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(57)【要約】
試料を内部に収容する密閉容器と、該密閉容器より排
出される気体から酸素分子を引き抜く酸素ポンプと、該
気体を該密閉容器に戻す循環手段と、該密閉容器内にあ
って、該循環手段から戻された該気体をプラズマ化し、
該試料に照射するプラズマ化手段とを有する金属材料の
処理装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
試料を内部に収容する密閉容器と、
該密閉容器より排出される気体から酸素分子を引き抜く酸素ポンプと、
該気体を該密閉容器に戻す循環手段と、
該密閉容器内にあって、該循環手段から戻された該気体をプラズマ化し、該試料に照射
するプラズマ化手段と
を有する金属材料の処理装置。
【請求項２】
試料を内部に収容する密閉容器と、
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該密閉容器より排出される気体から酸素分子を引き抜く酸素ポンプと、
該気体を該密閉容器に戻す循環手段と、
該循環手段から戻された該気体を加熱するヒーターと、
該密閉容器内にあって、該循環手段から戻された該気体をプラズマ化し、該試料に照射
するプラズマ化手段と
を有する金属材料の処理装置。
【請求項３】
前記密閉容器内に、前記試料を保持するための試料ステージを有する請求項１または２
に記載の装置。
【請求項４】
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前記試料ステージが試料を加熱するヒーターを備える請求項３に記載の装置。
【請求項５】
前記循環手段が、前記密閉容器から排出される気体を加圧して該密閉容器に戻す請求項
１〜４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
前記金属材料が、金属または金属化合物の微粒子である請求項１〜５のいずれか１項に
記載の装置。
【請求項７】
前記金属材料の焼結および還元、または焼結もしくは還元を行うことができる請求項１
〜６のいずれか１項に記載の装置。
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【請求項８】
前記循環手段から戻されプラズマ化される該気体の全圧力が、絶対圧で０．１気圧以上
１０気圧未満である請求項１〜７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
前記金属材料を構成する金属が銅である請求項１〜８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
前記気体が窒素を含む請求項１〜９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
前記密閉容器内に戻される気体中の酸素分圧が１０−２５気圧以下である請求項１〜１
０のいずれか１項に記載の装置。
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【請求項１２】
前記酸素ポンプが酸素イオン伝導性を有する固体電解質体とその内側及び外側に配設さ
れた電極を具備する請求項１〜１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
前記固体電解質体が安定化ジルコニア製である請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
前記電極が固体電解質体の表面に沿う多孔質の電極である請求項１２または１３に記載
の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、金属材料の処理装置、特に金属微粒子の焼結装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
工業的に電子回路を形成する一般的な方法では、基板一面に成膜した金属・半導体・絶
縁体といった電子材料の膜をフォトリソグラフィで加工する。すなわち、膜上にレジスト
を塗布し、露光・現像によって回路として必要な部分のレジストを残し、エッチングによ
って不要な電子材料を除去し、残ったレジストも除去することを繰り返す。これでは多く
の電子材料が無駄になるうえ、電子材料・レジストの廃液処理により環境負荷の高いプロ
セスとならざるを得ない。
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そこで近年、印刷を用いた電子回路形成法が、必要な材料を必要な場所に配置できる技
術として、省資源・省エネルギーの観点から注目されている。
そこでは、電子回路のうち配線部分を形成するのに、金属微粒子を含むインクまたはペ
ーストが使われ、インクジェットまたはスクリーン印刷法などの種々の印刷手法によって
、基板上に配線パターンが形成される。このインクまたはペーストは、液体であるから、
金属微粒子以外に溶媒を含み、さらに、金属微粒子同士の凝集を防ぐ分散剤や、基板への
密着性を確保するためのバインダや、液体の粘度を調整するための溶剤等の有機物を一般
に含む。従って、配線パターン形成後、熱処理によってこれらの有機物を分解し、金属微
粒子間に伝導経路を形成する必要がある。印刷を行なう基板としては、可撓性を持つ樹脂
が好まれており、その耐熱温度の限界から、熱処理温度を下げる（例えば２００℃程度以
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下）ことが求められている。
例えば、耐熱性の高い樹脂としてポリイミド（２６０℃以上で使用可能）が存在する。
しかし他の樹脂に比べて高価である。そのため比較的低価格な樹脂、例えばポリエチレン
ナフタレート（ＰＥＮ、使用温度上限約１８０℃）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ、使用温度上限約１２０℃）を使用できるよう、熱処理温度を１８０℃以下、好ましく
は１２０℃以下に下げることが望ましい。
金属として銀の微粒子を含むインクまたはペーストについては、大気中で低温の熱処理
を行なうことで、良好な電導性を発揮するようになる製品が種々開発されている（特許文
献１）。一方、銅の場合、大気中で熱処理を行なったのでは、絶縁体である酸化銅が生成
してしまい、導電性のある配線を得ることができない。この問題を回避するには、焼成処
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理中、何らかの手段により、銅粒子の周りが少なくとも局所的に還元性雰囲気となってい
る必要がある。
その手段として、下記の方法
（１）水素（非特許文献１）、ギ酸蒸気（特許文献２）、極低酸素雰囲気（特許文献３、
特許文献４、非特許文献２）など、何らかの還元性気体中での熱処理、
（２）ギ酸銅など、熱分解によりインクの成分から還元性気体が生ずるインクを用い、酸
素を遮断した上での熱処理（非特許文献３、特許文献５）、
が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２０１２−１４４７９５公報
【特許文献２】特開２０１３−８０９１９公報
【特許文献３】特許第３９２１５２０号明細書
【特許文献４】特許第４６２１８８８号明細書
【特許文献５】国際公開第２０１３／０７３３４９号
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Thin Solid Films 520 (2012) 2789.
【非特許文献２】Jpn. J. Appl. Phys. 52 (2013) 05DB19.
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【非特許文献３】Mater. Res. Bull. 47 (2012) 4107.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上記の従来技術では、水素・ギ酸蒸気・ギ酸銅を使用するものがあるが、そうした材料
に頼らずに、できれば環境負荷を減らすことが好ましい。また、大気中で安定な低抵抗率
の材料とするために、低温で、金属材料を粒成長させる、もしくは結晶成長させることが
好ましい。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものである。具体的には、（１）必要により、廃棄
処理が求められる気体成分を不要化すること、（２）低温において金属材料の粒成長ある
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いは結晶成長をもたらすこと、（３）低抵抗率の膜乃至配線とすること、ができる装置の
提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は上記目的を達成するために、以下の手段を採用する。
〔１〕試料を内部に収容する密閉容器と、
該密閉容器より排出される気体から酸素分子を引き抜く酸素ポンプと、
該気体を該密閉容器に戻す循環手段と、
該密閉容器内にあって、該循環手段から戻された該気体をプラズマ化し、該試料に照射
するプラズマ化手段と
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を有する金属材料の処理装置。
〔２〕試料を内部に収容する密閉容器と、
該密閉容器より排出される気体から酸素分子を引き抜く酸素ポンプと、
該気体を該密閉容器に戻す循環手段と、
該循環手段から戻された該気体を加熱するヒーターと、
該密閉容器内にあって、該循環手段から戻された該気体をプラズマ化し、該試料に照射
するプラズマ化手段と
を有する金属材料の処理装置。
〔３〕上記密閉容器内に、上記試料を保持するための試料ステージを有する〔１〕または
〔２〕に記載の装置。
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〔４〕上記試料ステージが試料を加熱するヒーターを備える〔３〕に記載の装置。
〔５〕上記循環手段が、上記密閉容器から排出される気体を加圧して該密閉容器に戻す〔
１〕〜〔４〕のいずれか１項に記載の装置。
〔６〕上記金属材料が、金属または金属化合物の微粒子である〔１〕〜〔５〕のいずれか
