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(57)【要約】
【課題】金属銅又はその合金の表面に金属銀を介在させて表面処理して複合化することに
より、金属銅（合金）間の融着による接合を比較的低温で生じさせるための金属の表面処
理方法を提供する。
【解決手段】加熱により分解して金属銀を生成しうる銀化合物とアルキルアミンとのアミ
ン錯体を、アルキルアミンの存在下に金属銅又は銅合金を含む金属表面で加熱して、当該
金属表面に銀を析出させる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
加熱により分解して金属銀を生成しうる銀化合物とアルキルアミンを含むアミン錯体を
、アルキルアミンの存在下に金属銅表面で加熱して、当該金属銅表面に銀を析出させるこ
とを特徴とする金属表面の処理方法。
【請求項２】
前記アミン錯体が、銀原子に対して酸素原子と窒素原子の両方が配位している錯化合物
であることを特徴とする請求項１記載の金属表面の処理方法。
【請求項３】
前記銀化合物がシュウ酸銀及び／又は酢酸銀を主成分とすることを特徴とする請求項１
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又は２に記載の金属表面の処理方法。
【請求項４】
金属銅の少なくとも一部表面で、加熱により分解して金属銀を生成しうる銀化合物とア
ルキルアミンを含むアミン錯体をアルキルアミンの存在下に加熱して、前記金属銅表面の
少なくとも一部に金属銀を析出させてなることを特徴とする銀被着銅。
【請求項５】
前記金属銅表面に析出した金属銀の少なくとも一部がアルキルアミンにより被覆されて
いることを特徴とする請求項４に記載の銀被着銅。
【請求項６】
前記金属銅が、微粒子状であることを特徴とする請求項４又は５に記載の銀被着銅。
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【請求項７】
前記微粒子状の金属銅の平均粒子径が５０ｎｍ〜１０μｍであることを特徴とする請求
項６に記載の銀被着銅。
【請求項８】
請求項６又は７に記載の銀被着銅を、分散媒に分散させたことを特徴とする分散体。
【請求項９】
更にアルキルアミン被覆を有する銀微粒子を含むことを特徴とする請求項８に記載の分
散体。
【請求項１０】
金属銅の含量に対する銀の重量比が１／２以下であることを特徴とする請求項８又は９
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に記載の分散体。
【請求項１１】
金属銅を分散相として、該分散相が銀によって結合された構造を有する複合金属体であ
って、３．０×１０−３Ω・ｃｍ以下の体積抵抗率を示すことを特徴とする複合金属体。
【請求項１２】
前記金属銅は、少なくてもその表面の一部が銀によって被覆されていることを特徴とす
る請求項１１に記載の複合金属体。
【請求項１３】
金属銅の含量に対する銀の重量比が１／２以下であることを特徴とする請求項１１又は
１２に記載の複合金属体。
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【請求項１４】
請求項１１〜１３のいずれかに記載の複合金属体を有することを特徴とするデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、銅などの金属基体の少なくとも一部表面で、加熱により分解して金属銀を生
成しうる銀化合物とアルキルアミンとのアミン錯体をアルキルアミンの存在下に加熱して
、前記金属表面に銀を析出させる金属表面の処理方法、並びに当該方法により処理された
銀被着銅、さらにこれを焼結して得られる複合金属体に関する。
【背景技術】
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【０００２】
金属銅は、電気伝導性が良く比較的安価であることから、従来から配線材料として最も
一般的に使用される素材である。また、近年では、金属銅が有する高い耐エレクトロマイ
グレーション性を活かして、ＬＳＩの内部配線にも使用されている。一方、金属銅同士の
接合は一般に困難であり、従来より、半田付け等の蝋付けに代表される異種金属を介した
接合が行われてきた。更に、接合される金属銅表面における酸化物の生成の防止等により
接合を容易にするため、予め銅表面に接合に適した異種金属を複合化する技術が広く知ら
れている。例えば、特許文献１には、銅表面に貴金属によるメッキを施すことで、その後
の拡散接合を容易に行う技術が開示されている。
一方、近年、金属微粒子を含む導電性インクやペーストを、電子デバイスを簡単な印刷
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・塗布工程で作製する次世代のプロセス技術であるプリンテッドエレクトロニクス（ＰＥ
）における配線材料として使用することが注目されている。特に、ＰＥにおいては、電子
デバイスが搭載された基板にフレキシビリティを付与する目的で、その基板として各種の
樹脂を使用することが望まれている。これらの要望を実現するためには、配線材料である
金属微粒子を含む導電性インクやペーストについても、比較的安価な樹脂の耐熱温度であ
る１２０℃程度以下で容易に焼結して、良好な導電性を示すことが求められている。
【０００３】
上記要求を満たす配線材料に使用する金属微粒子として、これまでは特に金属銀微粒子
が注目されてきた。金属銀は、高い電気伝導率や耐酸化安定性を有することに加え、微粒
子にすることで比較的低い温度で焼結して金属銀被膜を生成可能であること等が知られて
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おり、ＰＥにおける配線材料として最も実用化に近い材料と考えられている。
銀微粒子はさまざまな方法で製造することが可能であるが、製造された銀微粒子の凝集
防止や溶媒への分散性向上等の特性付加の点から、銀微粒子の製造と同時に粒子表面に各
種の保護膜を生成させた被覆銀微粒子として製造する方法が一般的である。そのような被
覆銀微粒子の製造方法としては、銀を含む化合物（銀化合物）と保護被膜となる有機分子
等が共存する環境において、還元剤を用いて銀化合物を還元して銀原子を生成させ、この
銀原子の凝集により銀微粒子が生成すると同時に、当該銀微粒子の表面に共存する有機分
子等により保護被膜を生成させる方法が一般的である。例えば、特許文献２には、硝酸銀
とアミンの錯体を還元剤であるアスコルビン酸等に滴下して硝酸銀を還元して被覆銀微粒
子を製造する技術が記載されている。また、特許文献３には、硝酸銀等の銀塩を有機保護
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剤および還元補助剤の共存下で加熱して還元することで有機保護剤が被着した銀微粒子を
製造する技術が記載されている。
上記、従来の銀微粒子の製造方法によれば、銀微粒子を構成する銀原子を生成するため
に銀化合物と還元剤間の酸化還元反応が必須であるが、銀化合物と還元剤の両成分を均一
に混合することは必ずしも容易でなく、系内において濃度の部分的な揺らぎを生じること
が避けられない。このために、従来の銀微粒子の製造方法においては系内において均一な
酸化還元反応を生じることが困難であり、この結果、生成する銀微粒子の粒径等にばらつ
きが生じることが避けられない問題を有していた。
【０００４】
このような問題を生じることなく、被覆銀微粒子を効率的に製造する方法として、本発
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明者らは、アルキルアミンをシュウ酸銀等の銀化合物に被着させて錯化合物を形成させた
後、生成した錯化合物を加熱して熱分解することで、被覆銀微粒子を得る技術（以下「ア
ミン錯体熱分解法」、又は場合により「アミン錯体分解法」ともいう）の開発を行ってい
る（例えば、特許文献４〜７参照）。アミン錯体熱分解法によれば、銀微粒子を生成する
際の反応として、一成分であるアミン錯体が複数成分に熱分解する反応を利用するため、
複数成分間で生じる還元反応と比較して濃度等の揺らぎによる不均一が生じ難く、均一な
特性を持つ銀微粒子を得られやすく、また、一般に有機溶媒等を必要とせず、無溶媒でも
銀微粒子を得ることができる。更に、アルキルアミンとの錯化合物を形成することにより
銀化合物が化学的に不安定になり、本来の熱分解の温度よりも低い温度で熱分解を生じる
結果、典型的には１００℃程度、又はそれ以下の比較的温和な条件で銀微粒子を生成可能
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になり、特に容易に低温焼結を生じる被覆銀微粒子の製造に適している。
【０００５】
他方、金属銀は金属銅に比べて素材の価格が高く、且つ、耐エレクトロマイグレーショ
ンの点で金属銅に劣るため、次世代のプリンテッドエレクトロニクスにおける配線材料と
して銅微粒子を用いることが広く検討されており、各種の銅微粒子の製造方法が提案され
ている。しかしながら、微粒子とした場合でも、金属銅の焼結温度（融着温度）は金属銀
に比べて高くなることから、依然として樹脂基板上での配線形成が可能な程度の焼結性を
持つ銅微粒子は見出されていない。また、銅微粒子においては、その比表面積の増大によ
り製造や使用の工程における酸化が大きな問題となり、一般に不活性ガス雰囲気での製造
や、還元雰囲気や光照射といった特殊な焼結環境が必要となるなど、銀微粒子と比べてむ
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しろ高コストとなる問題を有している。
【０００６】
上記銅微粒子における問題を解決する手段として、特許文献１等に記載されるような比
較的マクロな接合の場合と同様に、銅の表面に銀等の貴金属を複合化した微粒子の使用が
検討されている。特許文献８には、アミン錯体熱分解法で製造した銀微粒子をコアとして
、その表面にアルキルアミン中で生成させた銅原子によりシェルを形成してなる複合微粒
子（銀コア銀銅合金シェルナノ微粒子）が記載されている。当該複合微粒子については、
還元雰囲気で８０℃程度の低温で焼結して導電性を示すことが記載されると共に、当該複
合微粒子のシェル部は、平衡状態では存在しない銀銅合金相を含むと共に、主に銅のみか
らなる部分においても、その格子定数が銀相の格子定数と同様であるなど、準平衡な銅を
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含む相から構成されることが記載されている。また、当該複合微粒子は、大気中で１２０
℃程度まで加熱した場合にも、実質的に酸化を生じないことが確認されており、銀との複
合化により銅の耐酸化性を向上する可能性を示すものである。
また、特許文献９には、銅をコアとして、その周囲に貴金属のアルカノエート（特に、
脂肪酸銀）で薄膜層を形成した金属ナノ粒子が記載され、銅のコアを銀の薄膜層でコート
した金属ナノ粒子においては、銀薄膜層の存在により１３１℃まで銅コアの酸化が防止さ
れたことが記載されているが、その焼結性に関しては評価がされていない。
【０００７】
特許文献１０には、第１金属前駆体と有機溶媒とを含む溶液を加熱することにより、第
１金属前駆体を還元させ、第１金属前駆体に由来する第１金属成分から構成される第１金
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属コアを生成させる工程と、第１金属コアを含む溶液に第２金属前駆体を加え、この溶液
を加熱することにより、第２金属前駆体を還元させ、第２金属前駆体に由来する第２金属
成分から構成される第２金属シェルを第１金属コアの周囲に生成させる工程とを有する金
属ナノ粒子の製造方法が記載され、具体的には銀のコアを銅のシェルで覆った微粒子を製
造したことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平６−２６２３７５号公報
【特許文献２】特開２００９−１４４１９７号公報
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【特許文献３】特開２００７−３９７１８号公報
【特許文献４】特開２０１０−２６５５４３号公報
【特許文献５】特開２０１２−１６２７６７号公報
【特許文献６】特開２０１４−３１５４２号公報
【特許文献７】特開２０１４−４０６３０号公報
【特許文献８】特開２０１１−６８９３６号公報
【特許文献９】特開２００７−２２４４２０号公報
【特許文献１０】特開２００８−２４８２９８号公報
【非特許文献】
【０００９】
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【非特許文献１】Yamamoto M. et al., Langmuir, 2006, Vol.22, pp.8581‑8586
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
上記のように、配線用等の材料として金属銀に比べて素材の価格が低く、耐エレクトロ
マイグレーションに優れた金属銅を用いることについて広く需要が存在する一方で、金属
銅間の融着性が低いために、低温で金属銅を容易に融着させる技術は明らかにされていな
い。特にフレキシブル基板の耐熱温度範囲において焼結可能な銅を含む微粒子、及びその
製造方法などは未だに明らかにされていない。また、銀微粒子を混合することで銅微粒子
を焼結する技術や、各種の方法で銅の表面に銀を析出させる等の表面処理を行って銅に銀
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を複合化した微粒子についても、必ずしも良好な焼結性を示すに至っていない。
そこで、本発明は、特に金属銀が有する低温融着性（焼結性）を利用し、金属銅及びそ
の合金の表面に金属銀を介在させて表面処理して複合化することにより、金属銅（合金）
間の融着による接合を比較的低温で生じさせる金属銅の表面処理方法を提供することを課
題とする。また、特に銅を含む微粒子の表面を処理することにより、印刷法による金属配
線の形成に適した銅（合金）微粒子とするための表面処理方法を提供することを課題とす
る。更に、金属銅（合金）を上記方法により処理して得られる銅銀複合体を提供すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討したところ、加熱により分解して金
属銀を生成しうる銀化合物とアルキルアミンとを混合して生成させた錯化合物であるアミ
ン錯体を、アルキルアミンの存在下に、金属銅を含む金属表面で加熱して金属銀を析出さ
せることにより、前記金属表面に効率よく銀被覆を形成し、一定の環境耐酸化能を付与可
能であること、また当該方法により形成した銀被覆の低温融着を介して金属表面を接合で
きることを見出し、本発明を完成した。
【００１２】
すなわち、本発明の第一の視点における金属表面の処理方法は、加熱により分解して金
属銀を生成しうる銀化合物とアルキルアミンとのアミン錯体を、アルキルアミンの存在下
に金属銅又は銅合金を含む金属表面で加熱して、当該金属表面に銀を析出させることを特
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徴とする。本発明の異なる視点では上記表面処理方法により得られるアルキルアミンで被
覆された銀被着銅を提供するものであって、この銀被着銅は、金属銅又は銅合金の少なく
とも一部表面で、加熱により分解して金属銀を生成しうる銀化合物とアルキルアミンとの
アミン錯体をアルキルアミンの存在下に加熱して、前記銅表面に金属銀を析出させてなる
ことを特徴とする。
【００１３】
さらに本発明の他の視点では、上記銀被着銅を焼結して得られる複合金属体が提供され
、この複合金属体は、銀のマトリクス中に、銅の分散相を含み、３．０×１０−３Ω・ｃ
ｍ以下の体積抵抗率を示すことを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１４】
本発明の金属表面の処理方法によれば、複雑な設備や不活性ガス雰囲気のような特殊の
条件を必要とせず、基体表面の一部あるいは全面に効率よく金属銀を被着させることがで
きる。基体として金属銅を用いた場合には、金属銅の表面に銀の原子層が準安定状態で析
出するため、処理された銅表面を低温で融着により接合することができる。例えば、銅板
等の表面に本発明に係る処理方法により銀の原子層を被着させることで、当該表面同士の
融着性を向上することが可能である。特に、銅微粉末に対して本発明に係る処理方法によ
り銀の原子層を被着させることにより、相互に融着し易く、低温で焼結して配線等を形成
可能な銅微粉末とすることが可能となる。また、本発明により表面処理を行って得られる
銀被着銅微粉末を分散媒に分散させることで、印刷法により配線等を形成するためのイン
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クやペースト等の分散体等を得ることが可能であり、更に銀被着銅微粉末を相互に融着す
ることで良好な導電性を有する複合金属体を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例１で表面処理を行った銅板表面の走査電子顕微鏡像である。
【図２】実施例１、比較例１で表面処理を行った銅板同士を融着させたものの写真である
。
【図３（ａ）】実施例２で合成した銅微粒子の走査電子顕微鏡像である。
【図３（ｂ）】実施例２で合成した銅微粒子の顕微鏡写真から得た粒径分布ヒストグラム
である。
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【図４】実施例２で合成した銅微粒子の粉末Ｘ線回折パターンである。
【図５（ａ）】実施例２で合成した銅微粒子の不活性雰囲気での熱重量分析結果である。
