請求項１０】
ポリエステルポリオールと脂肪族ジイソシアネートまたは脂環族ジイソシアネートからな
る自己乳化型のアニオン性ポリウレタンを水に分散させたものである水性ポリウレタン分
散液と導電粒子を混合して、乾燥することにより形成されている伸縮性配線。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伸縮性配線を有する導電部材およびその製法に関する。詳細には、可撓性基
板の上に形成された、ポリウレタン分散液をバインダーとして導電粒子が結合されている
伸縮性配線を有する導電部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これまでの電子デバイスは、シリコーンやガラス基板などの上に電子部品を搭載してい
た。そのため、金属配線は電気抵抗や周波数特性が要求され、伸縮性・フレキシビリティ
といった特性は、フレキシブルケーブルなどごく限られた製品にしか要求されていなかっ
た。しかしこの数年、有機半導体などの柔らかな電子デバイス技術やプラスチック基板を
用いた連続的なロール・トゥー・ロールプロセスに注目が集まっており、その結果、伸縮
性・フレキシビリティが金属配線に求められるようになってきた。伸縮可能なフレキシブ
ル配線は、ウェアラブルコンピュータ、フレキシブルデバイスなどの電子デバイス分野の
みならず、伸縮性が必要な人工筋肉や人工皮膚などメディカル材料分野においても重要な
材料である。
【０００３】
　伸縮可能なフレキシブル配線は、蒸着やめっき、フォトレジスト処理などを行ってシリ
コーンゴム基板上に金属薄膜を作製することによって形成できる。しかし、金属薄膜は数
%の伸縮性しか示さないため、ジグザグ状または連続馬蹄状、波状の金属薄膜、またはプ
レストレッチさせたシリコーンゴム基板上に皺状の金属薄膜を作製するなどしているが、
いずれの材料も数十%伸長させると抵抗値が2桁以上増加するなど、安定した体積抵抗率と
高い伸縮性の両立には至っていない。
　安定した体積抵抗率と高い伸縮性を有する電気デバイスを提供するために、高いアスペ
クト比のカーボンナノチューブ（CNT）をポリマーと複合化させる方法（例えば、T. Seki
tani, T. Someya: "Stretchable active-matrix organic light-emitting diode display
 using printable elastic conductors," Nature Materials, 8(6), 494-499, 2009（非
特許文献１））などが提案されている。
【０００４】
　このように伸縮可能なフレキシブル配線の多くは、シリコーンゴムを基板とし、その上
に伸縮性導電材料を貼り付けたシステムとなっている。シリコーンゴムは高耐熱性・高耐
候性といった特徴を有するが、表面エネルギーが低く、異種材料との密着性が弱い。非特
許文献１には、伸縮性配線を大きく伸長させると、導電性が失われる前に、導電体部分が
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基板から剥離するという課題が報告されている。
　その解決策として、シリコーンゴムの表面改質による密着性の向上や、ポリマー系導電
体部分の上にカバーコートを施して剥離を防止するなどを行っているが、そのプロセスが
非常に煩雑になるという欠点がある。
　また、他のバインダー樹脂（例えば、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂）を使用す
ることも提案されている（例えば、特開平１０－１６２６４７号公報（特許文献１））。
しかし、伸縮時の導電性については考慮されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１６２６４７号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】T. Sekitani, T. Someya: "Stretchable active-matrix organic light
-emitting diode display using printable elastic conductors," Nature Materials, 8
(6), 494-499, 2009
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、配線を有する導電部材であって、簡単なプロセスによって製造でき、
折り曲げ可能であり、従来よりも大きく伸縮しても破断せずに導電性を保つことができる
伸縮性がある導電部材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、