１項に記載の装置。
〔７〕上記金属材料の焼結および還元、または焼結もしくは還元を行うことができる〔１
〕〜〔６〕のいずれか１項に記載の装置。
〔８〕上記循環手段から戻されプラズマ化される該気体の全圧力が、絶対圧で０．１気圧
以上１０気圧未満である〔１〕〜〔７〕のいずれか１項に記載の装置。
〔９〕上記金属材料を構成する金属が銅である〔１〕〜〔８〕のいずれか１項に記載の装
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置。
〔１０〕上記気体が窒素を含む〔１〕〜〔９〕のいずれか１項に記載の装置。
〔１１〕上記密閉容器内に戻される気体中の酸素分圧が１０−２５気圧以下である〔１〕
〜〔１０〕のいずれか１項に記載の装置。
〔１２〕上記酸素ポンプが酸素イオン伝導性を有する固体電解質体とその内側及び外側に
配設された電極を具備する〔１〕〜〔１１〕のいずれか１項に記載の装置。
〔１３〕上記固体電解質体が安定化ジルコニア製である〔１２〕に記載の装置。
〔１４〕上記電極が固体電解質体の表面に沿う多孔質の電極である〔１２〕または〔１３
〕に記載の装置。
【発明の効果】
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【０００７】
本発明の金属材料の処理装置は、金属材料の新たな方法による処理を可能とする。また
、本発明の装置によれば、（１）必要に応じて、廃棄処理が求められる気体成分を不要化
することができる。（２）低温において原料の金属材料の粒成長あるいは結晶成長をもた
らすことができる。（３）低抵抗率の膜とすることができる。
【０００８】
本発明の上記及び他の特徴及び利点は、適宜添付の図面を参照して、下記の記載からよ
り明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】本発明の好ましい実施形態に係る金属材料の処理装置を説明するための装置構成
図である。
【図２】プラズマ発生手段を模式的に示す側面図である。
【図３】気体用ヒーターを模式的に示す断面図である。
【図４】酸素ポンプの要部を模式的に示した断面図である。
【図５】酸素ポンプの酸素除去機構を模式的に示した断面図である。
【図６】超微細流体ジェットの装置構成図である。
【図７】実施例で用いた金属材料の試料（被処理膜）の描画パターンを模式的に示す平面
図である。
【図８】実施例１で作製した金属材料の処理済み膜（焼結膜）の走査イオン顕微鏡写真を
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示す図面代用写真である。
【図９】実施例３で作製した金属材料の処理済み膜（焼結膜）の走査イオン顕微鏡写真を
示す図面代用写真である。
【図１０】特許文献４に掲載された図１（相図）
【図１１】比較例で作製した金属材料の処理済み膜の走査イオン顕微鏡写真を示す図面代
用写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
以下に、本発明の金属材料の処理装置について実施例に基づき詳細に説明するが、本発
明がこれに限定して解釈されるものではない。
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【００１１】
［処理装置］
図１は本発明の好ましい実施形態に係る金属材料の処理装置の全体を示す装置説明図で
ある。本実施形態の装置は、密閉容器１を有する。密閉容器を構成する材料や材質は特に
問わないが、通常、ステンレス等の金属が採用される。形態としては、箱状の容器で、内
部を真空引きできる構造であることが望ましい。密閉容器１と酸素ポンプ２と循環手段３
の間は配管８ａ、８ｂ、８ｃで結ばれ、気体の循環経路８を形成する。密閉容器１から排
出された気体は酸素ポンプ２を通ることで酸素が除去され、例えば１０−２７気圧以下の
酸素分圧を持つ極低酸素状態となる。酸素ポンプおよびそこでの酸素の除去機構について
は、後述する。本明細書において酸素分圧は、特に断らない限り、６００℃に熱されたジ
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ルコニア式酸素分圧計で測定されたものとする。ジルコニア式酸素分圧計の動作原理につ
いても後述する。循環される気体としては、窒素、アルゴン、ヘリウム等の不活性気体を
用いることができるが、主にコスト的な観点から窒素が望ましい。循環される気体には、
本発明の効果を損ねない範囲で他の成分が含有されていてもよい。他の成分としては、水
素、一酸化炭素、二酸化炭素、低分子量有機化合物等が挙げられる。極低酸素化された気
体は循環手段３で加圧され密閉容器１内の配管８ｄを通り、プラズマ化手段４に送られる
。密閉容器１内には試料ステージ７が設けられており、プラズマ化されたガスが試料６に
吹き付けられる。試料６は基板上に金属材料の膜を付与したものである。なお、このとき
密閉容器の室内Ｒは上記の循環される気体（極低酸素化された気体）で満たされている。
【００１２】
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［プラズマ化手段］
プラズマ化手段４としては、１気圧に近い気体中でのグロー放電により、気体をプラズ
マ化する、いわゆる大気圧プラズマ装置が望ましい。プラズマ化手段４の構造は特に限定
されないが、例えば、図２のように、内径数ミリメートルの配管４２（８ｄ）において、
その出口付近に向かい合う電極４１ａ、４１ｂを付しておく。当該電極４１ａ、４１ｂに
、数十Ｈｚ、数ｋＶ〜数十ｋＶの電圧を電圧印加手段４３により印加することにより、上
記配管４２（８ｄ）の出口から噴出する形のプラズマ４４を発生させることができる。た
だし、本発明においてプラズマ化手段４がこの構造に限定して解釈されるものではない。
例えば、気体の導入配管４２（８ｄ）の排出口とは別の位置に高周波高電圧の印加手段を
設け電磁誘導によりプラズマを発生する構成としてもよい。
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【００１３】
上記密閉容器内での大気圧プラズマの生成条件や金属材料の処理の適性等を考慮し、密
閉容器内の圧力は０．１気圧以上１０気圧未満とすることが好ましく、０．５気圧以上２
気圧未満とすることがより好ましい。同様に、密閉容器内の温度は、０℃以上１００℃以
下とすることが好ましく、２０℃以上５０℃以下とすることがより好ましい。
【００１４】
［試料ステージ等］
試料ステージ７として、いわゆるホットプレートを用いることで、試料６を加熱しなが
らプラズマを照射することができる。このときの加熱温度は、金属材料の処理の効率や適
性を考慮して、温度は、１００℃以上とすることが好ましく、１２０℃以上とすることが
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より好ましく、１８０℃以上とすることが特に好ましい。上限としては、３５０℃以下と
することが好ましく、３００℃以下とすることがより好ましく、２５０℃以下とすること
が特に好ましい。本発明によれば、金属材料の処理を上記のように低温で行うことができ
るという利点を有する。例えば金属材料として銅の微粒子を用いた場合に、その融点が１
０００℃を超えるにも関わらず、２５０℃以下で微粒子の界面ないし微粒子間の空隙を消
失させ、粒子成長ないし結晶成長をもたらすことができる。
金属材料の処理時間は材料の種類や膜の厚さなどにより適宜設定すればよい。短時間で
処理を完了する場合には、例えば、４５分以下で処理することが好ましく、３０分以下で
処理することがより好ましく、２０分以下で処理することが特に好ましい。下限としては
、１０分以上の処理が実際的である。
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【００１５】
［気体用ヒーター］
一方、気体をプラズマ化する際に用いられる大気圧プラズマの技術においては、プラズ
マ化された気体分子の平均的な温度は、典型的には８０℃程度であり、ホットプレートの
温度に比べて低い。低い温度のプラズマ化された気体分子を試料に照射すると試料表面が
冷却されてしまう。すなわち、大気圧プラズマの吹き付けによる温度低下分を補償できる
ようにホットプレート温度を高く設定することが要請され、使用できる基板が限定される
。
この問題を解決するため、プラズマ化手段４の前段に気体用ヒーター１２を設ける。気
体用ヒーター１２で気体を暖めてからプラズマ化する。これにより、プラズマ吹き付けに
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よる試料表面の冷却を防止することができる。
気体用ヒーター１２としては、図３に示すような、ヒートテック社等から販売されてい
る熱風ヒーターを便利に使うことができる。熱風ヒーターは、ガス入口１３から奥のガス
流路の周囲に気体を加熱するヒーターエレメント１４が配されている。
なお図１では、気体用ヒーター１２は密閉容器１内にあるが、配管８ｂの途中に設ける
こともできる。
プラズマには有限の寿命があるので、プラズマ化手段４と試料６の距離を大きく離すこ
とは得策ではない。気体用ヒーター１２で気体を暖めてからプラズマ化する方が有利と考
えられる。なお、プラズマ化手段４と試料６の距離がプラズマ照射可能な距離であれば、
気体用ヒーター１２とプラズマ化手段４の配置位置を入れ替えてもよい。
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【００１６】
［循環手段］
図１では、循環手段３は密閉容器１の外に設けられているが、密閉容器１内に設けるこ
ともできる。そのようにすれば、循環手段３の気密性が不十分であっても、極低酸素分圧
状態を維持することができる。一方、密閉容器１は循環手段３を内蔵できるだけの大きさ
を必要とする。このため、密閉容器１の製作コストと循環手段３の気密性にかかるコスト
を比べて、装置構成を選択することが好ましい。なお、循環手段３から気体を直接反応室
内に戻さなくてもよい。例えば、一時所定の箇所に貯留した後に、反応室内に戻すように
してもよい。もしくは、循環手段３を酸素ポンプ２と一体化してもよい。なお、本発明に
おいて循環手段３とは広義には循環経路（配管）を含む意味であり、流体の輸送能力をも

