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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】フレーク状銀粉を配合した樹脂硬化型の導電性ペーストを用いて回路（配線）を
形成した場合、良好な配線のライン直線性（ラインのエッジの凹凸の程度）が得られる特
性を併せ持つフレーク状銀粉及びその製造方法を提供する。
【解決手段】フレーク状銀粉を配合した樹脂硬化型の導電性ペーストを用いて回路（配線
）を形成した場合の配線のライン直線性を、配合するフレーク状銀粉の粒度分布を調整す
ることにより向上させる。前記ライン直線性は、配合するフレーク状銀粉の（Ｄ９０－Ｄ

１０）／Ｄ５０の値が１．５を超えることにより、良好なライン直線性が得られる。また
、ナトリウム含有量が低くかつ、粒度分布の広い銀粉を湿式反応により生成し、フレーク
化処理することにより、ナトリウム含有量が低く、かつ、（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の
値が１．５を超える特性を併せ持つフレーク状銀粉を得る製法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナトリウム含有量が０．００１５質量％以下であり、（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値
が１．５を超えることを特徴とするフレーク状銀粉。
【請求項２】
　ナトリウム含有量が０．００１質量％以下である請求項１に記載のフレーク状銀粉。
【請求項３】
　ナトリウム含有量が０．０００５質量％以下である請求項２に記載のフレーク状銀粉。
【請求項４】
　（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値が２．０以上である請求項１～３のいずれかに記載の
フレーク状銀粉。
【請求項５】
　請求項１～４いずれかに記載のフレーク状銀粉の製造方法であって、ナトリウム含有量
が０．００１５質量％以下であり、（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値が１．５以上である
銀粉をフレーク化処理することを特徴とする、フレーク状銀粉の製造方法。
【請求項６】
　前記ナトリウム含有量が０．０００５質量％以下である請求項５に記載のフレーク状銀
粉の製造方法。
【請求項７】
　前記（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値が１．７以上である請求項５または６に記載のフ
レーク状銀粉の製造方法。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は導電性ペーストの配合物などに用いられるフレーク状銀粉及びその製造方法に
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関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電子部品などの電極や回路を形成するために、銀粉を有機成分（樹脂）中に
分散させた導電性ペーストが使用されている。導電性ペーストには、樹脂硬化型ペースト
と焼成型ペーストがある。樹脂硬化型の導電性ペースト（例えば、特許文献１参照）にお
いては、樹脂の体積収縮により銀粉同士が接触して電気的な導通が取られる。よって、樹
脂硬化型の導電性ペーストに配合される銀粉としては、接触面積が大きいフレーク状銀粉
が使用されている（例えば、特許文献２参照）。焼成型ペーストは、銀粉、エチルセルロ
ールやアクリル樹脂を有機溶剤に溶解したビヒクル、ガラスフリット、無機酸化物、有機
溶剤、分散剤などを含み、ディッピング、印刷などにより所定パターンに形成された後、
高温（例えば６００℃）に加熱し、焼成されて導体を形成する。焼成型ペーストの場合で
も、得られる導体の導電性を向上させる等の目的で、導電性ペーストに配合される銀粉と
して、フレーク状銀粉が使用されることがある。
【０００３】
　このようなフレーク状銀粉は、一般に、球状又は不定形状の銀粉をフレーク化すること
により得ることができる。球状又は不定形状の銀粉をフレーク化する手法としては、例え
ば、ビーズミルを用いた湿式粉砕法や、ボールミル（例えば、特許文献３参照）、振動ミ
ル等を用いた乾式粉砕法など、様々な方法が報告されている。また、前記球状又は不定形
状の銀粉の製造方法としても、湿式還元法（例えば、特許文献４参照）や、アトマイズ法
による製造方法など、様々な方法が報告されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１５０８３７号公報
【特許文献２】特許第３８７４６３４号公報
【特許文献３】特開２００３－５５７０１号公報
【特許文献４】特開平０７－７６７１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　樹脂硬化型の導電性ペーストを用いて回路を形成して電子部品等を製造した場合、回路
の導電性低下等により、電子部品の信頼性が損なわれる等の不具合が発生することがあっ
た。また、焼成型の導電性ペーストを用いて、導電膜を形成した場合、導電膜と基板との
接着強度（密着性）が低下する不具合が発生することがあった。これらの不具合の原因に
ついて検討した結果、フレーク銀粉に含まれるナトリウム含有量が多いと、導電性ペース
トの樹脂中にナトリウムが拡散することにより、樹脂の加水分解が促進され、この導電性
ペーストを用いて回路を形成して電子部品等を製造した場合、樹脂の加水分解に起因する
回路の導電性低下等により、電子部品の信頼性が損なわれる等の不具合が発生することが
あることがわかった（特に半導体用途）。また、焼成型ペーストに使用するフレーク状銀