（Ａ）ポリウレタン分散液と導電粒子の混合物を乾燥させて形成されている配線、および
（Ｂ）可撓性基板
を有してなる導電部材を提供する。
　さらに、本発明は、ポリウレタン分散液と導電粒子を混合し、可撓性基板に塗布し、乾
燥させることを特徴とする、導電部材の製造方法をも提供する。
　加えて、本発明は、ポリウレタン分散液と導電粒子を混合して、乾燥することにより形
成されている伸縮性配線をも提供する。
　本発明において、配線は、一般に、伸縮性である。基板および導電性部材のそれぞれは
伸縮性であることが好ましい。「伸縮性」とは、力を加えることにより、元の長さに対し
て、伸び率が、５％以上（元の長さに対して１．０５倍以上）、例えば２０％以上（元の
長さに対して１．２倍以上）、好ましくは５０％以上（元の長さに対して１．５倍以上）
、より好ましくは１００％以上（元の長さに対して２倍以上）、特に好ましくは３００％
以上（元の長さに対して４倍以上）で伸張可能であり、かつ力を除去すると元の長さに戻
ることを意味する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の導電部材は、簡単なプロセスによって製造できる。基板に配線を接着する接着
剤を使用する必要なく、導電部材を製造できる。導電部材は、配線が外側または内側にな
る状態で湾曲可能であり、特に折り曲げ可能であり、伸縮性がある。導電部材は、折り曲
げたとしても、または伸縮したとしても、充分な導電性を保つことができる。折曲または
伸縮してさえも、配線が可撓性基板に密着した状態を保つ。本発明の導電部材は、従来の
導電部材に比較して、大きな伸縮（例えば、伸び率３００％以上、特に、伸び率５００％
）を行っても、破断せずに、導電性を保つことができる。
　本発明においては、導電粒子として、長軸が３μｍ以下、アスペクト比が１０～２００
の範囲内の微細な長尺粒子が使用可能であるが、高価であるこのような微細な長尺粒子を
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使用せずとも、安価であるフレーク形状または粒形状の導電粒子を使用することによって
、伸張時の良好な導電性を得ることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の導電部材は、導電粒子とポリウレタン分散液から形成される導電性ペーストを
可撓性基板に塗布し、導電性ペーストの膜を乾燥させることによって、形成される。
【００１１】
［ポリウレタン分散液］
　本発明において、ポリウレタン分散液が乾燥して（分散媒体の水または有機溶媒の除去
）、導電粒子を結合するバインダーとして働く。ポリウレタン分散液は、ポリウレタンが
水に分散されている水性分散液またはポリウレタンが有機溶媒に分散されている油性分散
液である。
　ポリウレタン分散液は、一液型または二液型であってよく、特に、一液型である。一液
型であることによって、導電粒子の含量を高くすることが可能になる。
　ポリウレタンは、ポリイソシアネート、ポリオール、及び必要により鎖伸長剤を反応さ
せた重合体である。
【００１２】
　本発明に用いるポリウレタン分散液は、ポリエステルポリオール、ポリエーテルポリオ
ール等のポリオールとポリイソシアネートとを反応させて得られるポリウレタンを、必要
に応じてジオール、ジアミン等のような2個以上の活性水素をもつ低分子量化合物である
鎖伸長剤の存在下で鎖伸長し、水中に安定に分散もしくは溶解させたものが好適に使用で
き、従来公知のものを広く使用できる。またポリウレタンが水に分散されている水性分散
液のほかに、従来公知の方法で製造できるポリウレタンが有機溶媒に分散または溶解され
ている油性分散液を使用することも可能である。
【００１３】
　水性ポリウレタン分散液を製造するために、ポリウレタン樹脂を水中に安定に分散もし
くは溶解させる方法としては、例えば下記方法が利用できる。
　（１）ポリウレタンポリマーの側鎖または末端にイオン性基（例えば、カルボキシル基
等のアニオン性基又はアミノ性基等のカチオン性基）を導入し、該イオン性基の一部又は
全部を中和することにより親水性を付与し自己乳化により水中に分散または溶解する方法
（自己乳化型、イオン性）。
　（２）ポリウレタン主原料のポリオールとしてポリエチレングリコールのごとき親水性
ポリオールを使用して水に可溶なポリウレタンとし、水中に分散又は溶解する方法（自己
乳化型、ノニオン性）。
　（３）外部乳化剤を用いて、ポリウレタン樹脂を水中に分散させる方法（強制乳化型）
。
【００１４】
　イオン性基の量は、ポリウレタン１分子に対して、０．１～２０モル、例えば０．２～