10

たない構成も含む意味である。したがって、例えば酸素ポンプ２が気体の循環機能を担う
場合や、密閉容器１がこの機能を兼ねる場合などには、図示されたような気体の輸送力の
ある循環手段３は省略されてもよい。そして経路（流路）としての循環手段のみが配置さ
れた形態でもよい。
系内の気体の循環流量は特に限定されないが、密閉容器１内でのプラズマの発生と良好
な処理の観点から、１Ｌ／分以上であることが好ましい。そして２Ｌ／分以上であること
がより好ましく、３Ｌ／分以上であることが特に好ましい。上限は、１０Ｌ／分以下であ
ることが好ましい。そして７Ｌ／分以下であることがより好ましく、５Ｌ／分以下である
ことが特に好ましい。プラズマ化手段４を密閉容器１内で複数設ける場合には、上記の流
量をその個数に合わせて調整することが好ましい。例えば、上記で規定した流量にプラズ
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マ化手段４（プラズマトーチ）の個数を乗じた範囲で、気体の循環流量を調節することが
好ましい。
【００１７】
［酸素ポンプ］
本願発明の酸素ポンプ２は、酸素イオン伝導性を有する固体電解質体とその内側及び外
側に配設された電極を具備することが好ましい。
図４は、図１の酸素ポンプ（酸素分子排出装置）２を模式化して示す要部断面図である
。酸素ポンプ２は、酸素イオン伝導性を有するジルコニア製固体電解質体（固体電解質体
）２１と、その内面及び外面に配設された金又は白金よりなる多孔質の電極２２、２３と
を備える。ジルコニア製固体電解質体２１は、両端部でコパール材からなる金属製管体（
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図示せず）とロウ付けで固着される。固体電解質体の電極と管体は、内側電極を構成する
。酸素分子排出装置の内圧は、ゲージ圧で０．５ｋｇ／ｃｍ２以下とされることが好まし
く、０．２ｋｇ／ｃｍ２以下とされることがより好ましい。下限としては、０．１ｋｇ／
ｃｍ２以上とされることが好ましい。
【００１８】
図５は、酸素ポンプ２の作用を模式的に示す断面図である。多孔質の電極（内面電極）
２３と多孔質の電極（外面電極）２２間に直流電源Ｅから電流Ｉを流す。すると、固体電
解質体２１内の空間Ｔに存在する酸素分子（Ｏ２）が、内面電極２３によって２つの酸素
イオンに電気分解され、固体電解質体２１を通過する。その後、再び酸素分子（Ｏ２）と
して生成され、固体電解質体２１の外部に放出さる。この固体電解質体２１の外部に放出
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された酸素分子を、空気等の補助気体をパージガスとして排気する。上記のプロセスによ
り、固体電解質体２１に供給される不活性ガス（例えば、Ｎ２）中の酸素分子を除去して
、酸素分圧を低減または制御することができる。
【００１９】
このように酸素ポンプ２（酸素分子排出装置）は、固体電解質体（以下、固体電解質管
ともいう）２１内に導入されたガスが固体電解質体２１を通過する間にガス中の酸素分子
を外気に排出する。その結果、極めて低い酸素分圧のガスを生成して、固体電解質体２１
から密閉容器１（図１）に向けて供給することができる。なお、図５において、●はキャ
リアガス（Ｎ２等）、○○は酸素分子、○は酸素イオンを模式的に示したものである。
【００２０】
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ガス中の酸素分圧は、例えば１０−２５気圧に設定することができる。具体的には、設
定部によって設定された量に設定するための制御信号が、分圧制御部（図示せず）から酸
素ポンプ２に送られる。その制御信号によって酸素ポンプ２の電圧Ｅが制御される。そし
て、ガス供給弁およびマスフローコントローラ（図示せず）を通って酸素ポンプ２に供給
されたＮ２，Ａｒ，Ｈｅ等の不活性ガス中の酸素分圧が、設定部（図示せず）によって設
定された量に制御される。
【００２１】
上記のとおり極めて低い酸素分圧に制御された不活性ガスは、センサによってその分圧
がモニタされた後、密閉容器のプラズマ化手段に供給されることが好ましい。そのモニタ
値が酸素分圧制御部に入力され、酸素分圧設定部で設定値と比較される。このようにして
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、酸素分圧が１０−２５気圧以下に制御された不活性ガスが供給される。一方で、密閉容
器から排気されるガスの酸素分圧が、センサによってモニタされて、密閉容器内における
試料からの酸素脱離速度の指標となる。また、使用済みガスは、装置外に排気してもよい
が、再び酸素ポンプに戻すような閉ループを形成することが好ましい。なお、酸素分圧は
、酸素イオン伝導体を用いた酸素センサを使い、ネルンストの式から求めることができる
。酸素センサの基本構造は、図４に示された、内面及び外面に配設された金又は白金より
なる多孔質の電極２２、２３を備えた、酸素イオン伝導性を有するジルコニア製固体電解
質体２１の管（固体電解質管）そのものである。図５は酸素ポンプとしての使用例である
。外部から電圧Ｅを印加する代わりに、電位差計で内面電極２３と外面電極２２の間の電
位差Ｅを測定する。そうすれば、固体電解質管２１内部の気体の酸素分圧ｐ（Ｏ２）は４
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ＦＥ＝ＲＴｌｎ［０．２１／ｐ（Ｏ２）］から求められる。特に断らない限りセンサ温度
は６００℃とする。ここでＦはファラデー定数、Ｒは気体定数、Ｔは固体電解質管２１の
絶対温度である。
【００２２】
固体電解質体２１を構成する固体電解質は、例えば、式（ＺｒＯ２）１−ｘ−ｙ（Ｉｎ
２Ｏ３）ｘ（Ｙ２Ｏ３）ｙ（０＜ｘ＜０．２０、０＜ｙ＜０．２０、０．０８＜ｘ＋ｙ＜