【図５（ｂ）】実施例２で合成した銅微粒子の大気圧下での熱重量分析結果である。
【図６】実施例２、実施例４及び比較例２で表面処理を行って得られた金属微粒子の粉末
Ｘ線回折パターンである。
【図７（ａ）】実施例２で表面処理を行って得られた金属微粒子の走査電子顕微鏡像であ
る。
【図７（ｂ）】実施例３で表面処理を行って得られた金属微粒子の走査電子顕微鏡像であ
る。
【図７（ｃ）】実施例４で表面処理を行って得られた金属微粒子の走査電子顕微鏡像であ
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る。
【図８】実施例２で表面処理を行って得られた金属微粒子の走査透過電子顕微鏡像と元素
分析マッピングである。
【図９】比較例２で表面処理を行って得られた金属微粒子の走査電子顕微鏡像である。
【図１０】実施例２、実施例４及び比較例２で表面処理された金属微粒子の焼成膜のＸ線
回折パターンである。
【図１１】実施例２、実施例３及び比較例２で表面処理された金属微粒子の焼成膜の紫外
可視拡散反射スペクトルである。
【図１２（ａ）】実施例２で表面処理された金属微粒子の焼成膜表面の走査電子顕微鏡像
である。
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【図１２（ｂ）】実施例４で表面処理された金属微粒子の焼成膜表面の走査電子顕微鏡像
である。
【図１２（ｃ）】比較例２で表面処理された金属微粒子の焼成膜表面の走査電子顕微鏡像
である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、本発明に係る金属銅の表面に対して金属銀の介在を伴う表面処理を行う表面処理
方法、並びに当該方法を用いて得られる金属銅の表面に金属銀が被着した銀被着銅につい
て説明する。また、特に金属銀を被着させた銅微粉末と、当該銅微粉末を分散媒に分散さ
せた分散体、及び当該銅微粉末を接合してなる複合金属体について説明する。なお、本発
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明に係る方法で処理される金属銅は、不可避の不純物のみを含む純銅であってもよく、ま
た、銅を主成分として適宜の合金元素を含有する銅合金であってもよい。以下、本明細書
において「金属銅」、又は単に「銅」と記載するものは、純銅の他に銅を主成分とする銅
合金を含むものとする。
【００１７】
金属銅間の融着性を向上するための金属銅の表面処理のうち、特に金属銀が介在する表
面処理方法について本発明者が種々検討を行ったところ、意外にも、これまでに本発明者
らが銀微粒子の製造のために開発してきたアミン錯体熱分解法において生成した銀原子を
金属銅の表面に被着させる処理を行うことにより、処理後の表面間の融着が低温でも容易
に生じることを見出して、本発明に至ったものである。また、特に銅微粒子に対してアミ
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ン錯体熱分解法により銀を被着させることにより、室温付近でも微粒子間の融着による接
合が生じて良導体を形成可能であることが見出された。アミン錯体熱分解法により生成し
た銀原子が金属銅の表面に被着することにより、当該表面間の融着が低温でも容易に生じ
るようになる理由は明らかではないが、本発明の実施例で示された金属銅の融着性は、通
常の金属銀や従来知られた方法により銅表面に設けられた銀被覆と比較しても顕著であり
、本発明に係る方法により析出した金属銀は下地の金属銅と良好な金属結合を形成し、且
つ析出した金属銀の被覆層が活性な状態にあるためと推察される。
【００１８】
特許文献４〜７に記載されるアミン錯体熱分解法においては、銀原子の供給源となる銀
化合物と、種々のアルキルアミンとの錯化合物を予め生成させることを特徴とする。当該
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錯化合物においてはアルキルアミンに含まれるアミノ基が銀化合物に含まれる銀原子に配
位結合をしているものと考えられ、これによって銀化合物の構造が不安定になり、本来の
分解温度よりも低い温度で銀化合物の分解を生じることが明らかになっている。そして、
その錯化合物（以下、「アミン錯体」と称する場合がある。）を加熱することで、比較的
低温で銀化合物を分解させて、アルキルアミンが被着した状態の銀原子が生成されるため
に、生成した銀原子が有するポテンシャルが低く、また被着したアルキルアミンによって
運動性が制限されるものと考えられている。この結果として、アミン錯体熱分解法を用い
た銀微粒子の製造においては、実質的に反応媒である有機溶媒などが存在せずに銀原子の
密度が非常に高い条件においても製造される銀微粒子が粗大化せず、微細で均一な粒径分
布が得られるものと考えられている（特許文献４〜７）。
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【００１９】
本発明に係る検討においては、金属銅の表面が系内に存在する状態で銀化合物とアルキ
ルアミンの錯化合物を熱分解させた際には、金属銅の表面に銀が優先的に析出して銀の原
子層からなる被覆を形成することが明らかになった。格子定数の違い等により金属銅と金
属銀は平衡状態では合金相を生成せず親和性が低く、例えば以下の比較例３にも示すよう
に、銅微粒子に対して特許文献４〜７に記載の方法で製造した焼結の極めて高い被覆銀微
粒子を混合して焼成を行った場合でも得られる焼結体の導電性が低いなど、金属銅と金属
銀を良好に接合することが困難であることが一般に知られている。それにも関わらず、本
発明によって金属銅の表面に銀の原子層からなる被覆が生成し、また当該銀の被覆を有す
ることで金属銅が高い融着性を示す機構は、アミン錯体熱分解法において生成した銀原子
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の状態に関係するものと推察される。つまり、一般に知られるような銀を含む化合物を還
元剤による駆動力により還元することで銀原子を生成させる場合と比較して、アミン錯体
熱分解法において生成した銀原子の化学的ポテンシャルが低いことが予想され、このため
に核生成等を伴う安定相の形成が困難になる結果、銅の表面に銀の原子層が準安定的に結
合して析出したものと考えられる。そして、この銀の原子層が銅の表面との良好な結合を
維持しつつバインダーとして機能することで、処理された表面間の融着による接合が低温
でも容易に生じるものと考えられる。また、銀の析出と同時に、析出した銀の表面にアル
キルアミンの被覆が生成し、銀イオンなどの不純物を表面に含まないため、析出した銀の
表面が清浄に維持されることも低温での融着に寄与するものと考えられる。一方、非特許
文献１に記載された長鎖脂肪酸イオンで保護された銀微粒子に製法においては、長鎖脂肪
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酸イオンが銀の電荷補償をするため、銀微粒子表面には銀イオンが不純物として含有する
と考えられる。このため、比較例２に示すように、そのような方法により金属銅の表面処
理を行った場合には、銀イオンが不純物として作用し、銅の表面へ析出した銀原子層が、
必ずしも金属銅との間に良好な結合を形成しないものと推測される。
【００２０】
本発明に係る処理方法により処理される金属銅の形態に特に制限はなく、融着性を付与
しようとする金属銅の表面にアミン錯体熱分解法により生成した銀原子により銀の原子層
を被着させることにより高い融着性を付与することができる。例えば、銅板等の表面に本
発明に係る処理方法により銀の原子層を被着させることで、当該表面同士の融着による接
合性を向上することが可能である。特に、銅微粒子に対して本発明に係る処理方法により
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銀の原子層を被着させることにより、相互に融着し易く、低温で焼結して配線等を形成可
能な銅微粉末とすることが可能となる。
以下、本発明の実施の形態などについて具体的に説明する。
【００２１】
（表面処理される基体）
本発明に係る表面処理により処理される基体について、以下において不可避の不純物の
みを含む純銅や、銅を主成分として適宜の合金元素を含有する銅合金を含む金属銅を基体
とする場合について詳しく説明するが、本発明に係る表面処理により処理される基体はこ
れに限定されず、アミン錯体熱分解法により生成した銀原子が被着して原子層を形成する
材質であれば、本発明に係る表面処理により処理を行うことができる。つまり、例えば、
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鉄、鉄鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金、銅、アルミニウム及びそれらの合金や、導電
性を有しないセラミックス等の無機化合物や樹脂の表面に対しても本発明を適用すること
が可能である。
【００２２】
本発明に係る表面処理により処理される金属銅の形態や大きさは特に限定されず、板状
、箔状、線状（ワイヤー）、粉末状等の適宜の形態のものを一般に用いられる脱脂工程や
、酸洗浄、アルカリ洗浄等、適宜の前処理を行うことで清浄化して使用することができる
。また、本発明に係る表面処理により銀の原子層が被着する表面については、酸化層等が
存在せずに金属相が露出していることが望ましいが、金属銅の表面に生成した酸化銅は本
発明に係る表面処理において使用するアルキルアミン浴に溶解して除去されるため、処理
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を行う金属銅の表面に酸化銅が存在しても本発明に係る表面処理を行うことができる。但
し、アルキルアミン浴の清浄性を維持するためには、処理の開始以前に表面の酸化銅が除
去されることが望ましいことは言うまでもない。
また、配線形成等に用いる目的で銅微粉末に対して本発明に係る表面処理を行う場合に
は、銅ペースト等の形態で使用した際に好ましい特性を有するための各種属性を予め具備
した銅微粉末を用いることが好ましい。そのような銅微粉末の例として、特開２００５−
３１４７５５号公報に開示された、湿式還元法を用いて製造された銅微粉末や、特開２０
０５−２２２７３７号公報に開示された、水アトマイズ法により得られた銅微粉末等が挙
げられる。
【００２３】
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一方、本発明の１つの好ましい実施形態においては、本発明に係る表面処理を行う銅微
粉末として、アルキルアミン浴中で銅を含む化合物を還元することにより作製された銅微
粉末を用いることが挙げられる。これらの銅微粉末においては、予め銅微粉末の表面が保
護被膜としてのアルキルアミンで被覆されているため、本発明に係る表面処理を行うアル
キルアミン浴に分散しやすく良好に使用することができる。また、特に特開２０１２−０
７２４１８及び特開２０１４−１４８７３２号公報等に記載されている方法で製造された
銅微粉末においては、実質的に反応系内の酸素ポテンシャルが無視できる（除酸素された
）状態で製造され、且つアルキルアミンにより良好に被覆されているために、微粉末の表
面に実質的に酸化層が存在しないことから、配線形成等に用いる目的で本発明に係る表面
処理を行うことにより、更に良好な焼結性を付与することが可能である。更に、上記公報
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に記載の銅微粉末においては、銅微粉末内に固溶して存在する酸素原子の密度も低いと推
察されることから、以下に説明するように、本発明に係る表面処理を行った後の銅微粉末
を焼結する際の酸化層の生成に対する耐性が高いと考えられる点からも好ましく使用する
ことができる。
上記公報に記載の銅微粒子の製造においては、銅とその他の原子（又は、原子群）が結
合して構成される含銅化合物を銅原子の供給源としてアルキルアミンにより被覆された銅
微粒子を製造する。使用される含銅化合物としては、後述する還元性化合物との間で錯体
等の複合化合物を生成可能な化合物であれば銅微粒子の金属源として使用することができ
る。
【００２４】
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このような含銅化合物としては、例えば、シュウ酸銅、ギ酸銅、酢酸銅、プロピオン酸
銅、酪酸銅、イソ酪酸銅、吉草酸銅、イソ吉草酸銅、ピバリン酸銅、マロン酸銅、コハク
酸銅、マレイン酸銅、安息香酸銅、クエン酸銅、酒石酸銅、硝酸銅、亜硝酸銅、亜硫酸銅
、硫酸銅、リン酸銅のような銅の有機酸塩や無機酸塩等が例示される他、アセチルアセト
ンが配位結合したアセチルアセトナト銅に代表される錯化合物が例示される。
【００２５】
上記銅微粒子の製造方法においては、まず上記含銅化合物に対して、還元作用を有する
還元性化合物を混合して、金属化合物と還元性化合物との複合化合物を生成させる。この
ような複合化合物においては、還元性化合物が含銅化合物中の銅イオンに対する電子のド
ナーとなり銅イオンの還元を生じ易いため、使用した含銅化合物と比較して自発的な熱分
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解による銅原子の遊離を生じ易い。このため、このような複合化合物を銅原子の供給のた
めの直接の原料とすることで、反応に関与する物質の供給に律速されることがなく、温度
や圧力などの条件の設定により複合化合物の自発的な分解反応を生じさせることで銅原子
が供給され、銅微粒子を製造することが可能となる。
【００２６】
この際に使用される還元性化合物としては、アミノ基を有するものが好ましい。アミノ
基を有する還元剤は含銅化合物中の銅原子等に対して配位結合を形成し易く、含銅化合物
の構造を維持した状態で容易に含銅化合物との複合化合物を生成すると共に、銅の還元反
応を生じるためである。このような還元性化合物としては、反応媒とするアルキルアミン
の蒸発や分解を生じない温度範囲において、自発的な分解反応により銅原子の還元・遊離
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を生じる複合化合物を形成するものであれば特に限定されないが、典型的には、ヒドラジ
ン、ヒドロキシルアミン及びこれらの誘導体からなる群から選ばれる化合物を特に好まし
く挙げられる。これらの化合物は、骨格を成す窒素原子が配位結合により含銅化合物中の
銅原子に結合して複合化合物を生成する。また、一般にアルキルアミンと比較して還元力
が強いため、生成した複合化合物が比較的穏和な条件で自発的な分解を生じて銅原子を還
元・遊離して、アルキルアミンで被覆された銅微粒子を生成することができる。
【００２７】
ここで、ヒドラジンの誘導体とは、ヒドラジンに含まれる水素の１〜３個を所定のアル
キル基等で置換したものをいう。また、ヒドロキシルアミンの誘導体とは、ヒドロキシル
アミンに含まれる水素の１個を所定のアルキル基等で置換したものをいう。ヒドラジン、
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ヒドロキシルアミンの使用に代えてその誘導体を適宜選択して使用することで、含銅化合
物との反応性を調整することが可能であり、使用する含銅化合物に応じて適切な条件で自
発分解を生じる複合化合物を生成することができる。特にヒドラジンと混合した際に複合
化合物を生じることなく還元反応を生じやすい含銅化合物を用いる際には、適宜選択され
るヒドラジン誘導体を使用して複合化合物の生成を促進することが有効である。
【００２８】
次に、上記で生成した複合化合物を、十分な量のアルキルアミンの存在下で加熱して複
合化合物の自発的分解反応により銅原子が生成して凝集することで、使用したアルキルア
ミンからなる保護膜で被覆された銅微粒子を得ることができる。
【００２９】
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上記で説明したとおり、本発明に係る表面処理を行うことにより、金属銅の表面に形成
される銀の原子層が融着（焼結）の際のバインダーとして機能し、金属銅の表面同士を融
着させる際と比較して融着温度を著しく低下することが可能であり、金属銅の酸化防止の
点からも有用である。また、銀の原子層が金属銅への酸素の侵入を抑制するために、特に
本発明に係る表面処理を行った銅微粒子においては焼結雰囲気からの酸素による酸化耐性
を向上することができる。このような酸化耐性に関する相乗効果により、特に本発明は焼
結の際の酸化が問題となる銅微粒子において特に有効である。
つまり、本発明に係る表面処理を行う銅微粒子の粒子径は特に限定されないが、特に平
均粒子径が５０ｎｍ以下の微細な銅微粒子を用いた場合にも焼結の際に還元雰囲気は特に
必要とされず、不活性ガス雰囲気等の非酸化雰囲気下において酸化相の生成を抑制して良
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好な伝導体を形成することができる。また、平均粒子径が５０ｎｍ以上、更に１００ｎｍ
以上の銅微粒子を使用すると、本発明に係る表面処理を行うことで大気雰囲気下での焼結
を行った場合でも実質的に酸化相が生成する以前に焼結を完了して、良好な導電体を得る
ことが可能である。酸化が問題となる金属銅の微粒子を大気雰囲気下で容易に焼結できる
理由は、上記のような本発明による焼結温度の低下、銅微粒子への酸素の侵入の抑制効果
に加えて、銅微粒子の粒径が大きくなるに従って銅微粒子の比表面積が低下し、単位体積
当たりの酸素の侵入量が低減できるためと考えられる。一方、微細印刷配線を形成する観
点からは、その用途に応じて銅微粒子の平均粒子径を１０μｍ以下、好ましくは１０００
ｎｍ以下、更に好ましくは５００ｎｍ以下、更になお好ましくは３００ｎｍ以下とするこ
とが望ましい。