１０モルであってよい。イオン性基を中和するために、塩基、例えば、水酸化アルカリ金
属（例示すれば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム）、水酸化アルカリ土類金属（例示
すれば、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム）、アンモニア、アミン（例示すれば、
トリエチルアミン）、酸、例えば、無機酸（例示すれば、塩酸、硫酸、硝酸）、有機酸（
特に、炭素数１～１０のカルボン酸、例示すれば、酢酸）を使用できる。中和剤の量は、
水性分散液１００重量部に対して、０．１～５重量部であってよい。一般に、中和剤の量
は、イオン性基の５～１００重量％を中和する様な量であることが好ましい。
【００１５】
　ポリイソシアネートとしては、４，４'－ジフェニルメタンジイソシアネート、２，４'
－ジフェニルメタンジイソシアネート、２，２'－ジフェニルメタンジイソシアネート、
２，４－トルエンジイソシアネート、２，６－トルエンジイソシアネート、４，４'－ジ
フェニルエーテルジイソシアネート、２，２'－ジフェニルプロパン－４，４'－ジイソシ
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アネート、３，３'－ジメチルジフェニルメタン－４，４'－ジイソシアネート、４，４'
－ジフェニルプロパンジイソシアネート、１，２－フェニレンジイソシアネート、１，３
－フェニレンジイソシアネート、１，４－フェニレンジイソシアネート、１，４－ナフタ
レンジイソシアネート、１，５－ナフタレンジイソシアネート、３，３'－ジメトキシジ
フェニル－４，４'－ジイソシアネート等の芳香族ジイソシアネート、１，６－ヘキサメ
チレンジイソシアネート、１，４－テトラメチレンジイソシアネート、リジンジイソシア
ネート等の脂肪族ジイソシアネート、ｏ－キシレンジイソシアネート、ｍ－キシレンジイ
ソシアネート、ｐ－キシレンジイソシアネート、テトラメチルキシレンジイソシアネート
等の芳香脂肪族ジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、水素添加トルエンジイ
ソシアネート、水素添加キシレンジイソシアネート、水素添加ジフェニルメタンジイソシ
アネート、水素添加テトラメチルキシレンジイソシアネート等の脂環族ジイソシアネート
等が挙げられる。また、これらジイソシアネートのアダクト変性体、ビュレット変性体、
イソシアヌレート変性体、ウレトンイミン変性体、ウレトジオン変性体、カルボジイミド
変性体等のいわゆる変性ポリイソシアネートも使用できる。更に、ポリフェニレンポリメ
チレンポリイソシアネート、クルードトルエンジイソシアネート等のような、いわゆるポ
リメリック体といわれるポリイソシアネートも使用できる。これらのポリイソシアネート
は単独又は２種以上を混合して使用することができる。
【００１６】
　ポリオールの例は、ポリエステルポリオール、ポリカーボネートポリオール、ポリエー
テルポリオール等である。ポリオールの分子量は、数平均分子量で３００～１００００、
好ましくは４００～５０００、さらに好ましくは４００～２５００であってよい。
【００１７】
　ポリエステルポリオールは、好ましくは４００～６０００、より好ましくは６００～３
０００の数平均分子量を有する。ポリエステルポリオールの水酸基価は、好ましくは２２
～４００、より好ましくは５０～２００、最も好ましくは８０～１６０mgKOH/gである。
ポリエステルポリオールは１．５～６、より好ましくは１．８～３，特に好ましくは２の
数平均ＯＨ官能価を有する。
　ポリエステルポリオールとしては、ジオール及び所望によりポリ（トリ、テトラ）オー
ル、並びにジカルボン酸及び所望により（トリ、テトラ）カルボン酸又はポリエステルを
製造するための低級アルコールとの対応するポリカルボン酸のエステルを使用することも
できる。
【００１８】
　適当なジオールの例には、エチレングリコール、ブチレングリコール、ジエチレングリ
コール、トリエチレングリコール、ポリアルキレングリコール（例えば、ポリエチレング
リコール）、プロパンジオール、ブタン－１，４－ジオール、ヘキサンー１，６－ジオー
ル、ネオペンチルグリコール又はヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールエステル
が包含され、最後の３つの化合物が好ましい。場合により共に使用されるポリオールとし
て、例えば、トリメチロールプロパン、グリセロール、エリトリトール、ペンタエリトリ
トール、トリメチロールベンゼン又はトリスヒドロキシエチルイソシアヌレートを挙げる
ことができる。