０．２０）で表されるジルコニア系の材料が利用できる。
【００２３】
固体電解質は、上記に例示したもの以外に、例えば、ＢａおよびＩｎを含む複合酸化物
であって、この複合酸化物のＢａの一部をＬａで固溶置換したもの、
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特に、原子数比｛Ｌａ／（Ｂａ＋Ｌａ）｝を０．３以上としたもの、が採用できる。
さらにＩｎの一部をＧａで置換したもの、
例えば、式｛Ｌｎ１−ｘＳｒｘＧａ１−（ｙ＋ｚ）ＭｇｙＣｏｚＯ３−ｄ、ただし、Ｌｎ
＝Ｌａ，Ｎｄの１種または２種、ｘ＝０．０５〜０．３、ｙ＝０〜０．２９、ｚ＝０．０
１〜０．３、ｙ＋ｚ＝０．０２５〜０．３｝で示されるもの、
式｛Ｌｎ１−ｘＡｘＧａ１−ｙ−ｚＢ１ｙＢ２ｚＯ３−ｄ、ただし、Ｌｎ＝Ｌａ，Ｃｅ，
Ｐｒ，Ｎｄ，Ｓｍの１種または２種以上、Ａ＝Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａの１種または２種以上、
Ｂ１＝Ｍｇ，Ａｌ，Ｉｎの１種または２種以上、Ｂ２＝Ｃｏ，Ｆｅ，Ｎｉ，Ｃｕの１種ま
たは２種以上｝で示されるもの、
式｛Ｌｎ２−ｘＭｘＧｅ１−ｙＬｙＯ５−ｄ、ただし、Ｌｎ＝Ｌａ，Ｃｅ，Ｐｒ，Ｓｍ，
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Ｎｄ，Ｇｄ，Ｙｄ，Ｙ，Ｓｃ、Ｍ＝Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｒｂ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａの１種もし
くは２種以上、Ｌ＝Ｍｇ，Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ，Ｍｎ，Ｃｒ，Ｃｕ，Ｚｎの１種もしくは２
種以上｝で示されるもの、
式｛Ｌａ１−ｘＳｒｘＧａ１−ｙ−ｚＭｇｙＡｌ２Ｏ３−ｄ、ただし、０＜ｘ≦０．２、
０＜ｙ≦０．２、０＜ｚ＜０．４｝で示されるもの、
式｛Ｌａ１−ｘＡｘＧａ１−ｙ−ｚＢ１ｙＢ２ｚＯ３−ｄ、ただし、Ｌｎ＝Ｌａ，Ｃｅ，
Ｐｒ，Ｓｍ，Ｎｄの１種もしくは２種以上、Ａ＝Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａの１種もしくは２種以
上、Ｂ１＝Ｍｇ，Ａｌ，Ｉｎの１種もしくは２種以上、Ｂ２＝Ｃｏ，Ｆｅ，Ｎｉ，Ｃｕの
１種もしくは２種以上、ｘ＝０．０５〜０．３、ｙ＝０〜０．２９、ｚ＝０．０１〜０．
３、ｙ＋ｚ＝０．０２５〜０．３｝で示されるもの
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等が採用できる。
【００２４】
固体電解質体２１の両端部と管体との接続構造は酸素分圧に影響を与えるため、高い気
密性を確保することが好ましい。そのために、管体と固体電解質体２１を金属のロウで接
合することを採用することが好ましい。イオン伝導性を発揮させるために固体電解質は、
６００℃〜１０００℃に加熱されることが好ましい。酸素ポンプの排気速度を上げるため
には、固体電解質をより高温に加熱することが好ましい。酸素ポンプは系内に一本でも複
数本で適用してもよい。固体電解質体２１は通常長いほど分子排出機能が高くなる。一方
、コストや取り扱いを考慮すると、１５ｃｍ〜６０ｃｍの長さが好適である。接続される
各管体の長さは、片側３ｃｍ〜６０ｃｍであることが望ましい。固体電解質体２１と管体

10

との接続部には、ロウ付け後、金又は白金で電解メッキを施すことが好ましい。さらに、
電解メッキ部分を酸又はアルカリで前処理した後、固体電解質体も同時に無電解白金メッ
キを施すことが好ましい。これが多孔質電極として機能する。
【００２５】
本発明において、流通させるガスの酸素分圧は、１０−２２気圧以下が好ましく、１０
−２３