粉に含まれるナトリウム含有量が多いと、同様に、樹脂の加水分解が促進される結果、焼
成後に得られる導電膜と基板との接着強度（密着性）が低下することがあることがわかっ
た。
【０００６】
　フレーク状銀粉を配合した樹脂硬化型の導電性ペーストを用いて回路（配線）を形成す
る場合、配線のライン直線性が良好でない（配線の両側に生じる凹凸が大きくなる）こと
があった。ライン直線性（ラインのエッジの凹凸の程度）が良好でない場合、配線の線幅
や間隔を狭くした際に、断線や短絡の原因となるため好ましくない。
【０００７】
　しかしながら、従来の製造方法では、前記の不具合の全てを同時に抑制することが可能
となる、ナトリウム含有量が低く、かつ、フレーク状銀粉を配合した樹脂硬化型の導電性
ペーストを用いて回路（配線）を形成した場合、良好な配線のライン直線性が得られる特
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性を併せ持つフレーク状銀粉は、得られていない。このため、フレーク状銀粉を導電性ペ
ースト用配合物に用いた場合、前述のような不具合のいずれかが発生することがあり、前
述の不具合の発生を同時に抑制できるフレーク銀粉が求められていた。
【０００８】
　本発明は、従来における前記諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明は、ナトリウム含有量が低く、かつ、フレーク状銀粉を配合した樹脂硬化
型の導電性ペーストを用いて回路（配線）を形成した場合、良好な配線のライン直線性（
ラインのエッジの凹凸の程度）が得られる特性を併せ持つフレーク状銀粉及びその製造方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、フレーク状銀粉を配
合した樹脂硬化型の導電性ペーストを用いて回路（配線）を形成した場合の配線のライン
直線性は、配合するフレーク状銀粉の粒度分布を調整することにより向上することができ
ることを見出した。前記ライン直線性は、配合するフレーク状銀粉の（Ｄ９０－Ｄ１０）
／Ｄ５０の値が１．５を超えることにより、良好なライン直線性が得られることを見出し
た。
　ナトリウム含有量が低くかつ、粒度分布の広い銀粉を湿式反応により生成し、フレーク
化処理することにより、ナトリウム含有量が低く、かつ、（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の
値が１．５を超える特性を併せ持つフレーク状銀粉を得ることができることを見出し、本
発明を完成するに至った。
【００１０】
本発明は、本発明者らによる前記知見に基づくものであり、上記課題を解決するため、ナ
トリウム含有量が０．００１５質量％以下であり、（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値が１
．５を超えることを特徴とするフレーク状銀粉が提供される。ここで、前記ナトリウム含
有量を０．００１質量％以下とすることができ、０．０００５質量％以下とすることがで
きる。
【００１１】
また、前記（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値を２．０以上とすることができる。
【００１２】
ナトリウム含有量が０．００１５質量％以下であり、（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値が
１．５を超えるフレーク状銀粉の製造方法であって、ナトリウム含有量が０．００１５質
量％以下であり、（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値が１．５以上である銀粉をフレーク化
処理することを特徴とする、フレーク状銀粉の製造方法が提供される。ここで、銀粉のナ
トリウム含有量を０．０００５質量％以下とすることができ、銀粉の（Ｄ９０－Ｄ１０）
／Ｄ５０の値を１．７以上とすることができる。ナトリウム含有量が０．００１５質量％
以下の銀粉の製造方法は、硝酸銀水溶液を用いた湿式還元法による銀粉の製造方法におい
て、還元剤やアルカリ溶液にナトリウム化合物含まない非ナトリウム化合物のみを添加す
る方法である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、従来における前記諸問題を解決し、前記目的を達成することができ、
従来の製造方法により製造されたフレーク状銀粉よりも、フレーク状銀粉を配合した樹脂
硬化型の導電性ペーストを用いて形成した導電膜（回路）の導電性を低下させることなく
、形成した回路（配線）について、良好なライン直線性が得られるフレーク状銀粉及びそ
の製造方法を提供することが出来る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（フレーク状銀粉の製造方法）
本発明のフレーク状銀粉は、下記（１）または（２）に記載の製造方法により製造するこ
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とができる。（１）ナトリウム含有量が低くかつ、粒度分布の広い銀粉を湿式反応により
生成し、フレーク化処理する工程を少なくとも含み、更に必要に応じて、適宜その他の工
程を含む製造方法。（２）ナトリウム含有量が低い銀粉を湿式反応により生成し、フレー
ク化処理する工程を少なくとも含み、前記フレーク化処理の時間等の条件を調整し、更に
必要に応じて、適宜その他の工程を含む製造方法。
【００１５】
＜＜フレーク化処理に供する銀粉＞＞
フレーク化処理に供する銀粉のナトリウム含有量は、０．００１５質量％以下であること
が好ましく、０．００１質量％以下であることが更に好ましく、０．０００５質量％以下
であることが一層好ましい。フレーク化処理に供する銀粉のナトリウム含有量が、０．０
０１５質量％超の場合には、フレーク化処理後に得られるフレーク状銀粉のナトリウム含
有量が十分低減できない。