　適当なジカルボン酸にはフタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、テトラヒドロフタル
酸、ヘキサヒドロフタル酸、シクロヘキサンジカルボン酸、アジピン酸アゼライン酸、セ
バシン酸、グルタル酸、テトラクロロフタル酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、マ
ロン酸、スベリン酸、２－メチルコハク酸、３，３－ジエチルグルタル酸、及び２，２－
ジメチルコハク酸、が包含される。これら酸の無水物も、存在するなら使用することがで
きる。本発明にとっては、無水物も「酸」に包含される。モノカルボン酸、例えば安息香
酸及びヘキサンカルボン酸も、ポリオールの平均官能価が２より大きいなら、使用するこ
とができる。
【００１９】
　適当なポリカーボネートポリオールの例は、アルキレンカーボネート、ジアルキルカー
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ボネート、ジアリールカーボネートなどの炭酸エステルを原料に用いる。アルキレンカー
ボネートとしては、エチレンカーボネート、トリメチレンカーボネート、１，２－プロピ
レンカーボネート、１，２－ブチレンカーボネート、１，３－ブチレンカーボネート、１
，２－ペンチレンカーボネートなどがある。またジアルキルカーボネートとしては、ジメ
チルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジ-ｎ－ブチルカーボネートなどが、ジアル
キレンカーボネートとしては、ジフェニルカーボネートなどがある。そのなかでも、エチ
レンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネートを用いるのが好ましい
。
【００２０】
　適当なポリエーテルポリオールの例は、反応性水素原子を含有する出発化合物を、アル
キレンオキシド、例えばエチレンオキシド；プロピレンオキシド；ブチレンオキシド；ス
チレンオキシド；テトラヒドロフランまたはエピクロロヒドリンと、あるいはこれらのア
ルキレンオキシドの混合物と反応させることによって、既知の方法で得られる。　
【００２１】
　ポリオールの量は、これに限定されるものではないが、合成されるポリウレタン樹脂中
の２０～７０重量％、例えば３０～６０重量％であってよい。
【００２２】
　鎖伸長剤を必要に応じて使用する。鎖伸長剤は、ジオール、ジアミン等のような2個以
上の活性水素をもつ低分子量化合物である。鎖延長剤の具体例は、ヒドラジン、エチレン
ジアミン、プロピレンジアミン、1,4-ブチレンジアミンおよびピペラジン、アルキレンオ
キシドジアミンのようなアルキレンジアミン類である。
【００２３】
　アルキレンオキシドジアミンとしては、
ジプロピルアミンプロピレングリコール、ジプロピルアミンジプロピレングリコール、ジ
プロピルアミントリプロピレングリコール、ジプロピルアミンポリ(プロピレングリコー
ル)、ジプロピルアミンエチレングリコール、ジプロピルアミンポリ(エチレングリコール
)、ジプロピルアミン1,3-プロパンジオール、ジプロピルアミン2-メチル-1,3-プロパンジ
オール、ジプロピルアミン1,4-ブタンジオール、ジプロピルアミン1,3-ブタンジオール、
ジプロピルアミン1,6-ヘキサンジオールおよびジプロピルアミンシクロヘキサン-1,4-ジ
メタノールが挙げられる。
【００２４】
　また２つのイソシアネート反応性基およびイオン性基またはイオン性基を形成し得る基
を含有する化合物も鎖伸長剤として用いることができる。イオン性または潜在的イオン性
基は、第三級または第四級アンモニウム基、そのような基に変換可能な基、カルボキシル
基、カルボキシレート基、スルホン酸基およびスルホネート基からなる群から選択され得
る。
　適当な化合物としては、ジアミノスルホネート、例えばN-(2-アミノエチル)-2-アミノ
エタンスルホン酸のナトリウム塩またはN-(2-アミノエチル)-2-アミノプロピオン酸のナ
トリウム塩などが挙げられる。また、これら列挙した鎖伸長剤の混合物も使用できる。
【００２５】
　鎖伸長剤の量は、特に限定されるものではないが、ポリウレタン樹脂中の０．１～２０
重量％、例えば０．５～１５重量％であってよい。
【００２６】
　水性ポリウレタン分散液は、ポリウレタン樹脂に加えて、媒体として水を含有するが、
さらにイソシアネート反応基を含有しない有機溶媒、例えば、酢酸エチル、アセトン、メ
チルエチルケトン、N-メチルピロリドン等を含有してもよい。有機溶媒の量は特に限定さ
れるものではないが、ポリウレタン分散液中の水１００重量部に対して１０～１００重量
部であってよい。