10

【００３０】
（表面処理において銀原子を供給するためのアミン錯体）
本発明に係る表面処理方法は、銀を含む化合物とアルキルアミンからなる所定のアミン
錯体を加熱して熱分解させる際に金属銅を介在させることで、その表面にアミン錯体の分
解によって生成する銀原子を被着させて銀の原子層を形成させることを特徴とする。本発
明において使用する当該アミン錯体としては、例えば、特許文献４〜７において銀微粒子
を生成するために使用されるアミン錯体が使用される。
【００３１】
アミン錯体の分解によって銀原子を生成し供給する方法は、銀を含む化合物とアルキル
アミンが錯化合物を生成することで、銀を含む化合物の構造が不安定になって熱分解温度

20

が一般に低下することを利用するものである。つまり、アミン錯体を経由することで、通
常の湿式還元反応で必須とされる還元剤を使用することなく比較的低温で銀を含む化合物
を熱分解して銀原子を生成するために、反応の系内で組成の揺らぎに起因する反応の不均
一を生じにくく、比較的ポテンシャルが低い銀原子を供給することが可能となる。また、
錯化合物を形成したアルキルアミンは、銀を含む化合物が熱分解した後にも銀原子に被着
しているものと考えられ、銀原子の運動性を抑制すると共に、銀原子が凝集した際の表面
保護被膜を形成するために、銀原子が粗大に凝集することを防止する機能を果たすと考え
られる。
【００３２】
（アミン錯体に用いられる銀化合物）
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アミン錯体を形成して銀原子を生成するために使用される銀の化合物としては、各種の
アルキルアミンとの間で錯体を形成可能であり、加熱により容易に分解して原子状の銀を
生成する銀化合物が好ましく使用される。このような銀化合物として、典型的には、ギ酸
、酢酸、シュウ酸、マロン酸、安息香酸、フタル酸などのカルボン酸と銀原子が化合した
カルボン酸銀の他、塩化銀、硝酸銀、炭酸銀等が挙げられ、その一種、又は二種以上を混
合して使用することができる。また、銀化合物としては、熱分解後に反応系内に不純物と
して残留する成分を生じないものが特に好ましい。例えば、長鎖・中鎖のアルキル基を有
するカルボン酸である脂肪酸を用いた場合には、熱分解によって生じるアルキル鎖を含む
化合物が保護被膜に取り込まれることで、保護被膜の脱離性が低下する傾向が見られる。
この観点からは、熱分解後の反応系内に実質的に副生成物が残留しないシュウ酸銀が好ま
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しく用いられる。シュウ酸銀は、銀含量が高く、また通常は２００℃程度の低温で分解し
やすく、また分解の際にシュウ酸イオンが二酸化炭素として除去され金属銀が得られるた
め、不純物が残留しにくい点で有利である。本発明の方法に用いられるシュウ酸銀は、例
えば、市販のシュウ酸銀を用いることができる。また、シュウ酸銀のシュウ酸イオンを、
２０モル％以下の炭酸イオン、硝酸イオン、酸化物イオンの１種以上で置換した銀化合物
を使用してもよい。特に、シュウ酸イオンの２０モル％以下が炭酸イオンで置換されたシ
ュウ酸銀は熱安定性が高まるが、置換量が２０モル％を超えると、これを用いて生成した
錯化合物が熱分解しにくくなる場合がある。その他、必要に応じて２種以上の銀化合物を
混合して使用することも可能である。
【００３３】
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（アミン錯体に用いられるアルキルアミン）
本発明においてはアルキルアミンとして、アルキル基の一部にアミノ基が結合したアル
キルモノアミン、アルキルジアミン等が望ましく使用される。本明細書において、アルキ
ルアミンとは、アルキル基に対して一つのアミノ基が結合したアルキルモノアミン、及び
、アルキル基に対して二つのアミノ基が結合したアルキルジアミンを含むものとする。ま
た、両者を区別する場合には、それぞれアルキルモノアミン、アルキルジアミンと記載す
る。
本発明においては、アルキルアミンとして主にアルキルモノアミンを使用するが、表面
処理の目的等に応じて、適宜アルキルジアミンを混合して使用することができる。
【００３４】
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本発明に使用しうるアルキルアミンは、銀原子の表面に対してアミノ基を介した配位結
合を形成可能とするために、アミン部分に含まれるアミノ基が、一級アミノ基であるアル
キルアミンＲＮＨ２又は二級アミノ基であるアルキルアミンＲ１Ｒ２ＮＨであることが好
ましい。本明細書において、上記Ｒ、Ｒ１及びＲ２は、互いに独立して炭化水素基を示す
が、これらの炭化水素基は酸素原子、窒素原子、硫黄原子又は珪素原子等のヘテロ原子を
含んでいてもよい。一級又は二級のアミノ基を含むことにより、アミノ基中の窒素原子が
有する非共有電子対により金属原子に配位結合を生じることで、アミン部分と金属化合物
の錯化合物が形成可能であり、これにより銀原子の表面に対してアルキルアミンの被膜を
形成することができる。
【００３５】
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上記のように、本発明においてアルキルアミンは銀を含む化合物の熱分解を容易にする
と共に、熱分解によって生成する銀の原子層や銀微粒子の表面保護被膜として機能するも
のである。このため、銀を含む化合物の熱分解の際に反応系内に安定して存在すると共に
、保護被膜として生成した銀の原子層に被着した際に望ましい特性を示すアルキルアミン
を適宜選択して使用することが望ましい。アルキルアミン等においては、一般にアルキル
基の分子量が大きくなり長鎖になるに従い蒸気圧が低下して沸点が上昇する傾向が見られ
る。一方、アルキル基の分子量が小さく短鎖であるものは蒸気圧が高いとともに、極性が
強くなる傾向が見られる。また、一分子内に二つのアミノ基を有するアルキルジアミンで
は、一分子内に一つのアミノ基を有するアルキルモノアミンより極性が強くなる傾向が見
られる。本発明によれば、これら任意のアルキルアミンを使用することができるが、その
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アルキル基に含まれる炭素数が２〜５のものを短鎖、炭素数が６〜１２のものを中鎖、炭
素数が１３以上のものを長鎖と定義し、それらの特徴について以下に説明する。
【００３６】
長鎖・中鎖のアルキルモノアミンは一般に蒸気圧が低く蒸発を生じ難いと共に、有機溶
媒と親和性が高いために、これらのアルキルモノアミンや、これらを含有成分とするアミ
ン混合物を使用することで、表面処理によって生成する銀の原子層の表面に所定の割合で
長鎖・中鎖のアルキルモノアミンが含まれた被膜が生成することとなり、保存性が向上す
ると共に、無極性の有機溶媒中への分散性を向上することができる。この点で、例えば、
本発明により表面処理された銅微粉末を適宜の有機溶媒に分散させてインク等として使用
する場合には、使用するアルキルアミンに長鎖・中鎖のアルキルモノアミンが含まれるこ
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とが望ましい。
【００３７】
このような長鎖・中鎖のアルキルモノアミンとしては、例えば、ジプロピルアミン（１
０７℃）、ジブチルアミン（１５９℃）、ヘキシルアミン（１３１℃）、シクロヘキシル
アミン（１３４℃）、ヘプチルアミン（１５５℃）、３−ブトキシプロピルアミン（１７
０℃）、オクチルアミン（１７６℃）、ノニルアミン（２０１℃）、デシルアミン（２１
７℃）、３−アミノプロピルトリエトキシシラン（２１７℃）、ドデシルアミン（２４８
℃）、ヘキサデシルアミン（３３０℃）、オレイルアミン（３４９℃）、オクタデシルア
ミン（２３２℃（３２ｍｍＨｇで））等のアルキルモノアミンは入手が容易な点で実用的
であるが、これに限定されることはなく、炭素数が６以上の他の長鎖・中鎖のアルキルモ
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ノアミンについても、適宜、目的に応じて使用することができる。
【００３８】
一方、一般に、アルキルモノアミンのアルキル鎖が長くなるに従い、銀化合物との間で
の錯化合物を形成する傾向の低下が見られ、一般に長鎖・中鎖のアルキルモノアミンを単
に銀化合物と混合することによっては錯化合物の生成が困難となる。
【００３９】
これに対し、アルキルジアミンや炭素数が５以下の短鎖のアルキルモノアミンを用いた
場合には、銀化合物との間での錯化合物を比較的容易に形成することが可能である。この
ため、アミン錯体の分解により銀原子を生成する場合に、アルキルアミンとしてこのよう
なアルキルジアミンや炭素数が５以下の短鎖のアルキルモノアミンを用いることも有効で
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ある。一方、特に炭素数が５以下の短鎖のアルキルモノアミンは高い蒸気圧を有するため
、アミン錯体を加熱して銀化合物を分解させる際の蒸発が問題となる。また、アルキルジ
アミンを多く使用した際には、銀の表面に生成する保護皮膜が焼結時などに脱離しにくく
なる傾向が見られる。これは、アルキルジアミンが二つのアミノ基を含むことに起因して
、保護被膜の構造が複雑になるためと推察される。
以上のような各種のアルキルアミンの特性を考慮して、銀原子の生成時の安定性と良好
な保護皮膜の形成が期待される長鎖・中鎖のアルキルモノアミンを主成分として、アルキ
ルジアミンや炭素数が５以下の短鎖のアルキルモノアミンを主に錯化合物の生成のための
補助助剤として所定の割合で混合して用いることにより、両者の長所を生かすことが可能
となる。つまり、両者を適宜の割合で混合したアルキルアミンを含む混合物を用いること
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で、銀化合物との錯化合物を良好に形成し、且つ、良好な表面処理が可能になると共に、
表面処理後の金属銅に望ましい融着性を付与することが可能となる。
【００４０】
上記の短鎖のアルキルモノアミンとしては、アミルアミン（沸点１０４℃）、２−エト
キシエチルアミン（１０５℃）、４−メトキシブチルアミン、ジイソプロピルアミン（８
４℃）、ブチルアミン（７８℃）、ジエチルアミン（５５℃）、プロピルアミン（４８℃
）、イソプロピルアミン（３４℃）、エチルアミン（１７℃）、ジメチルアミン（７℃）
等が工業的に入手可能であり、望ましく使用される。
【００４１】
アルキルジアミンとしては、前記錯化合物の熱分解温度を考慮すれば１００℃以上の沸
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点であること、また、表面処理後の金属銅の低温での融着性や焼結性を考慮すれば、２５
０℃以下の沸点であることが考慮される。例えば、エチレンジアミン（１１８℃）、Ｎ，
Ｎ−ジメチルエチレンジアミン（１０５℃）、Ｎ，Ｎ