気圧以下がより好ましく、１０−２５気圧以下がさらに好ましく、１０−２７気圧

以下が特に好ましい。下限値は特にないが、１０−３０気圧以上であることが実際的であ
る。
【００２６】
上述した酸素ポンプ２と循環手段３の構成については、例えば、前記特許文献３に挙げ
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られているものを好適に用いることができる。
【００２７】
［金属材料］
本発明に適用される金属材料は特に限定されないが、金属ないし金属化合物の微粒子で
あることが好ましい。なかでも導電性の微粒子（粉体）であることが好ましい。金属材料
は、遷移金属あるいは遷移金属酸化物の粒子であることが好ましく、導電インクの導体化
工程において金属性の遷移金属となるものが好ましい。金属材料は、微粒子（粉体）状態
で本発明に係る処理に付されて、この処理を通じて、粒子成長ないし結晶成長し、一体化
することが好ましい。例えば、一体化することにより金属材料の緻密層を構成する。この
緻密層を、基板と配線層間の接着や電気的導通を得る加工に適用することが考えられる。
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このように金属粒子を一体化（バルク）とすることで物性が安定化する。例えば、空気中
でも微粒子のようには酸化されず、低電気抵抗状態を好適に維持することができる。
金属材料は本発明の効果が得られるものであれば特に制限はない。上述した遷移金属等
の金属そのものの他、その酸化物や複合化合物なども用いることができる。
【００２８】
金属材料に用いる金属の種類としては、銅、金、白金、銀、ルテニウム、パラジウム、
ロジウム、鉄、コバルト、ニッケル、錫、鉛、ビスマス及びそれらの合金が挙げられる。
中でも、銅、銀、鉄、ニッケル、ルテニウムを用いることが好ましく、銅を用いることが
特に好ましい。この点について補足すると、例えば銀は高価である上、マイグレーション
（エレクトロマイグレーション、イオンマイグレーション）を起こしやすい点が挙げられ
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る。これに対し、銅の微粒子は、安価でマイグレーション耐性が高い。このため、銅を含
むインクまたはペーストを用いて印刷により配線を形成する技術が好ましい。ただし、こ
の説明により本発明が限定して解釈されるものではない。
【００２９】
金属材料は、粒子状にして用いることができる。金属材料の微粒子の一次粒径（平均粒
径）は、１ｎｍ以上であることが好ましく、１０ｎｍ以上であることがより好ましく、２
０ｎｍ以上であることが特に好ましい。上限としては、２０００ｎｍ以下であることが好
ましく、１５００ｎｍ以下であることがより好ましい。より好ましい上限としては、１０
００ｎｍ以下であることが好ましく、５００ｎｍ以下であることがより好ましく、２００
ｎｍ以下であることがさらに好ましい。さらに好ましい上限としては、１００ｎｍ以下で
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あることがより好ましく、８０ｎｍ以下であることがさらに好ましく、５０ｎｍ以下であ
ることが特に好ましい。金属材料の粒子の一次粒子の粒子径を上記の範囲とすることで、
比表面積を拡大し粒子同士の接点数を増やすことができ好ましい。もしくは、インクにお
ける粒子の分散性や膜の均質性を効果的に確保できる点で好ましい。
本明細書において、金属材料の一次粒径は、透過型電子顕微鏡画像の解析による粒度分
布測定法を用いて測定した最頻粒径（１つの評価試料で３００〜１０００個を測定する）
を指すものとする。測定試料中の金属材料の濃度は、特に断らない限り、６０質量％とす
る。このときの溶媒は常用されているものを用いることができる。
【００３０】
10

［分散剤］
金属材料の微粒子を含むインクとするとき、その中には、分散剤を含有させることが好
ましい。分散剤は、カルボキシル基、スルホン酸基、リン酸基などの酸性吸着基（または
その塩）を有する分散剤であることが好ましい。市販の分散剤としては、例えば、Ｄｉｓ
ｐｅｒ

ＢＹＫ１１０、Ｄｉｓｐｅｒ

ｉｓｐｅｒ

ＢＹＫ１１１、Ｄｉｓｐｅｒ

ＢＹＫ１６１、Ｄｉｓｐｅｒ

ＢＹＫ１８０、Ｄ

ＢＹＫ２１５５（以上、ビックケミー・ジャ

パン社製、商品名）、ディスパロンＤＡ−５５０、ディスパロンＤＡ−３２５、ディスパ
ロンＤＡ−３７５、ディスパロンＤＡ−２３４、ディスパロンＰＷ−３６、ディスパロン
１２１０、ディスパロン２１５０、ディスパロンＤＡ−７３０１、ディスパロンＤＡ−１
２２０、ディスパロンＤＡ−２１００、ディスパロンＤＡ−２２００（以上、楠本化成社
製、商品名）などが挙げられる。
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【００３１】
インク中の分散剤は、金属材料微粒子１００質量部に対して、０．１質量部〜１質量部
で含まれることが好ましい。この量が過少であれば導電性粒子を均一に分散させるのに十
分ではなく、過多であれば金属材料の処理膜の特性を低下させることともなる。
【００３２】
［媒体］
金属材料を含有する分散液（インク）の溶媒は特に限定されないが、前記金属材料を十
分に分散させることができるものが好ましい。例えば、キシレン、トルエン等の芳香族炭
化水素またはブタジエン、ノルマルヘキサン等の脂肪族炭化水素が取扱い性の面から適し
ている。インクジェット法による場合には、流動性がありノズルから吐出することができ
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ることが好ましい。方法によっては無溶媒で用いてもよい。
金属材料を媒体に分散させた分散体（インク）とする場合、その濃度は適宜調節されれ
ばよい。例えば、後述する超微細流体ジェットによる吐出に適した濃度に設定することが
挙げられる。インクにおける金属材料の濃度は５０質量％以上８０質量％以下であること
が好ましく、６０質量％以上７０質量％以下であることがより好ましい。
【００３３】
［金属材料の処理済膜］
本発明の装置により処理した金属材料は膜として形成されていることが好ましい。この
処理済膜（金属材料が処理された後の膜）の厚みは、アプリケーションにより異なる。例
えば電子材料としての利用を考慮すると、処理済膜の厚みは、１μｍ以上が好ましく、２
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μｍ以上がより好ましく、５μｍ以上がさらに好ましい。上限値は特にないが、２０μｍ
以下とすることが実際的であり、１０μｍ以下としてもよい。
金属材料の微粒子を含有するインクを用いる場合、後述する超微細流体ジェット等によ
り、基材に塗布して被処理膜（処理される前の膜）を形成することができる。被処理膜は
、塗布したものをそのまま用いてもよいが、余剰の媒体成分を除去するために、加熱によ
る前処理を行うことが好ましい。前処理の加熱温度は金属材料や媒体によって調節すれば
よい。例えば、その加熱温度を８０℃以上２５０℃以下ですることが挙げられる。
【００３４】
金属材料は上述のように微粒子状のものを用いることが好ましい。このとき粒子の表面
は処理前には酸化状態であってもよい。すなわち金属材料は金属酸化物でもよい。本発明
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の処理を通じて金属材料（金属微粒子）全体が還元される。この還元作用により、例えば
膜としたときの金属材料の電気抵抗率を、酸化されていないときと同程度まで低減させる
ことができる。
金属材料の処理済膜の内部構造は、特に限定されないが、微粒子の残存や成長した粒子
間に空隙のない一体化された構造であることが好ましい。本発明によれば、微粒子を材料
とした際にも、粒子成長および結晶成長を効果的に促し、緻密な金属組織をもつ膜とする
ことが可能である。処理済膜の電気抵抗率は特に限定されないが、処理される金属の固有
抵抗率に近い膜とすることが好ましい。例えば処理される金属が銅の場合、その電気抵抗
率を１００μΩ・ｃｍ以下とすることが好ましく、５０μΩ・ｃｍ以下とすることがより
好ましく、２０μΩ・ｃｍ以下とすることがさらに好ましい。さらにその電気抵抗率は、
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８μΩ・ｃｍ以下とすることがより好ましく、５μΩ・ｃｍ以下とすることがさらに好ま
しく、３μΩ・ｃｍ以下とすることが特に好ましい。下限値はバルクの物性値である１．
７μΩ・ｃｍである。金属材料がもつ固有抵抗率との関係でいうと、その５０倍以下の抵
抗率であることが好ましく、３０倍以下の抵抗率であることがより好ましく、１０倍以下
の抵抗率であることがさらに好ましい。さらに金属材料がもつ固有抵抗率との関係でいう
と、５倍以下の抵抗率であることがより好ましく、３倍以下の抵抗率であることがさらに
好ましく、２倍以下の抵抗率であることが特に好ましい。なお、本明細書において電気抵
抗率の値は、特に断らない限り、実施例に提示の方法で、室温（約２５℃）で測定した値
をいうこととする。
20