【００２７】
　油性ポリウレタン分散液を製造するために、ポリウレタン樹脂を有機溶媒中に安定に分
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散させる方法としては、例えば下記方法が利用できる。すなわち、有機溶媒に可溶性の、
多価イソシアネート及び多価アルコールを重付加させて得られるウレタン樹脂を含有する
前記有機溶媒中で、重合体が前記有機溶媒に不溶性となるビニルモノマーと共に反応させ
ることにより、重合されたポリウレタン樹脂が前記有機溶媒中に分散して成るポリウレタ
ン樹脂分散液を得る方法。
　ここで有機溶媒としては、例えば、ｎ－ヘキサン、ｎ－ペンタン、ｎ－オクタンのよう
な脂肪族炭化水素系溶媒類、シクロヘキサンのような脂環式飽和炭化水素系溶媒、トルエ
ン、キシレンの如き芳香族炭化水素系溶媒、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン
の如きケトン系溶媒、エチルアルコール、ブチルアルコールの如きアルコール系溶媒及び
酢酸エチル、酢酸ブチルの如きエステル系溶媒等が使用できる。
【００２８】
　多価イソシアネートとしては、例えば、トリレンジイソシアネート、イソホロンジイソ
シアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、水添ジフェニルメタンジイソシアネー
ト、ヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、水添キシリレンジ
イソシアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレン
ジイソシアネート、１，５－ナフタレンジイソシアネートなどが使用できる。
　多価アルコールとしては、例えば、アルキレングリコール、単環式及び多環式の多価ア
ルコールを用いることができ、例えば、ネオペンチルグリコール、エチレングリコール、
ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、プロピレ
ングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、テトラプロピレン
グリコール、ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジオール、ヘプタンジオール
、オクタンジオール、ノナンジオール、デカンジオール及び／又はそのアルキル基、アラ
ルキル基又はアルコキシ基等で置換された誘導体等を使用できる。
【００２９】
　ビニルモノマーとしては、例えば、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アク
リレート、プロピル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート等の（メタ）ア
クリル酸アルキルエステル；（メタ）アクリル酸又はイタコン酸、クロトン酸、マレイン
酸、フマール酸、テトラヒドロ無水フタル酸及びこれらの多塩基酸のモノアルキルエステ
ル、（メタ）アクリロキシエチルホスフェート、ｐ－スルホスチレン、スルホエチルアク
リルアミド、（メタ）アクリル酸の２－クロロエチルエステル、２－ヒドロキシ－３－ク
ロロプロピルエステル、２，３－ジブロモプロピルエステルの如きカルボキシル基含有ビ
ニルモノマー、リン酸基含有ビニルモノマー、スルホ基含有ビニルモノマー、ハロゲン原
子含有ビニルモノマー；グリシジル（メタ）アクリレートの如きエポキシ基含有ビニルモ
ノマー等が使用できる。
【００３０】
　水性ポリウレタン分散液および油性ポリウレタン分散液において、ポリウレタン樹脂の
量は、約１０～７０重量％、特に約３０～５０重量％であってよい。
【００３１】
　水性ポリウレタン分散液および油性ポリウレタン分散液中のポリウレタン樹脂粒子の体
積平均粒子径は、好ましくは１０～１０００ｎｍ、さらに好ましくは５０～５００ｎｍで
ある。平均粒子径の測定は、レーザー散乱式粒度分布測定装置（ＨＰＰＳレーザースペク
トロメーター ： Malvern Instruments社製）により測定できる。
【００３２】
　本発明において、ポリウレタン分散液は水性ポリウレタン分散液であることが好ましい
。本発明に使用できる水性ポリウレタン分散液としては、例えば、固体を基にして３０～
６０重量％の固体含量を有するものが利用できるが、好ましくは、必要に応じて分散液中
に存在する添加剤を考慮することなく、（１）ポリエステルウレタン、（２）水及び必要
に応じた溶媒を基にする水性ポリエステルポリウレタン分散液である。水性ポリエステル
ポリウレタン分散液は、３０～５０００ｍＰａ．ｓの２３℃での粘度及び６～９のｐＨを