−ジメチルエチレンジアミン（１

１９℃）、Ｎ，Ｎ‑ジエチルエチレンジアミン（１４６℃）、Ｎ，Ｎ

−ジエチルエチレ

ンジアミン（１５３℃）、１，３−プロパンジアミン（１４０℃）、２，２‑ジメチル−
１，３−プロパンジアミン（１５３℃）、Ｎ，Ｎ−ジメチル−１，３−ジアミノプロパン
（１３６℃）、Ｎ，Ｎ

−ジメチル−１，３−ジアミノプロパン（１４５℃）、Ｎ，Ｎ−

ジエチル−１，３−ジアミノプロパン（１７１℃）、１，４−ジアミノブタン（１５９℃
）、１，５−ジアミノ−２−メチルペンタン（１９３℃）、１，６−ジアミノヘキサン（
２０４℃）、Ｎ，Ｎ

−ジメチル−１，６−ジアミノヘキサン（２２８℃）、１，７−ジ
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アミノヘプタン（２２４℃）、１，８−ジアミノオクタン（２２５℃）等が挙げられるが
、これらに限定されるものではない。
【００４２】
（その他の錯化合物の生成補助剤）
上記のように、一般に銀化合物との錯化合物に長鎖・中鎖のアルキルモノアミンを含む
ことにより、銀化合物の良好な熱分解を生じることが可能となると共に、これにより生成
する銀の原子層表面に良好な保護皮膜を形成することが可能である。その一方で、長鎖・
中鎖のアルキルモノアミンのみによっては銀化合物との錯化合物が生成し難いため、上記
のように錯化合物の生成補助剤としてアルキルジアミンや炭素数が５以下の短鎖のアルキ
ルモノアミンを用いることが有効である。このような錯化合物の生成補助剤に加えて、銀
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化合物とアルキルアミンの錯化合物を生成する際に、一定程度以上の極性を示すアルコー
ル化合物、及び／又は分子内に炭素原子とヘテロ原子との多重結合や、ヘテロ原子同士の
多重結合を含む化合物を介在させることにより、銀化合物とアルキルアミンの錯化合物の
生成を円滑に行うことが明らかにされている。このような添加成分の示す具体的な作用は
必ずしも明らかではないが、固体状態の銀化合物においては当該銀化合物である銀を含む
分子やイオン等が結晶等を形成して凝集し、特に長鎖・中鎖のアルキルアミン等による銀
原子への配位が良好に進まないのに対して、当該化合物がアルキルアミンと混合されて存
在する場合には、アルキルアミン等による銀化合物への配位結合が進展し効率的に錯化合
物が生成すると考えられる。このような効果は、当該化合物が銀化合物の結晶等を効率的
に解砕し、アルキルアミン等が銀化合物に接触する頻度が高まるためと考えられる。また
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、このような効果を更に高めるために、当該添加成分からなる化合物は、アルキルアミン
との相溶性に優れた溶媒であることが好ましい。
【００４３】
上記一定程度以上の極性を示すアルコール化合物としては、典型的には水に対する溶解
度を示すアルコール化合物であって、１個のＯＨ基を有する直鎖のアルキルアルコールと
して、炭素数１のメタノールから、炭素数８のオクタノールが挙げられる。一方、炭素数
が９以上になると水に対して実質的に溶解せず、このようなアルコール化合物を錯化合物
の形成の際に介在させても、錯化合物の形成促進作用が観察されない。また、アルキルア
ルコールの他に、フェノールや、分子内にエーテル結合を有する適宜の炭化水素の水素原
子をＯＨ基で置換したもの等を用いることができる。
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【００４４】
アルコール化合物においては、一分子内に含まれるＯＨ基の数が増加するに伴って強い
極性が発現し、本発明においても２個のＯＨ基を含むグリコール類や、３個のＯＨ基を含
むグリセリン、４個のＯＨ基を含むペンタエリトリトール等が好ましく使用される。
このようなアルコール化合物としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノ
ール、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノール、アリルアルコール、
ベンジルアルコール、ピナコール、プロピレングリコール、メントール、カテコール、ヒ
ドロキノン、サリチルアルコール、ペンタエリトリトール、スクロース、グルコース、キ
シリトール、メトキシエタノール、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、ペンタ
エリトリトール等、及び、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
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ングリコール、ペンタエチレングリコールを含むポリエチレングリコール類が挙げられる
。
【００４５】
錯化合物を生成する際のアルコール化合物の使用量は、錯化合物の生成の際に用いるア
ルキルアミンに対して５モル％〜５００モル％程度とすることが好ましい。アルコール化
合物の使用量がアルキルアミンに対してモル比で５モル％以下になると、錯化合物の生成
促進作用が十分でなくなる傾向が見られる。一方、アルコール化合物の使用量がアルキル
アミンに対してモル比で５００モル％以上になると、アルキルアミンの活性が低下して錯
化合物の生成が阻害される傾向が見られる。
【００４６】
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特に、アルコール化合物の使用量をアルキルアミンに対して１０モル％〜３００モル％
程度とすることで、錯化合物の生成が良好に促進されると共に、良好な錯化合物を生成す
ることが可能となる。また、この範囲の割合においてアルコール化合物の割合が増加する
と、一般に錯化合物の生成時間が短縮すると共に、錯化合物に含まれるアルコール化合物
の割合が増加するために、錯化合物の熱分解により生じる被覆銀微粒子の粒径が拡大する
と共に、生じた被覆銀微粒子の極性溶媒への分散性を向上することができる。一方、アル
コール化合物の割合を減少させることで、錯化合物や被覆銀微粒子の被覆に含まれるアル
コール化合物が減少し、微細で緻密な被覆を有する被覆銀微粒子が得られる傾向が見られ
る。
【００４７】
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最も典型的には、アルコール化合物の量をアルキルアミンに対して２５モル％〜１００
モル％程度とすることが好ましいが、具体的に使用するアルコール化合物の種類や使用割
合は、製造する被覆銀微粒子に求められる特性等に応じて、適宜調整がされることが好ま
しい。
また、銀化合物とアルキルアミンとの錯化合物の生成を促進させる補助剤として、アル
コール化合物の他に分子内に炭素原子とヘテロ原子との多重結合や、ヘテロ原子同士の多
重結合を含む化合物がある。このような化合物においては、多重結合をなすヘテロ原子に
属する結合に係る電子の分布が多重結合により偏った状態となり、当該ヘテロ原子が持つ
非共有電子対が露出する傾向にあるため、当該非共有電子対が関係する反応についての活
性が向上する傾向にあることが知られている。上記所定の多重結合を有する化合物を銀化

10

合物とアルキルアミンの錯化合物を生成する際に介在させることで、当該錯化合物の生成
が促進される具体的理由は明らかでないが、当該化合物が上記のように活性な非共有電子
対を有するヘテロ原子を含むことが、錯化合物の生成が促進されることに関係するものと
推察される。
【００４８】
当該目的のために使用される化合物としては、より具体的には、炭素と酸素の二重結合
を含むカルボニル化合物やイソシアナート化合物、炭素と窒素の多重結合を含むオキシム
化合物、シッフ塩基化合物やニトリル化合物、酸素と窒素の多重結合を含むニトロ化合物
やニトロソ化合物、及び、窒素原子同士の多重結合を含むアゾ化合物、ジアゾ化合物、ア
ジ化物等が例示される。また、ヘテロ原子としての硫黄、リン等が関係する多重結合を含
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む化合物によっても銀化合物とアルキルアミンの錯化合物を促進することができる。但し
、例えば導電性の配線を形成するために使用される銀微粒子の製造においては、当該硫黄
原子やリン原子が残留して悪影響を生じる傾向が見られるため、製造される銀微粒子の用
途等に応じて使用が検討されることが望ましい。
【００４９】
また、当該目的のために使用される化合物について、当該化合物に含まれる炭素の数や
、化合物内の各官能基に含まれる炭素の数が大きくなるに従い、錯化合物の生成を促進す
る作用が低下する傾向が観察される。炭素数が錯化合物の生成を促進する作用に与える影
響は化合物の基本構造により変化するが、例えば、含まれる多重結合が一つの化合物にお
いては、概ね化合物に含まれる炭素数が１４を超える場合に錯化合物の生成促進効果が低
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下する傾向が見られる。一方、化合物に含まれる炭素数が７以下である場合には、一般に
顕著な錯化合物の生成促進効果が観察される。
【００５０】
本発明で銀化合物とアルキルアミンの錯化合物の生成の際に介在させて用いられる化合
物としてのカルボニル化合物の一例として、ケトン類化合物を挙げることができ、その非
限定的な例として、アセトン、メチルエチルケトン、アセチルアセトン、２−ブタノン、
３−ペンタノン、４−ヘプタノン、４−メチル−３−ペンテン−２−オン（メシチルオキ
シド）、４−メチル−２−ペンタノン、ジアセチル、ピナコリン、２，４−ジメチルペン
タノン、２，６−ジメチルー３−ヘプタノン、イソアミルメチルケトン、３−メチル−２
−ブタノン、５−メチル‑―ヘプタノン、４‑メチル−２−ペンタノン、エチニルイソプロ
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ピルケトン、２−オクタノン、等の脂肪族ケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン
、２−シクロヘキセノン、イソホロン、ジシクロヘキシルケトン、等の脂環式ケトン、並
びにアセトフェノン、ベンゾフェノン、４−フェニル−２−ブタノン、イソブチロフェノ
ン、ベンザルアセトン、プロピオフェノン等の芳香族ケトンが挙げられる。
【００５１】
さらに、ケトン類化合物としては、メチルアセトアセテート、エチルアセトアセテート
、アセチル琥珀酸ジメチル、α−アセチル−γ−ブチロラクトン、アセト酢酸、ピルビン
酸メチル、ピルビン酸、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアセトアミド、アセトアセトアニリド、
Ｎ−アセトアセチルモルホリン等の酸素原子を含むケト酸化合物を挙げることができる。
また、本発明で錯化合物の生成の際に用いられるカルボニル化合物の一例として、カル
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ボニル炭素に一つの水素原子が結合したアルデヒド類化合物を挙げることができ、その非
限定的な例として、プロピオンアルデヒド、ｎ−ブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒ
ド、ｎ−ペンチルアルデヒド、２−メチルブチルアルデヒド、ｎ−ヘキシルアルデヒド、
２−メチルペンタナール、ｎ−ヘプチルアルデヒド、２−ヘキセナール、ｎ−オクチルア
ルデヒド、ベンズアルデヒド、クミンアルデヒド、アニスアルデヒド、クロロベンズアル
デヒド、シンナムアルデヒド、クロトンアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ブチルアル
デヒド、ピルビンアルデヒド、テレフタルアルデヒド、トルアルデヒド、エチニルフェニ
ルケトン、フルフラール又はこれらの任意の２種以上の混合物などが挙げられるが、特に
好ましいアルデヒド類化合物は、炭素原子数が３〜１４の脂肪族又は芳香族アルデヒドで
あり、さらに好ましくは、炭素原子数が３〜７の脂肪族アルデヒドである。