【００３５】
［超微細流体ジェット］
本発明の装置に適用される金属材料は、その処理に際し、基材上にどのような方法で付
与されてもよい。例えば、インクジェット法や、スピンコート法、スクリーン塗布法等の
各種の方法で付与することが挙げられる。本発明においては、中でも、超微細流体ジェッ
トによる処理が好ましい。
図６は、本発明において一実施形態として用いられる超微細流体ジェット装置（スーパ
ーインクジェット）１００を模式化して示した説明図である。本実施形態の超微細流体ジ
ェット装置１００において、超微細径のノズル（超微細ノズル体：Ｓｕｐｅｒ
Ｎｏｚｚｌｅ

Ｆｉｎｅ

Ｍｅｍｂｅｒ）２００はノズル本体１０１及び電極１０２で構成されて

いる。液滴サイズの超微細化を考慮するとき、ノズル本体１０１を低コンダクタンスのも
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のにすることが好ましい。このためには、ガラス製キャピラリーが好適である。その他、
導電性物質に絶縁材でコーティングしたものでも可能である。
【００３６】
超微細ノズル２００（ノズル本体１０１）の先端における開口径（円相当直径）φｉの
下限値はノズル作製上の都合から０．０１μｍが好ましい。上限値としては、ノズル内径
φｉを２０μｍ以下とすることが好ましく、１０μｍ以下とすることがより好ましく、８
μｍ以下とすることがさらに好ましく、６μｍ以下とすることが特に好ましい。超微細ノ
ズルの先端における外径φｏ（円相当直径）は特に限定されないが、上記開口径φｉとの
関係及びノズル先端２ｔにおける良好な集中電界の発生を考慮し、外径φｏを０．５μｍ
〜２０μｍとすることが好ましく、１μｍ〜８μｍとすることがより好ましい。
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【００３７】
本実施形態の超微細ノズル２００（ノズル本体１０１）はテーパーを有しノズル先端２
ｔに向け先細りになる形態を有する。図示したものにおいてはノズルの内孔の方向に対す
るノズル外形２ｏのテーパー角度θｎとして示している。この角度θｎが０°〜４５°で
あることが好ましく、１０°〜３０°であることがより好ましい。ノズル内形２ｉは特に
限定されないが、本実施形態においては通常のキャピラリーチューブにおいて形成される
形態であればよい。上記外形のテーパーに沿って多少テーパーのある先細り形状であって
もよい。ただし、超微細ノズル２００を構成するノズル本体１０１は、キャピラリーチュ
ーブに限らず、微細加工により形成される形態のものでもかまわない。
【００３８】
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本実施形態においては、超微細ノズル２００を構成するノズル本体１０１が成形性の良
いガラスで形成されている。そのノズル本体１０１の内側に金属線（タングステン線）１
０２が電極として挿入されている。変形例としては、これに代え、例えばノズル内にメッ
キで電極を形成してもよい。さらなる変形例として、ノズル本体１０１自体を導電性物質
で形成した場合には、その上に絶縁材をコーティングする。また、超微細ノズル２００内
には吐出すべき液体１０３が充填される。この際、本実施形態においては、電極１０２が
液体１０３に浸されるように配置され、液体１０３は図示しない液体源から供給される。
【００３９】
本実施形態において、超微細ノズル２００は、シールドゴム１０４およびノズルクラン
プ１０５によりホルダー１０６に取り付けられ、圧力が漏れないようになっている。圧力