有し、分散液中に存在するポリエステルポリウレタンは、１５００～１００，０００、好
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ましくは２０００～４５，０００の重量平均分子量（Ｍw 、標準としてポリスチレンを使
用してゲルパーミエーションクロマトグラフィーによって測定して）を有する。
しかしながら、本発明に使用できる水性ポリウレタン分散液は、上記の水性ポリエステル
ポリウレタン分散液に限られるものではなく、例えば、水性ポリエーテルポリウレタン分
散液や水性ポリカーボネートポリウレタン分散液、水性ポリウレア分散液なども使用でき
る。
【００３３】
　また、これらの水性分散液においては、付加的にスルホン酸基又はスルホネート基、カ
ルボキシル基などを１分子当たり０．５～２モル含む二官能性ポリオール成分を介してポ
リマー主鎖中へ導入されるイオン性基を有する、いわゆるアニオン性分散液やアンモニウ
ムイオン性基を有するカチオン性、イオン性基を持たないノニオン性のものなどが使用で
きる。
【００３４】
　ポリイソシアネートは、脂肪族ジイソシアネート、脂環族ジイソシアネート、またはこ
れらの変性体であることが好ましい。ポリオールは、ポリエステルポリオールであること
が好ましい。本発明のポリウレタン分散液から形成された（通常、乾燥により得られる）
エラストマー（バインダー）は、変色しにくく、かつ伸び率３００％以上（元の長さに対
して４倍以上）、特に５００％（元の長さに対して６倍）で伸張可能である。導電粒子を
含有するエラストマーも、導電粒子を含有しないエラストマーと同様な伸び率で伸張可能
である。
【００３５】
［導電粒子］
　導電粒子は、従来から導電性付与剤として用いられているどのようなものであってもよ
い。導電粒子の例は、ケッチェンブラックやバルカン等のファーネスブラック、アセチレ
ンブラック，サーマルブラック，チャンネルブラック等のカーボンブラック、アモルファ
スカーボン粉末、天然黒鉛粉末、人造黒鉛粉末、膨張黒鉛粉末、ピッチマイクロビーズ、
カーボンファイバ等の気相成長炭素繊維、カーボンナノチューブ，カーボンナノファイバ
等のカーボン系微粒子等があげられる。また、Ａｇ，Ｃｕ，Ｓｎ、Ｐｂ、Ｎｉ、Ｌｉ、Ｂ
ｉ、Ｉｎそれらの合金等の金属微粉末、ＺｎＯ，ＳｎＯ２，Ｉｎ２Ｏ３、ＣｕＩ、ＴｉＯ

２／ＳｎＯ２・Ｓｂドープ等の金属酸化物微粉末、Ａｌ等の金属フレーク、Ａｌ，Ｎｉ，
ステンレス等の金属繊維、金属表面コーティングガラスビーズ、金属メッキカーボン等が
あげられる。これらは、単独で用いても２種以上をブレンドして用いてもよい。
　導電粒子の形状は、球状、針状（楕円球状）、フレーク（鱗片）状、不定形状等、特に
限定はされない。
【００３６】
　導電粒子の大きさは、平均粒径約０．１～１０μｍ、例えば、０．５～５μｍであって
よい。導電粒子の形状が粒状のものである場合、平均粒子径が０．５～５μｍであること
が好適である。導電粒子の形状が細長いものである場合（カーボンファイバや金属フレー
クの場合）、その長軸が３μｍ以下、アスペクト比が１０～２００の範囲内の微細な長尺
粒子（例えば、ナノチューブおよびナノロッド）が好適である。フレークは、平均粒径１
～１０μｍ、厚さ１００～５００ｎｍであってよい。
　導電粒子（例えば、金属微粉末）は粒子同士が密着するのを防ぐために高級脂肪酸や天
然高分子化合物などの分散剤でコーティングされていてもよい。
　導電粒子の量は、導電粒子とポリウレタン（固形分）の合計１００重量部に対して、７
０～９９重量部、例えば８０～９７重量部、特に８５～９５重量部であってよい。
【００３７】
［他の添加剤］
　導電粒子と水性ポリウレタン分散液から形成される導電性ペーストは、導電粒子と水性
ポリウレタン分散液以外の添加剤を含んでいてもよく、あるいは含んでいなくてもよい。
　そのような添加剤には、有機導電材、液状導電材、分散剤、着色剤などが挙げられる。
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　添加剤の量は、導電粒子とポリウレタン（固形分）の合計１００重量部に対して、例え
ば５０重量部以下、特に０．１～３０重量部であってよい。
【００３８】
［可撓性基板］
　可撓性基板の例としては、紙、布（例えば、綿布、ポリエステル布）、樹脂（例えば、
ポリエチレンテレフタレート（PET）、塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレン、ポリイミ
ド、エラストマー（例えば、伸縮性ポリウレタン）が挙げられる。
　可撓性基板は、伸縮可能な材料、特にエラストマーであることが好ましい。可撓性基板