10

【００５２】
その他、エステル類化合物、アミド類化合物、カルボン酸アミド類化合物、イソシアネ
ート化合物（Ｒ−Ｎ＝Ｃ＝Ｏ）、オキシム化合物は（＞Ｃ＝Ｎ−ＯＨ）、ニトリル化合物
、アゾ化合物、ジアゾ化合物及びアジ化物等も挙げることができる。これらの具体的な態
様は、特開２０１４−３１５４２号公報又は特開２０１４−４０６３０号公報に記載され
ており、参照により本願明細書に組み込まれるものとする。
【００５３】
上記説明したようなアルコール化合物や所定の多重結合を含む化合物は、使用するアル
キルアミンの種類や、製造される銅銀複合体に期待される特性等に応じて適宜選択して用
いることができる。また、複数種の化合物を組み合わせて用いることができ、錯体生成の
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反応時間のみならず、アルキルアミンの種類とともに銀の収率や表面処理された金属銅に
期待される特性を考慮した組み合わせを行うことも可能である。
特に、錯化合物の生成を補助する化合物は、生成する錯化合物や、それを熱分解するこ
とで生成する銀の原子層の被覆部分にも含まれため、本発明において各種の化合物を適宜
に選択して用いることにより、表面処理がされる金属銅に対して各種の機能を付加するこ
とも可能である。このため、短鎖のアルキルアミンやアルキルジアミンが存在する場合に
おいても、錯化合物の生成補助と共に、表面処理がされる金属銅に所定の特徴を付与する
手段として当該化合物を介在させることができる。
【００５４】
（アミン錯体の生成工程）

30

アミン錯体の生成は、一般的には粉状の銀化合物に対して所定量のアルキルアミンを混
合することで行う。この際に、上記説明したアミン錯体の生成を補助する所定の化合物や
少量の水をアミン錯体の生成補助剤として介在させることにより、アミン錯体の生成を促
進させることが有効である。アミン錯体の生成補助剤を反応系に介在させる手法としては
、予め調製したアルキルアミンとアミン錯体の生成補助剤の混合物に銀化合物を加えても
よく、また、主にアミン錯体の生成補助剤を銀化合物と混合して銀化合物を解砕等した後
にアルキルアミンを加えてアミン錯体とするなど、適宜の手法を用いることができる。
【００５５】
アミン錯体の生成過程は、例えば、銀化合物の結晶等が解砕すると共に、生成する錯化
合物が一般にその構成成分に応じた色を呈することを利用して、反応による混合物の色の
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変化の終了を適宜の分光法等により検出することにより、アミン錯体の生成反応の終点を
検知することができる。また、以下の実施例で主に使用するシュウ酸銀が形成する錯化合
物は一般に無色（白色）であるが、この場合でも混合液の粘性が変化するなどの形態変化
に基づいて錯化合物の生成状態を検知することができる。
【００５６】
本発明においては、アミン錯体の熱分解の加熱を行う前に、必ずしもアミン錯体の生成
が完了する必要はなく、アミン錯体の生成過程においても適宜加熱を行うことで、アミン
錯体の生成を促進することができる。アミン錯体の生成は、銀化合物の分解反応の発生や
アルキルアミンやアミン錯体の生成補助剤の蒸発を抑制可能な温度範囲で行うことが好ま
しい。典型的には、室温付近での撹拌により錯化合物の生成が可能であるが、錯化合物の
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生成促進の点で、銀化合物の分解反応の発生等を生じない範囲で加熱することも可能であ
る。また、銀化合物に対するアミンの配位反応は発熱を伴うため、銀化合物の分解反応等
を抑制するために必要に応じて室温以下に冷却して撹拌を行うことも好ましい。
【００５７】
銀化合物とアルキルアミンの錯化合物の生成において、使用するアルキルアミンの総量
は銀化合物に含まれる銀原子の化学量論量（等モル）以上とすることが望ましい。アルキ
ルアミンの総量が銀原子との化学量論量以下の量であると、錯化合物とならない銀化合物
が生じるため、その後の銀微粒子の生成の際にその肥大化が生じたり、熱分解せずに残留
する銀化合物が発生するために好ましくない。典型的には、錯化合物の生成の際に銀原子
の２倍モル量以上のアルキルアミンを混合することで、均一な粒径の銀微粒子を安定して

10

得ることができる。また、銀化合物と錯化合物を形成しない過剰分のアルキルアミンは反
応系に残留するため、次工程で金属銅の表面処理を行う際の反応媒としてそのまま使用す
ることも可能である。また、生成した錯化合物を過剰分のアルキルアミンと分離して、別
の溶媒を反応媒として加えて金属銅の表面処理を行うことも可能である。
【００５８】
１つの実施形態において、銀化合物としてカルボン酸銀、例えばシュウ酸銀や酢酸銀を
用いる場合は、カルボン酸に由来する酸素原子と、アルキルアミンに由来する窒素原子の
両方が銀原子に配位結合した銀錯体を形成することができ、本発明に用いる錯化合物とし
て好ましい。銀原子に配位する酸素原子数と窒素原子数の割合は特に限定されないが、銀
原子に対して酸素原子数と窒素原子数が２：１の割合で配位している銀錯体が特に好まし
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い。
【００５９】
使用する錯化合物により、銀原子を生成する反応は相違するが、例えば、銀化合物とし
てシュウ酸銀を使用した場合には、アルキルアミン中で加熱することで、１００℃程度あ
るいはそれ以下の低温においても炭酸ガスを発生しながら銀原子が生成する。これは、錯
化合物の熱分解により原子状の銀が生成すると共に、シュウ酸イオンが炭酸ガスに変化す
る反応が進展するためである。当該錯化合物の熱分解においては、発生する炭酸ガスによ
り反応雰囲気が不活性に維持されるため、大気中で錯化合物の熱分解を行って金属銅の表
面処理を行う場合においても金属銅の酸化が効果的に抑制され、安定した金属銅の表面処
理が可能である。
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【００６０】
（アミン錯体の加熱分解による銀原子の生成と、金属銅表面への析出工程）
上記により生成した銀化合物とアミン混合物との錯化合物を加熱して、錯化合物に含ま
れる銀化合物を分解することで銀原子を遊離させ、これらがアルキルアミンの存在下で金
属銅の表面と接触することで金属銅の表面に銀の被膜が形成される。金属銅と金属銀の二
元系状態図は典型的な共晶型であり、特に２００℃以下においてはいずれの相においても
他方が固溶する固溶域が存在しないことが知られている。また、本発明の比較例３として
示すように、アミン錯体分解法により製造した銀微粒子と銅微粒子とを混合して焼結した
場合にも、相互の融着を生じ難く、良好な導電体とならない等からも、固相状態での銅−
銀間の親和性が低いことが推察される。それにも関わらず、本発明により金属銅の表面に
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銀の被膜が密着して生成する機構は明らかでないが、アミン錯体の加熱分解により生成す
る銀原子においては、そのポテンシャルが金属銀の核生成には必ずしも十分でなく、反応
系内に存在する金属銅の表面に準安定な状態で銀原子が析出する状態変化が競合して生じ
ている等の機構が考えられる。これに対して、上記のように銀微粒子と銅微粒子とを混合
して焼結した場合には、親和性の低い銅−銀間での原子の移動を生じ難く、融着を生じに
くいものと考えられる。
また、本発明で使用するアミン錯体熱分解法による銀原子の生成過程においては、予め
生成した単一成分（錯化合物）の熱分解反応により原子状銀が供給されるため、還元剤を
用いた複数成分間の化学反応による場合に比べて、各成分の濃度の揺らぎ等に起因した反
応のムラを生じ難く、被覆される金属表面に均一な銀の被膜を形成しうるものと推察され
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る。このため、アミン錯体分解法による本発明の方法は、特に反応に関与する複数の成分
を均一に混合することが困難な大規模な工業的生産過程においても有利であると考えられ
る。
【００６１】
アルキルアミンが配位結合することで錯化合物化された銀化合物を、適切な条件下で加
熱分解等して原子状の銀を遊離した場合には、当該遊離した原子状銀に対してアルキルア
ミン分子がアミノ基を介した配位結合を維持するものと推察される。このため、遊離した
原子状銀が相互に凝集して凝集体を作る際に、凝集体の周囲にはアミノ基の配位結合によ
り固定されたアルキル鎖が高密度で存在して被膜を形成することで、生成する銀原子が所
定の厚さや大きさ以上に成長することが抑制される結果、例えば、銅微粒子の表面で銀の
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アミン錯体を加熱分解した場合は、銅微粒子をコアとして、その表面に銀のシェルが形成
され、さらにその表面がアルキルアミンで被覆された微粒子が生成する。
【００６２】
アミン錯体熱分解法により生成した銀原子を金属銅表面に析出させる工程は、上述のよ
うに生成したアミン錯体を、アルキルアミンを含む反応媒中で加熱して行うことが望まし
い。つまり、銀化合物に対して過剰のアルキルアミンやアルコール化合物等のアミン錯体
の生成補助剤を混合しアミン錯体を形成させた後、残留するアルキルアミン等を反応媒と
して、表面処理を行う金属銅を投入してそのまま加熱しても良く、必要に応じて適宜のア
ルキルアミン等を更に混合して反応媒とすることも可能である。また、生成したアミン錯
体を含む混合物から遠心分離等の方法でアミン錯体を分離した後、適宜のアルキルアミン
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等を含む反応媒、及び表面処理を行う金属銅と再混合した状態で加熱することで、アミン
錯体を形成するアルキルアミン等の一部を他のアルキルアミンに置換して金属銅の表面処
理を行うことも可能である。また、表面処理を行う金属銅がアミン錯体を形成する各成分
との間で意図しない反応を生じない場合には、アミン錯体を形成するための反応系に金属
銅を投入しておき、アミン錯体を形成した後にそのまま加熱して表面処理を行うことも可
能である。
【００６３】
アミン錯体を熱分解して原子状の銀を遊離させる際の温度は、使用するアミン錯体の種
類により変化するが、一般に当該原子状銀の遊離が開始する温度の直上の温度域で行うこ
とが好ましい。一方、過度の加熱を行った場合には、銀に対するアルキルアミンの配位結
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合が外れ易くなるために、金属銅表面への銀の析出行程が不安定となり、粗大粒子等が生
成しやすくなる点で好ましくない。また、反応媒を成すアルキルアミン等の蒸発が活発に
なる点からもアミン錯体から原子状銀を遊離させる際の温度は、原子状銀の遊離が生じる
範囲内でなるべく低温であることが好ましい。具体的には、７０〜１５０℃の温度範囲、
更に典型的には８０〜１２０℃の温度範囲に加熱することで、アミン錯体に含まれる銀化
合物を分解させることが好ましい。
【００６４】
本発明においては、銀化合物としてカルボン酸銀が好ましく使用され、特にシュウ酸銀
・酢酸銀が好ましく用いられる。シュウ酸銀は、通常は２００℃程度で分解を生じて、シ
ュウ酸イオンが二酸化炭素として除去されて金属銀が残留する。一方、本発明に係る方法
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によりアミン錯体とすることによりシュウ酸銀の部分の熱分解温度が低下し、１００℃程
度の温度において熱分解を生じて金属銀を遊離可能とすることができる。この温度は、上
記と同様に、シュウ酸イオンの熱分解を生じる範囲で低い温度に設定されることが望まし
いが、温度の上昇と共に熱分解の速度が向上するため、金属銅の表面に良好な銀の被膜が
得られる範囲で適宜加熱温度を上昇させることができる。
また、本発明においてアミン錯体の熱分解により表面処理を行う際には、本発明の趣旨
を逸脱しない範囲で、他の成分を介在させることも可能である。例えば、銀化合物の分解
により生じる副生成物と反応して表面処理に影響を与えない物質に変換するための還元性
物質や吸着性の物質等を反応系に含むことも有効である。
【００６５】
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（分散媒）
本発明に係る方法で表面処理された金属銅は、表面処理により最表面に形成されるアル
キルアミンを含む保護被膜が脱離しない条件で保存することが望ましい。特に、銅微粒子
の表面処理を行った場合には、その使用される用途に応じて、主に使用するアルキルアミ
ンの選択により、例えば、アルコールやエステル溶剤等の極性溶媒や、オクタン等の非極
性溶剤、又はそれらの混合溶剤等の適宜の有機溶媒に高濃度で分散させた分散液として使
用することが可能である。また、ペースト状の組成物とすることが可能である。本発明に
係る方法で表面処理がされた銅微粒子を分散液やペーストとすることで、特に低温で配線
を形成するための材料として好ましく使用することができる。
本発明に係る方法で表面処理がされた銅微粒子を分散させて分散液とする場合に使用す