10

調整器１０７で調整された圧力は圧力チューブ１０８を通して超微細ノズル２００に伝え
られる。本実施形態における圧力調整器１０７の役割は、高圧を印加することで流体を超
微細ノズル２００から押し出すために用いることができる。そしてコンダクタンスを調整
したり、超微細ノズル２００内へ接着剤を含有する液体を充填したり、ノズルつまりの除
去などに用いるために特に有効である。また、液面の位置を制御したり、メニスカスを形
成したりするためにも有効である。さらに、電圧パルスと位相差を付けることでノズル内
の液体１０３に作用する力を制御して微小吐出量を制御する役割を担うようにしてもよい
。
【００４０】
（電圧印加の制御）
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本実施形態においては、コンピューター１０９からの吐出信号は、所定の波形をもつ電
圧の発生装置（電圧印加手段）１１０に送られ制御される。所定波形をもつ電圧の発生装
置１１０より発生した電圧は、高電圧アンプ１１１を通して、電極１０２へと伝えられる
。超微細ノズル２００内の液体１０３は、この電圧により帯電する。本実施形態において
は、ノズル先端部における電界の集中効果と、対向基板に誘起される鏡像力の作用を利用
する。このため、基材Ｓを導電性のものにしたり、これとは別に導電性の対向基板を設け
たりする必要がない。すなわち、基材Ｓとして場合によっては絶縁性のものを含め様々な
材料を用いることが可能である。電極１０２への印加電圧は直流でも交流でもよく、プラ
ス・マイナスのどちらでもよい。
【００４１】
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超微細ノズル２００と基材Ｓとの距離は近いほど鏡像力が働くため着弾精度は向上する
。着弾精度および基材Ｓの振動を考慮すると、超微細ノズル２００と基材Ｓとの距離を１
０００μｍ以下とすることが好ましく、５００μｍ以下とすることがより好ましい。さら
に、１００μｍ以下とすることがより好ましく、５０μｍ以下とすることがさらに好まし
く、３０μｍ以下とすることが特に好ましい。下限値は特にないが、１μｍ以上ないし１
０μｍ以上であることが実際的である。
【００４２】
本実施形態の超微細流体ジェット装置１００によれば、従来のピエゾ式インクジェット
やバブルジェット（登録商標）式インクジェットでは困難であったほど微細化された超微
細液滴１１を吐出することができる。そのため連続して吐出、打滴し線状の描画パターン
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を形成することができる。この超微細液滴１１は表面張力の作用や、比表面積の高さなど
により、極めて蒸発速度が高い。したがって、液滴の蒸発・乾燥、衝突エネルギー、およ
び電界集中などを適切に制御することにより、良好な薄膜形成を促すことができるものと
考えられる。また、電界集中及び基材Ｓとの間に生成される電気力線の作用により、上記
のように乾燥固化により急激に質量を失った液滴であっても散逸されず、所望の位置に正
確に着弾させることができることも本実施形態の利点である。
【００４３】
吐出を可能とする超微細ノズル２００の先端２ｔに発生する電界の強度は、ノズルに印
加する電圧Ｖとノズルと対向電極間の距離ｈのみで決まる電界ではない。上記の電界強度
は、むしろノズル先端２ｔにおける局所的な集中電界強度に基づいていると解される。ま
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た、本実施形態において重要なことは、局所的な強電界と、流体を供給する流路が非常に
小さなコンダクタンスを持つことである。そして、流体自身が微小面積において十分に帯
電することである。帯電した微小流体は、基板などの誘電体、または導体を近づけると、
鏡像力が働き基板に対し直角に飛翔し、着弾して塗膜ないし微細線をなす。これが微細線
描画パターンとなる。上記の超微細流体ジェット装置１００により実現される超微細液滴
の吐出の原理や好ましい実施態様については、さらに特開２００４−１６５５８７号公報
を参照することができる。
【００４４】
良好な液滴吐出を実現するために、超微細ノズル２００と基材Ｓとの間に十分な電位差
が生じるよう、基材Ｓ側の電気的な状態を好適化することが好ましい。具体的には、装置
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の一部に導電性の部材を用い、これを接地させる、または、電源のノズルに接続する電極
の反対の極性の電源部に接続すること等により、ノズルと基材間に電位差を生じさせるな
どの対応が挙げられる。この電位差により、荷電した液滴を基材とノズルの間の電気力線
にそって飛翔させ、確実に基材に着滴させることができる。
【００４５】
印加する電流は直流でも交流でもよい。電圧（電位）としては、加工性および省電力の
観点から低い方が好ましい。具体的には、５０００Ｖ以下であることが好ましく、１００
０Ｖ以下であることがより好ましく、７００Ｖ以下であることがさらに好ましく、５００
Ｖ以下であることが特に好ましい。下限値は、１００Ｖ以上であることが実際的であり、
３００Ｖ以上であることがより実際的である。パルス幅は使用する電源（アンプ）のスル
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ーレートから計算される時間の等倍以上とすることが好ましく、２倍以上とすることがよ
り好ましい。上限としては、１００倍以下の範囲が好ましく、１０倍以下の範囲であるこ
とがより好ましい。具体的には、１パルスの幅が０．００００１秒以上であることが好ま
しく、０．０００１秒以上であることがより好ましく、０．００１秒以上であることが特
に好ましい。上限としては、１秒以下であることが好ましく、０．１秒以下であることが
より好ましく、０．０１秒以下であることがさらに好ましい。パルスの波形は特に限定さ
れないが、サイン波であっても、矩形波であってもよい。本発明においては、制御性を考
慮し、矩形波とすることが好ましい。交流で吐出する場合の周波数は、上記の吐出制御性
を考慮して、１００Ｈｚ以上が実際的であり、１０００Ｈｚ以上がより実際的である。上
限としては、１００００Ｈｚ以下とすることが好ましく、１０００００Ｈｚ以下とするこ
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とがより好ましい。
これらの設定値は、印加電圧だけで定まるものではなく、採用される液体の物性、ノズ
ル径、ノズル内の体積、ノズル−基材間距離等に応じて適宜設定されればよい。
【００４６】
超微細流体ジェット装置１００によれば、きわめて微細な形態の金属材料の膜を、オン
デマンドで、効率的に形成することができる。金属材料の膜の線幅もしくはドット直径は
、微細化する場合には、３０μｍ以下であることが好ましく、１０μｍ以下であることが
より好ましく、５μｍ以下であることが特に好ましい。下限は特にないが、５００ｎｍ以
上であることが実際的である。ただし、塗り重ねるなどの処理で、より大きな幅の線やド
ットとしてもよい。また、上記の超微細流体ジェット装置１００によれば、微細な描画物
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を高さ方向に積み上げた立体構造物とすることができる。構造物の高さは特に限定されな
い。その高さを出す場合には、１μｍ以上とすることが好ましく、３μｍ以上とすること
がより好ましく、５μｍ以上とすることが特に好ましい。上限は特にないが、１０μｍ以
下が実際的である。立体構造物のアスペクト比（立体構造物の高さ／底面の最短部分の長
さ）は、０．５以上とすることが好ましく、１以上とすることがより好ましく、３以上と
することが特に好ましい。上限は特にないが、５以下が実際的である。
【００４７】
以下に、本発明の好ましい実施形態における各利点を公知技術との対比を含めて説明す
る。しかしながら、本発明がこれに限定して解釈されるものではない。
上記非特許文献３の技術では、ギ酸銅をインク原料としており、分解で生成した銅粒子
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がネッキングにより連結した形態となっており、粒成長は見られていない。非特許文献１
、特許文献２では、水素・ギ酸蒸気の還元雰囲気で熱処理している。ここでは、ある程度
の粒成長が見られているが、粒径の増大率は数倍程度で十分ではない。抵抗率も最小で５
μΩ・ｃｍ程度に留まっている。粒成長が十分でないと、空気中で銅が自然酸化し、時間
の経過と共に抵抗率が増大してしまうことになる。
従来の極低酸素雰囲気を用いた還元熱処理（プラズマを用いない）では、低温での処理
が可能になったが（特許文献４）、処理済膜においてほとんど粒成長がみられない。
【００４８】
本発明の好ましい実施形態によれば、水素やギ酸蒸気といった廃棄処理（排気や回収の
ための処理）の必要な気体を使用することがない。また、例えば１８０℃以下という低温

10

で、短時間に、窒素等の不活性気体を用いて効率的に金属材料を処理することが可能とな
る。
本発明の好ましい実施形態によれば、上述のように、金属材料の還元のみならず、粒子
成長ないし結晶成長を促すことができる。これにより、膜の電気抵抗率をきわめて低いも
のとすることができ、電子素子の電極・配線等の製造に好適に対応することができる。
本発明の好ましい実施形態によれば、還元性気体を発生するギ酸銅のような原料が含ま
れたインクを使う必要をなくし、インク選択の自由度を広げることができる。
本発明の好ましい実施形態によれば、窒素等の不活性気体に酸素ポンプを通じて還元性
を与えるため、原料の熱分解により還元性気体を発生するようなインクを使う必要がない
。そのため、インクの調製においては、金属微粒子と分散剤、溶媒、粘度調整剤といった
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、印刷品質の向上に関わる材料を積極的に使用することができる。
本発明の好ましい実施形態によれば、特に金属微粒子として銅ナノ粒子を用いた場合、
バルク銅の２倍以内の低抵抗率試料を、１８０℃以下の温度での、短時間の処理で得るこ
とができる。そのため、樹脂基板等への適用が可能である。また、μｍオーダーまで成長
した粒からなる処理済膜とすることができるので、例えば数ヶ月室温・大気中に放置して
も、抵抗率の上昇を抑えることができる。
【実施例】
【００４９】
本発明について実施例に基づきさらに詳細に説明するが、本発明がこれにより限定して
解釈されるものではない。
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【００５０】
［実施例１］
ガラス基板上に、銅インクを用い、幅約７μｍ、長さ１０ｍｍの細線を図７のようなパ
ターンで描画した試料を作成した。用いた銅インクは２０ｎｍ程度の銅微粒子を溶媒中に
分散させたもので、このインクを超微細インクジェットプリンター（図６）により吐出さ
せ、数回の重ね描きにより厚み１μｍ程度まで積み上げたものである。
銅インクは、イオックス社製（銅濃度６０質量％）を用いた。
【００５１】
描画した試料を酸素気流中２５０℃で３０分間焼成した。この段階で、試料である銅の
細線は、光沢を持った黒色になった。銅インクを広い面積で塗布した、いわゆるベタ膜を
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同条件で処理すると、銅はほとんど酸化銅に変化することがＸ線回折で確かめられている
。したがって、上記の銅の細線も酸化銅に変わっているものと推測される。
【００５２】
この試料をガラス基板ごと試料ステージ７に固定し、密閉容器１にふたをして、真空ポ
ンプ１０で真空引きした。真空ポンプ１０としては、スクロールポンプ・ロータリーポン
プ等の低真空ポンプで十分である。真空引きが終われば気体供給経路９から窒素を供給し
て大気圧に戻した。この例ではいったん真空引きしてから窒素で大気圧に戻しているが、
密閉容器１が真空引きに耐える強度を持たない場合には、単に十分な時間窒素を流して空
気を追い出すようにしても良い。
【００５３】
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密閉容器１に窒素を充満させたら、循環経路８を通じて１５分程度窒素を循環させた。
循環の流量は３Ｌ／分である。窒素の酸素分圧は、気体供給経路９からの導入直後、典型
的には１０−６気圧程度であるが、酸素ポンプ２を通って循環する間に１０−２５気圧以
下まで低下させた。
酸素分圧が十分下がったところでプラズマ化手段４を点灯し、極低酸素状態となった窒
素をプラズマ化して、試料６に照射した。この窒素は酸素分圧こそ非常に低いが、全圧は
ほぼ大気圧である。このようにして、極低酸素化された窒素の大気圧プラズマを試料に照
射した。
【００５４】
特許文献４の図１（Ａ）にある相図（本願図８に引用した）から分かるように、酸素分
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圧が１０−２７気圧以下のとき、プラズマ化された気体５の温度が１８０℃以上であれば
、それを照射することで試料がその温度まで暖められ還元が可能となるはずである。一方
、今回用いた低出力の大気圧プラズマでは気体の温度が８０℃以下であった。従って、試
料ステージ７に備えられたヒーターにより、試料６を加熱した。
ヒーターで試料を２５０℃まで加熱し、大気圧プラズマを照射しながら４５分間保持し
た。その後室温（約２５℃）まで試料６を冷却してから試料６を密閉容器１から取り出し
た。図７のパターンを持つ試料６の断面積をレーザー顕微鏡（キーエンス社製ＶＫ−９５
００）で測定した。さらに４端子法で測定した電気抵抗を用いて体積抵抗率を算出したと
ころ、２．７μΩ・ｃｍとなった。これは２０℃におけるバルク銅の体積抵抗率１．７μ
Ω・ｃｍの１．６倍程度で、極めて低い値である。また、この試料を収束イオンビーム（