は、伸縮性ポリウレタン基板（一般に、エラストマー）であることが好ましい。
【００３９】
　可撓性基板は、折り曲げ可能であり、面方向に（一軸でまたは二軸で）、伸張可能であ
ることが好ましい。
　可撓性基板の形状および寸法（面積および厚さ）は特に限定されない。形状は、四角形
、丸などである。寸法は、面積１ｍｍ２～３００ｃｍ２、厚さ０．１ｍｍ～１ｃｍであっ
てよい。
【００４０】
　伸縮性ポリウレタン基板は、組成にこだわることなく、一般に伸び率５％以上を有する
ウレタンエラストマー材料であれば使用することができる。伸縮性ポリウレタン基板は、
好ましくは５０％以上、特に２００％以上の伸び率を有することが望ましい。
　伸縮性ポリウレタン基板におけるポリウレタンを構成する物質は、水性ポリウレタン分
散液について説明した物質も使用することができる。伸縮性ポリウレタン基板は、ポリイ
ソシアネート、ポリオール、及び必要により鎖伸長剤を反応させた重合体である。ポリイ
ソシアネートは、脂肪族ジイソシアネート、脂環族ジイソシアネート、またはこれらの変
性体であってよい。ポリオールは、ポリエステルポリオールであってよい。
【００４１】
　本発明の導電部材は、
（１）水性ポリウレタン分散液と導電粒子を混合して導電性ペーストを得る工程、
（２）導電性ペーストを可撓性基板に塗布し、乾燥させる工程
を特徴とする方法によって製造できる。
　導電粒子と水性ポリウレタン分散液からなる導電性ペーストを可撓性基板に塗布し、導
電性ペーストの膜を乾燥させることによって、導電性ペーストから形成された伸縮性配線
が形成される。
【００４２】
　基板（伸縮性基板）を伸張した状態で、導電性ペーストを塗布してもよい（伸張配線）
。伸張は、一軸方向であっても、（直交する）二軸方向であってもよい。伸張の程度は、
元の長さ（非伸張時の長さ）に対して、例えば、５～５００％、特に１０％～３００％で
あってよい。
【００４３】
　通常配線では、再伸縮させたときの導電性低下が大きいが、伸張配線では、導電性粒子
の重なり度合いを大きくすることで、配線を再伸縮させたときの導電性低下を抑えること
ができる。伸張させて導電性ペーストを塗布した後、導電性ペーストを乾燥させる。これ
により、導電性部材を大きく伸張可能であり、伸張状態でも導電性の低下が少ない。例え
ば、基板を一軸方向に少なくとも２倍（例えば２倍または３倍）に伸張した状態で導電性
ペーストを塗布してよい。
【００４４】
　導電性ペーストを基板上に塗布する工程は、基板表面に本発明の導電性ペーストを塗布
することが可能であれば特に限定されない。例えば、印刷法、コーティング法等により行
ってもよい。前記印刷法としては、スクリーン印刷法、オフセット印刷法、インクジェッ
ト印刷法、フレキソ印刷法、グラビア印刷法、スタンピング、ディスペンス、スキ－ジ印
刷、シルクスクリ－ン印刷、噴霧、刷毛塗り等が挙げられる。塗布された導電性ペースト
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【００４５】
　塗布された基板を加熱する工程は、不活性ガス（例えば、窒素ガス）雰囲気などの非酸
化性雰囲気下、大気下、真空雰囲気下、酸素もしくは混合ガス雰囲気下、気流中などの雰
囲気下等で行ってもよい。加熱温度は、２０℃～１００℃であってよく、加熱時間は０．
１～５０時間、例えば０．２～５時間であってよい。
　加熱して得られた配線の厚さおよび幅は限定されない。配線の厚さは、例えば、０．０
１～１０００μｍ、特に、０．０５～４００μｍであってよい。配線の幅は、０．０１～
１０ｍｍであってよい。
　加熱により、水性ポリウレタン分散液が、水を含まないポリウレタンエラストマーとな
り、導電粒子を結合するバインダーとして働く伸縮性配線が形成される。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例および比較例を示し、本発明を具体的に説明する。
　以下の実施例においては、すべてのパーセントは、特記しない限り、重量によるパーセ
ントである。
【００４７】
実施例１
　平均粒径2～3μmのフレーク状銀粒子（福田金属箔粉工業（株）製　AgC-239）とバイン
ダーを真空下2000rpmで3分間攪拌し（THINKY社製ARV-310）、導電性ペーストを作製した
。その際の混合比率は、銀粒子９１wt%とバインダー（含水状態）９wt%とした。
　バインダーには、水性ポリウレタン分散液であるディスパコールＵ４２（自己乳化型ア
ニオン性、脂肪族イソシアネート/ポリエステルポリオール、ポリウレタン固形分５０wt%
、粘度約５００mPa・s/23℃、pH約７、Ｍｗ約20,000、平均粒子径約２００ｎｍ、バイエ
ルマテリアルサイエンスＡＧ社製）を使用した。