10

る有機溶媒は、銅微粒子の保護膜に含まれるアルキルアミン等の脱離を生じさせ難くいも
のが好ましく用いられる。
【００６６】
（銀被着銅）
本発明の方法により表面処理された銀被着銅の一例を図１に示す。図１は、市販の銅板
の表面に本発明に係る方法で銀を被着させたものであり、金属銀で被覆された銅板表面に
主に数１０ｎｍ程度の粒径の銀微粒子が付着した表面を有することが示される。このよう
な状態の金属銅の表面同士を大気雰囲気下で密着させることにより、図２に示すように、
室温においても金属銅の表面が融着して接合することが可能である。
また、図７は、実施例２（２．１）等で製造したアルキルアミン被覆銅微粒子に本発明
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に係る方法で銀を被着させたものであり、表面が金属銀で被覆された銅微粒子と微細な銀
微粒子の混合物が得られることが示される。このような銀被着銅微粒子は、コアとなる銅
微粒子の粒子径をその使用目的等に応じて選択することによって銀被着銅微粒子としての
粒径を選択可能である。銀被着銅微粒子の粒径は、典型的には約５０ｎｍ〜１０μｍ程度
、好ましくは約１００ｎｍ〜１μｍであり、さらに好ましくはおおよそ１００ｎｍ〜５０
０ｎｍ程度の範囲で調節することが可能である。その粒子表面には、銀の生成量に応じて
数ｎｍ〜数１０ｎｍ程度の厚さで銀の原子層が設けられると共に、１００ｎｍ以下の粒子
径の銀微粒子が混在して存在することで、相互の融着によって緻密な焼結組織を有する銅
−銀複合体を得ることができる。また、これらの粒子表面が厚さ数ｎｍ程度のアルキルア
ミンを含む保護膜で覆われることで、図７に示すように、それぞれの銀被着銅微粒子が独
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立して安定に存在することができる。
【００６７】
（銀被着銅の融着処理）
本発明により表面処理を行った金属銅表面間の融着による接合は、処理後の表面に形成
されるアルキルアミンを含む保護膜を除去等することで、金属銀同士を直接に接触させる
ことにより行うことができる。例えば、表面処理を行った銅板を融着させる際には、表面
処理を行った面同士を押圧することで、表面に付着したアルキルアミン分子等が排除され
て金属銀間の接触を生じ、大気雰囲気下でも室温程度の温度で融着を生じさせることがで
きる。また、予め融着させる表面に付着したアルキルアミン分子等を適宜の溶媒で洗浄し
て除去することで金属銀間の接触を促進させることも好ましい。表面処理を行った銅微粒
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子等の場合には、適宜の溶媒に分散させた銅微粒子を塗布した後に、溶媒を蒸発除去する
ことで融着（焼結）を開始させることができる。また、適宜の加熱を行うことで、溶媒や
アルキルアミン分子等の蒸発を促進すると共に銀原子の相互拡散が促進され、融着の程度
を高めることができる。銀被着銅微粒子における銅と銀の存在比率は、金属銅の表面の少
なくても一部が金属銀で被覆されている限り特に限定されないが、特に銀被着銅微粒子を
焼結させて得られる銅−銀複合体における銀の割合を低下させる観点からは、金属銅に対
する金属銀の重量比で１／２以下であればよく、好ましくは１／５以下、さらに好ましく
は１／１０程度とすることができる。金属銀の割合をこの程度まで低下させることによっ
て、製造コストの低減に寄与すると共に、特に銀被着銅微粒子を焼結させて得られる銅−
銀複合体を配線材料として使用する際の耐エレクトロマイグレーション性を向上すること

50

(19)

JP 2016‑98398 A 2016.5.30

ができる。
【００６８】
本発明に係る表面処理方法は、特に導電性の確保を期待して接合される金属銅の表面に
好ましく適用される。例えば、本発明に係る表面処理方法で表面処理された銅板を圧着素
子等に使用することで、従来よりも低い接続抵抗とすることができる。また、従来のロウ
付け（半田付け）に代えて、本発明により表面処理された銅板を使用することができる。
また、ワイヤーボンディングに使用するコンタクトパッドとワイヤーの表面に本発明によ
る表面処理を適用することもできる。特に、本発明により表面処理された銅微粒子は、そ
の特性や用途に応じて適宜の態様にして使用される。例えば、銀被着銅微粒子をインクジ
ェット等により所定形状に塗布して、低温焼結により銅銀複合体皮膜とする場合には、所
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望の有機溶剤で反応媒としたアミンを置換することで、銀被着銅微粒子を有機溶剤中に分
散させたインク状の分散体（分散液）とすることにより、銀被着銅微粒子の被覆が除去さ
れにくい状態で保存・使用することが望ましい。また、銀被着銅微粒子を適宜のテルピン
油等の分散媒と混合して分散させ、ペーストとして用いることも可能である。また、比較
的長鎖のアルキルアミンを主成分とする皮膜を設けた銀被着銅微粒子の場合には、反応媒
としたアミンを除去した粉末状物として銀被着銅微粒子を保存可能である。
【００６９】
（焼結により形成された複合金属体）
本発明により表面処理された銀被着銅微粒子を使用することで、特に雰囲気を調整する
ことなく、大気中、室温においても金属銅を主成分として十分な導電性を有する複合金属
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体を得ることができる。本発明により表面処理された銀被着銅微粒子を融着（焼結）させ
て得られる複合金属体においては、銅微粒子が分散相となり、銅微粒子同士が表面の金属
銀をバインダーとして融着し、又は、銅微粒子が銀微粒子を介して融着することで銀のマ
トリクス中に銅の分散相を含む構造を有することで、極めて良好な導電性が得ることがで
きる。特に、銀の配合割合を高めると共に、融着の際の温度を高めることにより複合金属
体の密度を高めることが可能であり、高い導電性が得ることができる。本発明に係る複合
金属体は、本発明により製造される銀被着銅微粒子を含むインクやペーストを各種の基板
に所望の形態で塗布し、銀被着銅微粒子間の融着により接合させることで、各種の電子デ
バイス等を構成する配線として好適に使用される。
【００７０】
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本発明に係る複合金属体を得る際の融着（焼成）は、その目的に応じて決定される許容
温度の範囲内で、なるべく高い温度で行うことが良好な導電性と処理時間の短縮の点で好
ましい。融着温度の上限は特に限定がないが、特に大気中での処理では１４０℃以上の温
度域において銅の酸化が顕著になるため、１４０℃以下での処理を行うことが好ましい。
一方、特に耐熱性の低い樹脂基板表面での融着を行う場合には、１２０℃以下での処理が
好ましく、特に１００℃以下での処理が好ましい。また、以下の実施例で示すように、本
発明に係る複合金属体は、室温においても融着を生じて良好な導電性を示すことが可能で
ある。
本発明に係る銀被着銅微粒子を融着して複合金属体を得る際の雰囲気は特に限定されず
、大気雰囲気下での処理が可能であるが、特に配線素材としての複合金属体の信頼性を向
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上する観点からは、不活性ガス雰囲気や還元ガス雰囲気で融着を行うことも好ましい。ま
た、融着を促進する観点からは、特に水蒸気を多く含む雰囲気での融着処理が好ましい。
本発明に係る複合金属体においては、使用する銀被着銅微粒子において銅微粒子表面が
金属銀で被覆されている範囲内において、銅に対する銀の割合を低くすることがコストや
耐エレクトロマイグレーションの観点から望ましい。使用する銅微粒子の粒子径によって
も変化するが、例えば、銅微粒子の表面処理をして銀被着銅微粒子とする際の金属銅に対
する金属銀の重量比を１／２程度とすれば、銅微粒子が十分な量の銀で被覆されると共に
微細な銀微粒子が生成するために、特に高い融着性を得ることができる。また、金属銅に
対する金属銀の重量比を１／５程度以下、さらに好ましくは１／１０程度としても、良好
な導電性を有する複合金属体を得ることができる。
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【００７１】
本発明に係る複合金属体の導電率は、その用途等に応じて決定されるが、典型的には３
．０×１０−３Ω・ｃｍ以下の体積抵抗率の複合金属体を容易に得ることができる。また
、室温付近での融着処理によっても、金属銀の含有量に応じて、１．０×１０−３Ω・ｃ
ｍ〜１．０×１０−４Ω・ｃｍ程度以下の体積抵抗率の複合金属体を得ることができる。
更に、１００℃程度での融着処理を行うことで、２．０×１０−５Ω・ｃｍ程度以下の体
積抵抗率の複合金属体を得ることができる。
【００７２】
一方、比較例２として記載した長鎖脂肪酸銀を用いて表面処理を行った銅微粒子を焼結
させた図１２（ｃ）においては、銅の表面上に銀微粒子が残存していることが観察された

10

。これは、表面処理後の銅と銀の界面での結合形成が不十分であるために銀がバインダー
として機能せず、また、保護分子となっている脂肪酸イオンの除去が困難であるために金
属粒子の融着が進行せず、焼結後の複合金属体の電気伝導性が向上しなかったものと考え
られる。
【実施例】
【００７３】
［実施例１］銅板表面に対する表面処理
以下に示す方法で、銅板に対して本発明に係る表面処理方法で表面処理を行い、処理後
の銅板の融着性を評価した。
（１．１）アミン錯体の調製

20

ｉ）アルキルアミン−シュウ酸銀錯化合物
銀原子を供給するための銀化合物としてシュウ酸銀を使用し、アミン錯体を調製した。
シュウ酸銀は、硝酸銀（関東化学株式会社、一級）とシュウ酸・二水和物（関東化学、特
級）を混合して合成して使用した。特許文献４に従って、ｎ−ヘキシルアミン（東京化成
株式会社、特級）３．０ｇ（３０ｍｍｏｌ）、ｎ−ドデシルアミン（関東化学、特級）０
．２５ｇ（１．３ｍｍｏｌ）、Ｎ，Ｎ−ジメチル−１，３−ジアミノプロパン（東京化成
株式会社、特級）０．７５ｇ（７．３ｍｍｏｌ）を混合した溶液に、シュウ酸銀０．５０
ｇ（１．６ｍｍｏｌ）を加えて室温で撹拌することで、過剰量のアルキルアミン中にアル
キルアミン−シュウ酸銀錯化合物を生成させた。
【００７４】
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ｉｉ）アルキルアミン−酢酸銀錯化合物
シュウ酸銀０．５０ｇ（１．６ｍｍｏｌ）に代えて酢酸銀（和光純薬、一級）０．５５
ｇ（３．３ｍｍｏｌ）を用いた以外は、上記と同様の方法で過剰量のアルキルアミン中に
アルキルアミン−酢酸銀錯化合物を生成させた。なお、シュウ酸銀は一分子当たり２個の
銀原子を含むのに対して、酢酸銀は一分子当たり１個の銀原子を含むため、使用した酢酸
銀に含まれる銀原子の量は上記のシュウ酸銀と同一である。
【００７５】
（１．２）銅板の表面処理
上記で生成させたアルキルアミンとアミン錯体の各混合物に、脱脂洗浄を行った厚さ０
．３ｍｍの銅板（ＨＩＫＡＲＩ、ＨＣ０３１６）１．０ｇ（金属銅として１５．９ｍｍｏ
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ｌ）を８片に分けてそれぞれ投入し、８０℃で加熱攪拌した。加熱により二酸化炭素の発
生を伴う錯化合物の分解を生じた。２時間の加熱攪拌後、表面処理された銅板を取り出し
、アセトン、トルエンで洗浄した。
また、比較のため、アミン錯体を使用せずに銀微粒子を合成する公知の方法（非特許文
献１）を応用し、当該方法で銀微粒子を合成する際に銅板を介在させて、銅板の表面処理
を行った（比較例１）。当該文献には、脂肪酸銀であるミリスチン酸銀（Ｃ１３Ｈ２７Ｃ
ＯＯＡｇ）を、還元剤であるトリエチルアミン中で加熱して還元・分解することで、ミリ
スチン酸イオンにより銀微粒子の表面が保護されたミリスチン酸保護銀微粒子の製造方法
が記載されている。比較例１においては、トリエチルアミン（東京化成、特級）７．２６
ｇ（７１．７ｍｍｏｌ）とミリスチン酸銀１．１９ｇ（３．５５ｍｍｏｌ）を加えた混合
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物に、上記と同様に脱脂洗浄を行った厚さ０．３ｍｍの銅板１．０ｇを８片に分けて投入
し、９０℃で加熱攪拌した。３時間の加熱攪拌後、銅板を取り出し、アセトン、トルエン
で洗浄した。
【００７６】
図１（ａ）〜（ｃ）には、上記で表面処理を行った各銅板の電界放出型走査電子顕微鏡
（ＦＥ−ＳＥＭ、（日本電子株式会社、ＪＦＭ−７６００Ｆ））像を示す。シュウ酸銀を
含むアミン錯体を用いて表面処理した銅板の表面（図１（ａ））には、金属銀の被覆が形
成されると共に、数１０ｎｍ程度の銀微粒子が全面に付着している様子が観察された。ま
た、酢酸酸銀を含むアミン錯体を用いて表面処理した銅板の表面（図１（ｂ））において
も、金属銀の被覆が形成されると共に、やや粗大な銀微粒子が全面に付着している様子が