20

ＦＩＢ）加工装置（日立ハイテクノロジーズ社製ＦＢ−２１００）で断面を切り出し、走
査イオン顕微鏡で観察したところ、図８に示したようであった。ＦＩＢで表面から掘り下
げて作った断面を観察する場合、手前側に元々の表面が広がっている以上、真正面から観
察することは不可能なため、必ず断面を傾けて観察しなければならない。この写真では４
５度傾けている。よって、横方向と縦方向の長さスケールを合わせるため、元の写真を縦
方向に１．４１倍に伸ばして掲載している。写真下部の黒く写っている部分がガラス基板
である。その上部の、かまぼこ型（半長楕円型）で種々のコントラストを持つ部分が、銅
微粒子が処理された部分である。その上に黒っぽく見えている薄層は、試料の帯電防止用
に、ＦＩＢの直前にスパッタで成膜した白金の層である。その上に白っぽい粒々が見えて
いるのは、上記白金層の表面である。つまりこの部分はもう断面ではなく、断面より遠い
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側の表面である。これを見ると、２５０℃という低温にも拘わらず焼結が進み、原料のナ
ノ粒子が数十倍のサイズまで粒成長していることが判る。また、粒子間にボイドがなく、
極めて緻密な組織となっている。この試料の電気抵抗率を２ヶ月後に再測定したところ、
誤差範囲内で一致した。粒子径が大きく成長し、ボイドもないため、自然酸化による抵抗
上昇という問題がないものと考えられる。
【００５５】
［実施例２］
実施例１と同様に試料を用意し、酸素気流中での有機物除去処理を同一条件で行なった
。ついで実施例１と同様に密閉容器１内を窒素で置換した。その後循環経路８を通じて１
５分程度窒素を循環させ、酸素分圧を１０−２７気圧以下まで低下させた。特許文献４の
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−２７

図１（Ａ）にある相図（図１０）からわかるように、酸素分圧が１０

気圧以下のと

き、試料の温度が１８０℃以上であれば還元が可能となるはずである。そこで、試料ステ
ージ７の温度を１８０℃に設定した。この状態で大気圧プラズマを照射しながら４５分間
保持した。取り出した試料の体積抵抗率を実施例１と同様に測定したところ、５．０μΩ
・ｃｍであった。したがって、１８０℃という低温での焼成でも試料はかなりの程度還元
されることがわかった。
【００５６】
［実施例３］
実施例１と同様に試料を用意し、酸素気流中での有機物除去処理を３５０℃、４５分間
で行なった。ついで実施例１と同様に密閉容器１内を窒素で置換し、その後循環経路８を
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通じて１５分程度窒素を循環させ、酸素分圧を１０−２７気圧以下まで低下させた。特許
文献４の図１（Ａ）にある相図（図１０）から分かるように、酸素分圧が１０−２７気圧
以下のとき、試料の温度が１８０℃以上であれば還元が可能となるはずである。そこで試
料ステージ７の温度を１８０℃に設定した。次いで、気体用ヒーター１２に通電し、気体
の温度がヒーターの出口において１６８℃になるようにした。この状態で大気圧プラズマ
を照射しながら９０分間保持した。取り出した試料の体積抵抗率を実施例１と同様に測定
したところ、２．６μΩ・ｃｍであった。さらに、この試料の断面を実施例１と同様に観
察したところ、図９のようになり、完全に焼結されていることがわかった。つまり、気体
用ヒーターを併用することで、１８０℃という低温での焼成でも試料は完全に焼結される
。このことから、本発明の装置を用いたプロセスがＰＥＮを含む種々の樹脂基板へ適用可
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能であることがわかった。
【００５７】
［比較例］
プラズマ化手段によるプラズマ照射を行わなかった以外実施例１と同様に銅微粒子の処
理を行った。その結果、微粒子の粒子成長はほとんど見られず、微粒子間に多くの空隙が
残る状態であった（図１１参照）。
【００５８】
本発明をその実施態様とともに説明したが、我々は特に指定しない限り我々の発明を説
明のどの細部においても限定しようとするものではなく、添付の請求の範囲に示した発明
の精神と範囲に反することなく幅広く解釈されるべきであると考える。
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【００５９】
本願は、２０１４年８月１３日に日本国で特許出願された特願２０１４−１６５０３２
に基づく優先権を主張するものであり、これはここに参照してその内容を本明細書の記載
の一部として取り込む。
【符号の説明】
【００６０】
１

密閉容器

２

酸素ポンプ

３

循環手段

４

プラズマ化手段

５

プラズマ化された気体

６

試料

７

試料ステージ

８

循環経路

９

気体供給経路

１０

真空ポンプ

１１

液滴

１２

気体用ヒーター

１３

ガス入口

１４

ヒーターエレメント

２１

ジルコニア製固体電解質体

30
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２２、２３多孔質電極
４１ａ、４１ｂ

電極

４２

導入配管

４３

電圧印加手段

４４

プラズマ化された気体

１００

超微細流体ジェット

２００

超微細径のノズル

１０１

ノズル本体

１０２

電極（金属線）
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１０３

液体

１０４

シールドゴム

１０５

ノズルクランプ

１０６

ホルダー

１０７

圧力調整器

１０８

圧力チューブ

１０９

コンピューター

１１０

発生装置（電圧印加手段）

１１１

高電圧アンプ

Ｓ

10

基材

【図１】

【図３】

【図４】

【図２】
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【図８】

【図６】

【図９】

【図１０】
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