【００４８】
　導電性ペーストの基板へのスクリーン印刷を行った。印刷後、70℃で3時間乾燥し、幅3
mm、長さ20mm、厚さ0.36mmの配線を作製した。基板としてポリウレタン（寸法:１５ｍｍ 
ｘ６０ｍｍ ｘ 厚さ１ｍｍ）を用いた。体積抵抗率は、4端子プローブ（三菱化学社製Lor
esta-GP MCP-T610、ASP端子）を用いて測定した。
　ポリウレタン基板は、ディスパコールＵ４２（バイエルマテリアルサイエンスＡＧ社製
）を用いて基板とした。
　伸縮性ポリウレタン基板を用いて得られた導電部材を、一軸方向（配線に平行な方向）
に２０％、４０％、６０％、８０％または６００％まで伸張した。伸張した状態で体積抵
抗率を測定した。結果を表１に示す。
【００４９】
比較例１
　バインダーと基板として、ポリクロロプレン（バイエルマテリアルサイエンスＡＧ社製
ポリクロロプレン水懸濁液、ディスパコールＣ７４、ポリクロロプレン固形分58wt%）を
用いる以外は、実施例１と同様の手順を繰り返した。結果を表１に示す。
　ポリクロロプレン配線が６０％程度の伸張に限界があるのに対して、ポリウレタン配線
では６００％まで伸張可能であり、導電性も確保できていた。
【００５０】
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【表１】

【００５１】
実施例２（２倍伸張配線による方法）
　以下の工程によりサンプルの作成を行った。
（i） ポリウレタン基板（15X60mm） を2倍の長さに伸張した。テープでポリウレタン基
板を固定した。
（ii）導電性ペースト作成の混合比率を、銀粒子８３．１wt%とバインダー（含水状態）
１６．９wt%とする以外は実施例１と同様の操作を行い、ポリウレタン基板の上に、幅3mm
のサイズに塗布した（長さ50mmおよび厚さ0.18mm）。
（iii） サンプルを伸張させたまま1時間維持し、導電性ペーストを風乾させた。
（iv) その後サンプルの伸張を解き、ポリウレタン基板の長さを回復させた。5分ほどで5
0mm長に塗布した導電性ペーストが30mm（これを初期長さとする）まで回復した。
（v） このサンプルを70℃で1時間乾燥した。
（vi） 初期長さ30mmで、伸張とリリースを繰り返し、体積抵抗率を測定した。
伸張とリリースの操作と測定は、次のように行った。
【００５２】
操作番号
　　1. 初期抵抗測定（伸び0%）
　　2. 2倍長さ（伸び100%）に伸張、抵抗測定
　　3. 伸張を解いた状態で1時間放置し、長さ回復後（伸び0%）、抵抗測定
　　4. 3倍長さ（伸び200%）に伸張、抵抗測定
　　5. 伸張を解いた状態で1時間放置し、長さ回復後（伸び0%）、抵抗測定
　結果（２倍配線）を表２に示す。
【００５３】
実施例３（通常配線）
　実施例２において、工程（i）、(iii)および(iv)を省く（すなわち、基板を伸張せずに
導電性ペーストを塗布する）以外は、実施例１と同様の手順を繰り返した。
　結果（通常配線）を表２に示す。
　通常配線では、再伸縮（操作番号4）させた際に体積抵抗率（Ωcm）が大きく増加して
いるのに比較して、２倍配線による方法では、その増加率はより小さいことが分かる。
【００５４】
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【表２】

【００５５】
実施例４
　基板として紙、コットン布、ポリイミド(PI)、PET、塩化ビニル(PVC)（全ての寸法:　
１５ｍｍ ｘ６０ｍｍ ｘ 厚さ５０μｍ）を用い、実施例１で作成した導電性ペーストを
使って、実施例１と同様な方法により配線を印刷した。
配線が外側になるように、かつ配線方向に対して垂直に曲げを形成するように、導電部材
の折り曲げ試験を行った。折り曲げ前と１８０度で折り曲げ中の抵抗値を２端子法によっ
て、デジタルマルチメータ（アジレント・テクノロジー社製　Agilent 34410A）を用いて
測定した。折り曲げ前後の抵抗変化比率として計算した結果を表３に示す。比較例２とし
て配線のバインダーとしてクロロプレンを用いた結果も示す。
ポリウレタン配線ではクロロプレン配線に比べ、どの基板種類を用いても、折り曲げ前後
の抵抗変化比率は小さいことが分かる。
【００５６】

【表３】

【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明の導電性部材は、軟質かつ伸縮性であり、種々の電子デバイス、例えば、センサ
ー（特に医療用センサーおよびロボット用センサー）、ディスプレー、人工筋肉やコンピ
ューターの部品として使用できる。
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