10

観察された。また、脂肪酸銀の還元分解により表面処理した銅板の表面（図１（ｃ））に
おいても、微細な銀微粒子が均一に析出していることが観察された。以上のように、アミ
ン錯体の熱分解を生じる反応系内や、脂肪酸銀の還元反応の系内に銅板を置くことにより
、金属銅の表面に金属銀を析出させることができた。
【００７７】
（１．３）表面処理を行った銅板の融着試験
上記で表面処理を行った銅板同士の融着性を調べるため、上記で表面処理を行った銅板
同士を大気中、室温下で圧着する試験を行った。圧着は、上記で表面処理を行った銅板を
重ね、大気下、室温、荷重２ｋＮ（約２００ｋｇｆ／ｃｍ２）で１０秒間プレスして行っ
た（島津、ハンドプレスＳＳＰ１０Ａ）。

20

図２（ａ）〜（ｃ）には、上記の条件で圧着した各銅板の写真を示す。シュウ酸銀又は
酢酸銀を含むアミン錯体を用いて表面処理を行った銅板はプレスにより接合可能であるこ
とが分かった（図２（ａ），（ｂ））。一方、脂肪酸の還元分解により表面処理を行った
銅板は、上記条件のプレスによって、加圧された部分の変色が生じるのみで、接合を生じ
させることはできなかった（図２（ｃ））。また、参考のために、表面処理を行っていな
い銅板同士や、表面処理を行っていない銅板間に、特許文献４に従って生成した融着性の
高い銀微粒子を介在させてプレスした場合にも銅板間に接合は生じなかった。
【００７８】
以上のことから、本発明に係る表面処理方法により、金属銅の表面に銀を析出させて予
め銅−銀微粒子間に界面接合を形成させることで、その金属銅表面の銀被覆や銀微粒子を

30

バインダーとして容易に金属銅同士を接合可能であることが示された。本発明に係る表面
処理方法により処理された金属銅が容易に融着して接合を生じる機構は、表面処理により
析出した金属銀と金属銅の間に実質的な接合が存在すること、及び、析出した金属銀が活
性であることを示すものである。金属銅と金属銀の間では濡れ性が低いにも関わらず、特
に表面処理により析出した金属銀と金属銅の間に実質的な接合を生じる機構は、アミン錯
体の熱分解で生じた銀原子のポテンシャルが低いために必ずしも銀の核発生等が容易でな
く、準安定な状態で銅表面に結合して析出を生じるためと推察される。
【００７９】
［実施例２］
以下に示す方法で、アルキルアミン被覆を有する銅微粒子に対して本発明に係る表面処
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理方法で表面処理を行い、処理後の銅微粒子について評価した。
（２．１）アルキルアミン被覆を有する銅微粒子の合成
以下、特開２０１２−０７２４１８号公報に記載の方法で、アルキルアミン被覆を有す
る銅微粒子を合成した。３−（２−エチルヘキシルオキシ）プロピルアミン（東京化成、
特級）１０ｇ（５３ｍｍｏｌ）、２−ヒドラジノエタノール（東京化成、特級）３．０ｇ
（３９ｍｍｏｌ）及び、シュウ酸銅・０．５水和物（硫酸銅・五水和物（関東化学、特級
）とシュウ酸・二水和物（関東化学、特級）から合成したもの）３．００ｇ（１８．７ｍ
ｍｏｌ）を混合し０℃で数分間攪拌すると、白色から淡い黄色の粘性混合物へと変化し、
シュウ酸銅と２−ヒドラジノエタノール等からなる錯化合物を生成した。次に、１７０℃
に加熱して２時間攪拌することで、３−（２−エチルヘキシルオキシ）プロピルアミンの
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存在下で錯化合物が分解して銅原子が生成・凝集し、アルキルアミン被覆を有する銅微粒
子を含む赤色の懸濁液へと変化した。この反応混合物にアセトン（和光純薬工業株式会社
、特級）５ｍＬ）を加え、遠心分離（４０００ｒｐｍ、１分間）により得られた沈殿物を
分離し、もう一度、アセトン５ｍＬを加え、沈殿物を攪拌し、遠心分離によりアルキルア
ミン被覆を有する銅微粒子を得た（１．１０ｇ）。特開２０１２−０７２４１８に記載の
通り、上記方法で合成されるアルキルアミン被覆を有する銅微粒子は、実質的に酸化相を
含まず、比較的高い相互融着性（焼結性）を有するものである。
【００８０】
（２．２）アルキルアミン被覆を有する銅微粒子の解析
図３（ａ）に、（２．１）で得られた銅微粒子をカーボン製水平試料載台に付着させて
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観察したＦＥ−ＳＥＭ像を示した。図３（ｂ）に示した粒子径分布から、銅微粒子の平均
粒子径は２２４±１１２ｎｍであり、平滑な結晶面に囲まれた結晶性の銅微粒子が生成し
たことが示された。図４には、（２．１）で得られた銅微粒子の粉末Ｘ線回折パターン（
株式会社リガク、ＳｍａｒｔＬａｂ）を示す。観測されたシグナルは全て金属銅に由来す
るものであり、酸化銅の成分は検出されなかった。
【００８１】
（２．３）アルキルアミン被覆を有する銅微粒子の熱重量分析
図５（ａ）には、（２．１）で得られた銅微粒子について不活性雰囲気での熱重量分析
（ＴＡ ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、ＳＤＴ Ｑ６００、２００ｍＬ／分のヘリウム気流中、
昇温速度１０℃／分）を行った結果を示す。保護分子の脱離に由来する０．５重量％の重

20

量減少が観測された。当該重量減少は、銅微粒子の被覆を形成しているアルキルアミンの
脱離に伴うものである。得られたアルキルアミン被覆を有する銅微粒子における銅含有量
は９９．５重量％であり、原料として使用したシュウ酸銅を基準とした銅微粒子の収率は
９０．７％である。
図５（ｂ）には、（２．１）で得られた銅微粒子について大気下での熱重量分析（島津
、ＴＧＡ−５０、４０ｍＬ／分の合成空気気流中、１４０℃で１時間保持した後、１０℃
／分で昇温）を行った結果を示す。合成空気中で、１４０℃で１時間保持してもなお、銅
の酸化（酸化銅の生成）に由来する重量増加は０．５％以下であり、（２．１）で得られ
た銅微粒子は１４０℃以下においては、所定の酸化耐性を示す。一方で、（２．１）で得
られた銅微粒子は、１４０℃以上では、空気酸化による重量増加が顕著になる。
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【００８２】
（２．４）銅微粒子の表面処理
（２．１）で合成したアルキルアミン被覆を有する銅微粒子１．１０ｇ（銅として１７
．２ｍｍｏｌ）に対して、（１．１）と同様の条件で生成させたアルキルアミン−シュウ
酸銀錯化合物と過剰量のアルキルアミンの混合物を加え、８０℃で２時間加熱攪拌して当
該錯化合物を分解させることで赤茶色懸濁液を得た。これにアセトン５ｍＬを加え、遠心
分離により得られた沈殿物を分離し、更にヘキサン（関東化学、特級）５ｍＬを加え、沈
殿物を攪拌し、遠心分離することにより１．４０ｇ（シュウ酸銀に対しての銀の収率（銀
基準収率）は約８２％）の沈殿物を分離した。
分離した沈殿物について、不活性雰囲気で熱重量−質量分析（ＴＧ−ＭＳ：ＴＡ ｉｎ
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ｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、ＳＤＴ Ｑ６００から発生した気体を日本電子ＪＭＳ−Ｑ１０５０
ＧＣで質量分析）を行った結果、１．１重量％の重量減少が観測され、この重量減少に対
応してアルキルアミン分子（ヘキシルアミンやＮ，Ｎ−ジメチル−１，３−ジアミノプロ
パン）が検出されたことから、得られた沈殿物はアルキルアミンの被覆を有する金属微粒
子であることが確認された。
【００８３】
（２．５）表面処理を行った銅微粒子の評価
図６には、（２．４）で表面処理を行って得られた金属微粒子の粉末Ｘ線パターンを、
他の結果と併せて示した。（２．４）で得られた金属微粒子には、金属銅相と金属銀相の
両方が含まれているがこと分かった。また、図７（ａ）には、（２．４）で得られた金属
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微粒子のＦＥ−ＳＥＭ像を示した。（２．４）で得られた金属微粒子中にはサブミクロン
程度の粒径を有する粒子と、数１０ｎｍ程度の粒径を有する粒子が混在して存在すること
が示された。また、サブミクロン程度の粒子においては、平坦な結晶面上に微細な凹凸が
均一に生じていることが分かった。図８には、（２．４）で得られた金属微粒子をトルエ
ンに分散させて電子顕微鏡用カーボン支持膜（イーエムジャパン、モリブデン２００メッ
シュ）に塗布し、これを走査透過電子顕微鏡像（日本電子、ＪＥＭ２１００Ｆ）で観察し
た像を示した。エネルギー分散型蛍光Ｘ線測定分析（ＥＤＳ）による元素マッピングから
、サブミクロン程度の粒子のコアの部分には銅が、その周囲には銀が分布していることが
分かった。これらの結果より、（２．４）で得られた金属微粒子に含まれるサブミクロン
程度の粒子は、表面処理に供した銅微粒子の表面に銀が析出したものと考えられた。つま
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り、図７（ａ）で示したサブミクロン粒子の平坦な結晶面上で生じた微細で均一な凹凸は
、銅結晶表面に析出した銀原子によるものであり、金属銅の表面で銅−銀微粒子の界面接
合が形成されていることを示している。また、数１０ｎｍ程度の粒子は表面処理中に独立
して生じた銀微粒子である。
【００８４】
［実施例３］
以下に示す方法で、アルキルアミン被覆を有する銅微粒子に対して本発明に係る表面処
理方法で表面処理を行い、処理後の銅微粒子を評価した。
（３．１）アルキルアミンと酢酸銀からなる錯化合物の生成
（１．１）と同様の条件で、アルキルアミン−酢酸銀錯化合物と過剰量のアルキルアミ
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ンの混合物を生成させた。なお、シュウ酸銀は一分子当たり２個の銀原子を含むのに対し
て、酢酸銀は一分子当たり１個の銀原子を含むため、本実施例で使用した酢酸銀に含まれ
る銀原子の量は実施例２と同一である。
【００８５】
（３．２）銅微粒子の表面処理
（２．１）で合成したアルキルアミン被覆を有する銅微粒子１．１０ｇ（銅として１７
．２ｍｍｏｌ）に対して、（３．１）で生成させた錯化合物と過剰量のアルキルアミンの
混合物を加えて、８０℃で２時間加熱攪拌して錯化合物を分解させることで赤茶色懸濁液
を得た。これにアセトン５ｍＬを加え、遠心分離により得られた沈殿物を分離し、更にヘ
キサン５ｍＬを加え、沈殿物を攪拌し、遠心分離することにより１．３８ｇ（銀基準の収

30

率は約４１％）の沈殿物を分離した。
【００８６】
（３．３）表面処理を行った銅微粒子の評価
図７（ｂ）に、（３．２）で得られた沈殿物のＦＥ−ＳＥＭ像を示した。表面処理に使
用する錯化合物に含まれる銀化合物として酢酸銀を用いた場合にも、シュウ酸銀の場合と
同様に、銅微粒子の表面に銀が析出すると共に、単独で生じた銀微粒子が観察された。
【００８７】
［実施例４］
以下に示す方法で、アトマイズ法により作製されたフレーク状銅微粒子に対して本発明
に係る表面処理方法で表面処理を行い、処理後の銅微粒子を評価した。
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（４．１）銅アトマイズ微粒子の表面処理
市販のアトマイズ法により作製されたフレーク状銅微粒子１．１０ｇ（銅として１７．
２ｍｍｏｌ）に対して、（１．１）と同様の条件で生成させたアルキルアミン−シュウ酸
銀錯化合物と過剰量のアルキルアミンの混合物を加えて、８０℃で２時間加熱攪拌して錯
化合物を分解させることで赤茶色懸濁液を得た。これにアセトン５ｍＬを加え、遠心分離
により得られた沈殿物を分離し、更にヘキサン５ｍＬを加え、沈殿物を攪拌し、遠心分離
することにより１．２５ｇ（銀基準の収率は約７６％）の沈殿物を分離した。分離した沈
殿物を不活性雰囲気で熱重量分析をした結果、分離した沈殿物について、不活性雰囲気で
熱重量−質量分析（ＴＧ−ＭＳ）を行った結果、１．６重量％の重量減少が観測され、こ
の重量減少に対応してアルキルアミン分子（ヘキシルアミンやＮ，Ｎ−ジメチル−１，３
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−ジアミノプロパン）が検出されたことから、得られた沈殿物はアルキルアミンの被覆を
有する金属微粒子である。
【００８８】
（４．２）表面処理を行った銅アトマイズ微粒子の評価
図６には、本実施例で表面処理を行って得られた沈殿物の粉末Ｘ線回折結果を他の実施
例等と比較して示した。本実施例で表面処理を行って得られた沈殿物には、金属銅相と金
属銀相の両方が含まれているがこと分かった。図７（ｃ）に、（４．１）で得られた沈殿
物のＦＥ−ＳＥＭ像を示した。表面処理により直径１０μｍ程度の銅アトマイズ微粒子の
表面に銀が析出している様子が観察された。また、実施例２（２．４）（図７（ａ））や
実施例３（３．２）（図７（ｂ））と比較して、独立して生じた銀微粒子の数が少ないこ
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とが分かった。フレーク状であるために比表面積の大きな銅アトマイズ微粒子の表面処理
においては、アルキルアミン−シュウ酸銀錯化合物の熱分解で生じる銀原子が、より優先
して金属銅の表面に析出するものと推察される。
【００８９】
［比較例２］
本発明に係る表面処理方法についての比較例として、アルキルアミンと銀化合物の錯化
合物を使用しない以下の方法で銅微粒子の表面処理を行った。
（５．１）脂肪酸銀の分解による銅微粒子の表面処理
本比較例２においては、（１．２）における脂肪酸銀の還元分解による銅板の表面処理
と同様の方法により、銅微粒子の表面処理を行った。
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具体的には、（２．１）で合成したアルキルアミン被覆を有する銅微粒子１．１０ｇ（
銅として１７．２ｍｍｏｌ）に対して、トリエチルアミン（東京化成、特級）７．２６ｇ
（７１．７ｍｍｏｌ）とミリスチン酸銀１．１９ｇ（３．５５ｍｍｏｌ）を加えた混合物
を、９０℃で３時間加熱攪拌することで黒色の懸濁液を得た。これにアセトン５ｍＬを加
え、遠心分離により得られた沈殿物を分離し、もう一度アセトン５ｍＬを加え、沈殿物を
攪拌し、遠心分離により１．４９ｇの沈殿物を分離した。分離した沈殿物について、不活
性雰囲気で熱重量−質量分析（ＴＧ−ＭＳ）を行った結果、２．３重量％の重量減少が観
測され、この重量減少に対応してミリスチン酸が検出されたことから、得られた沈殿物は
ミリスチン酸の被覆を有する金属微粒子である。
【００９０】
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（５．２）脂肪酸銀を用いた表面処理を行った銅微粒子の評価
図６には、本比較例で表面処理を行って得られた沈殿物の粉末Ｘ線回折結果を他の実施
例と比較して示した。本比較例によっても金属銅相と金属銀相の両方が含まれているがこ
と分かった。図９に、（５．１）で得られた沈殿物のＦＥ−ＳＥＭ像を示した。表面処理
により銅微粒子の表面に数ｎｍ〜数１０ｎｍの銀微粒子が析出すると共に、その周囲にも
銀微粒子が析出して銅微粒子間が充填される様子が観察された。
【００９１】
［実施例５］表面処理を行った銅微粒子の焼結性の評価
以下に示す方法で、実施例２，４及び比較例２で表面処理を行った銅微粒子の焼結性を
評価した。
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（６．１）表面処理された銅微粒子の分散・懸濁液の調製と焼成処理
実施例２，４及び比較例２で得られた沈殿物に対して、沈殿物が５０重量％となるよう
にそれぞれトルエン（関東化学、特級）を加えて沈殿物が分散・懸濁したペーストを調製
した。また、比較例３として、（２．１）で合成したままで表面処理を行っていなアルキ
ルアミン被覆を有する銅微粒子１．１０ｇ（銅として１７．２ｍｍｏｌ）と、特許文献４
（実施例１０）に記載の方法で合成したアルキルアミン被覆を有する銀微粒子０．３５ｇ
（銀として２．９９ｍｍｏｌ）とを混合してトルエン１．４０ｍＬに分散・懸濁させてペ
ーストを調製した。使用したアルキルアミン被覆を有する銀微粒子は、１００℃、６０分
の焼成で１０μΩ・ｃｍ程度以下の低い抵抗値を示し、高い相互融着性を有することが確
認されているものである。次に調製した各ペーストをスライドガラス（松浪硝子工業株式
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会社、Ｓ１１２７）の片面にバーコーターを用いて塗布し、トルエンが揮発するまで放置
することで塗布膜を得た。塗布膜を設けたスライドガラスをＹａｍａｔｏＤＫ２４０Ｓ送
風恒温器（ＹａｍａｔｏＤＫ２４０Ｓ）により、大気下で１００℃、３０〜１２０分間の
焼成処理を行った。
【００９２】
（６．２）焼成膜の評価（Ｘ線回折）
図１０に、実施例２、４、及び、比較例２で表面処理された銅微粒子を焼成して得られ
た膜のＸ線回折パターンを示した。いずれの回折パターンも、金属銅と金属銀の存在を示
すと共に、大気下での焼成にも関わらず酸化銅等に起因する回折パターンは観察されなか
った。一般に、金属銅は容易に酸化されて酸化銅を生じることから、実施例２、４及び比
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較例２で表面処理を行うことにより表面に銀を析出させた銅微粒子においては、当該銀の
被膜により酸化の進行が抑制されていると考えられる。また、実施例２、４の金属銀のシ
グナルは、比較例２に比べてシャープであり、実施例２，４では銀微粒子の焼結による結
晶成長が比較例２に比べて顕著であることが分かる。
【００９３】
（６．３）焼成膜の評価（蛍光Ｘ線分析）
表１に、実施例２（２．４）、４（４．１）、及び、比較例２（５．１）で表面処理さ
れた銅微粒子を焼成して得られた膜、及び、比較例３で作製したペーストを焼成した膜に
ついて、デスクトップ波長分散型蛍光Ｘ線装置（リガク

Ｐｒｉｍｉｎｉ）により求めた

銀と銅の組成比（重量比）を表１に示した。
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【００９４】
【表１】

30

【００９５】
（７．４）焼成膜の評価（電気抵抗値測定）
表２に、実施例２（２．４）、４（４．１）、及び、比較例２（５．１）で表面処理さ
れた銅微粒子、及び比較例３に係るペーストについて、焼成の前後での電気抵抗を示した
。面抵抗値は四探針法（共和理研Ｋ−７０５ＲＳ）により測定した。また、体積抵抗値は
触針段差計（ブルカー、ＤｅｋｔａｋＸＴ）で測定した膜厚を面抵抗値に乗じて換算した
。なお、表２中において、「塗布膜」はペーストを塗布後にトルエンを揮発させた状態、
「焼成膜」はそれぞれの条件（加熱温度、加熱時間）で焼成処理を行った膜について測定
を行った結果である。
【００９６】
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【表２】
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【００９７】
表２に示す通り、実施例２（２．４）、及び、実施例４（４．１）で表面処理された銅
微粒子は、比較例２（５．１）や比較例３のそれに比べて極めて良好な導電性を示した。
このことは、実施例２，４で表面処理された銅微粒子が相互に融着して電気的にも接合を
生じていることを示す。一方、比較例２，３においては各粒子間の接合が十分でなく、主
に銀微粒子間の接合や、単なる銅微粒子間の接触などによって導電パスが形成されている
ものと推察される。
【００９８】
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（７．５）焼成膜の評価（焼成膜の観察１、紫外可視拡散反射スペクトル）
各ペーストの焼成膜の体積抵抗率に違いを生じる理由を明らかにするため、焼成膜の表
面状態を紫外可視拡散反射スペクトル（島津

ＵＶ−３６００）で調べた（図１１）。シ

ュウ酸銀を含む錯化合物を用いて表面処理をした実施例２（２．４）、及び、酢酸銀を含
む錯化合物を用いて表面処理をした実施例３（３．２）の銅微粒子を焼成した焼成膜に対
して、脂肪酸銀の還元による表面処理をした比較例２の焼成膜では、実施例２、３には見
られない５００ｎｍより長波長側の特徴的な光吸収帯が観測され、目視でも青色を呈して
いた。この５００ｎｍより長波長側の光吸収帯は未焼結状態の銀ナノ微粒子粉の表面プラ
ズモンによる吸収と類似している。このことは、比較例２（５．１）で表面処理された銅
微粒子においては、１００℃、１２０分の加熱後にも、図９のＦＥ−ＳＥＭ像で示した銅
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微粒子表面を覆っている銀微粒子の融着が殆ど起こっていないこと示している。
【００９９】
（７．６）焼成膜の評価（焼成膜の観察２、ＦＥ−ＳＥＭ像）
図１２に、実施例２（２．４）（図１２（ａ））、実施例４（４．１）（図１２（ｂ）
）、及び、比較例２（５．１）（図１２（ｃ））で表面処理された銅微粒子の焼成膜のＦ
Ｅ−ＳＥＭ像を示した。実施例２、及び実施例４では、焼成前（図７（ａ）、（ｃ））に
比べて、明らかに銅微粒子表面への銀微粒子の融着が進むと共に、銀微粒子同士の融着を
生じており、銀で被覆された銅微粒子同士が融着した銀微粒子によって接合されている様
子が観察された。一方で、比較例２（図１２（ｃ））では、その焼成前（図９）と比較す
ると、銀微粒子が独立した形状を維持すると共に、金属銅の結晶表面と思われる平坦な面
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が露出する様子が観察され、銅微粒子と銀微粒子の融着や銀微粒子同士の融着が顕著には
起こっていない様子が観察された。
以上、紫外可視拡散反射スペクトルやＦＥ−ＳＥＭ像の結果から、比較例２で表面処理
された銅微粒子では、銅微粒子の表面に銀微粒子が被着しているものの、必ずしも銀によ
る安定した被覆は生じておらず、その融着性が本発明の実施例に比べて劣っていることが
分かる。比較例２では、銅微粒子の表面処理を行う際の銀原子の生成機構が異なると共に
、生成する銀微粒子の表面に脂肪酸イオンが付着している。このような違いによって、表
面処理時の銅−銀の接合界面の形成や、焼成時の銅−銀微粒子や銀微粒子間の界面接合が
妨げられる結果、銅微粒子間の融着による接合を生じ難いものと推測される。
【０１００】
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（比較例３について）
比較例３は、実施例２で銅微粒子の表面処理を行う代わりに、金属銅を介在させない以
外は同様の条件で生成させた銀微粒子を混合して焼成を行ったものである。それにも関わ
らず、実施例２と比較して焼成後の体積抵抗率が大きい理由は、実施例２での表面処理の
際に銅微粒子表面に生じる銀被膜の有無によるものと考えられる。つまり、本発明に係る
表面処理方法により、金属銅の結晶表面にアミン錯体の分解により銀の原子層を析出させ
ることで、金属銅の表面に銅−銀の界面接合が良好に形成され、当該銀の原子層をバイン
ダーとして金属銅の融着が促進されるものと考えられる。
【０１０１】
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［実施例６］
（耐環境試験）
実施例２（２．４）で表面処理して得られた銅微粒子の塗布膜を、大気下、１００℃で
焼成して得た焼成膜（実施例５（６．１））について、耐環境試験を行った。具体的には
、温度８５℃・相対湿度８５％に設定した環境試験機（エスペック、ＬＨＬ−１１３）内
に焼成膜を置いた。少なくとも２週間、その焼成膜を温度８５℃・相対湿度８５％に曝し
た場合においては、体積低効率の顕著な増大は観測されず、銅粒子の耐酸化性が保持され
ることが分かった。

【図１】

【図２】
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【図４】

【図３（ｂ）】
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