フレーク化処理に供する銀粉に粒度分布の広い銀粉を用いることにより、（Ｄ９０－Ｄ１

０）／Ｄ５０が１．５超であるフレーク状銀粉を得ようとする場合、前記銀粉は、粒度分
布の広さを示す指標である（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０が、１．５以上であることが好ま
しく、１．７以上が更に好ましい。（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０が、１．５未満である場
合には、フレーク状銀粉の（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０が、１．５以下となることがある
。フレーク化処理に供する銀粉の形状は、球状、不定形のいずれでもよい。ここで、球状
とは、ＳＥＭで銀粉を観察した場合、粒子形状が球形または略球形であり、粒子１００個
の球状度（球状度：ＳＥＭ写真で粒子を観察した時の、（最も長径部の径）／（最も短径
部の径））が１．５以下であることをいう。また、本明細書中で、フレーク状とは、アス
ペクト比が３以上であることをいう。ここで、前記アスペクト比は、（平均長径Ｌ／平均
厚みＴ）により求めることができる。「平均長径Ｌ」と「平均厚みＴ」は、走査型電子顕
微鏡で測定した粒子１００個の平均長径と平均厚みを示す。不定形とは、前記球状および
フレーク状のいずれにも属さない形状を指す。
【００１６】
　＜＜ナトリウム含有量が低いフレーク化処理に供する銀粉の製造方法＞＞
　ナトリウム含有量が低い銀粉は、例えば、硝酸銀水溶液に還元剤を添加した後に、アル
カリ溶液を添加して銀粉を製造させる方法において、還元剤やアルカリ溶液にナトリウム
化合物を添加していないものを用いることが好ましい。なお、硝酸銀溶液、還元剤、アル
カリ溶液以外に添加剤を加えることも可能である。
【００１７】
＜＜ナトリウム含有量が低く、粒度分布の広いフレーク化処理に供する銀粉の製造方法＞
＞
　ナトリウム含有量が低く、粒度分布の広い銀粉は、例えば、硝酸銀水溶液に還元剤を添
加した後に、アルカリ溶液を添加して銀粉を製造させる方法において、還元剤やアルカリ
溶液にナトリウム化合物を添加していないものを用いることが好ましい。粒度分布の広い
銀粉を得る方法として、下記（１）、（２）の方法を用いることができる。（１）例えば
、硝酸銀溶液に還元剤としてホルムアルデヒド水溶液（ホルマリン）を加え、前記水溶液
にアンモニア水溶液を加え、銀粉を得るという方法である。（２）平均粒径の異なる銀粉
を混合して粒度分布の広い銀粉を得る。
【００１８】
　＜＜フレーク化処理方法＞＞
　前記の工程で得られたナトリウムの含有量が低い銀粉を、以下の条件でフレーク化処理
をおこなうことにより、本発明のフレーク状銀粉を得ることができる。
【００１９】
　＜フレーク化処理設備＞
　フレーク化処理に用いるフレーク化処理設備としては、転動ミル、遊星ミル、塔式ミル
、媒体撹拌ミル、振動ミル等の粉砕メディアとしてボールを用いた粉砕機を使用すること
ができる。
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【００２０】
　＜溶媒＞
　前記フレーク化処理をおこなう際、銀粉とともに溶媒を加えて処理をおこなうことがで
きる。前記溶媒としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、
水、有機溶媒、などが好ましい。前記有機溶媒としては、特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができるが、平均分子量２００以下のものが好ましく、分子量２００以
下のアルコール（メタノール、エタノール、プロパノール、それらの混合物）がより好ま
しい。前記フレーク化処理時に溶媒を添加する場合、前記溶媒の添加量としては、特に制
限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、フレーク化処理する銀粉に対し、
質量で０．１倍～５倍が好ましい。前記添加量が０．１倍未満であると、溶媒添加の効果
が不十分であることがあり、５倍を超えると、十分なアスペクト比が得られないことがあ
る。前記溶媒は、添加せずに処理することも可能である。
【００２１】
　＜ボール（メディア）＞
　また、前記ボール（メディア）としては、直径０．１ｍｍ～１０ｍｍで形状が球状のボ
ール（メディア）である限り、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる
。前記ボール（メディア）の直径が０．１ｍｍ未満であると、フレーク化処理後のフレー
ク状銀粉とボール（メディア）を分離する際、ボール（メディア）の目詰まりなどにより
、分離の効率が低下し、１０ｍｍを超えると、得られるフレーク状銀粉の粒径が過大にな
る。前記ボール（メディア）の材質としては特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができ、金属、アルミナ、ジルコニアなどのセラミック、などを挙げることができる
。前記ボール（メディア）のフレーク化処理時における添加量としては、特に制限はなく
、目的に応じて適宜選択することができるが、フレーク化処理する銀粉に対し、質量で１
倍～５０倍が好ましい。添加量が１倍未満であると、十分なアスペクト比が得られないこ
とがあり、添加量が５０倍を超えると、１回にフレーク化処理できる銀粉の量が少なくな
り、処理コストが高くなることがある。
【００２２】
　＜フレーク化処理の処理時間＞
　前記フレーク化処理の処理時間は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、０．１時間～１００時間が好ましい。前記処理時間が０．１時間未満であると
、十分なフレーク化処理がなされず、フレーク状銀粉が得られないことがある。１００時
間を超えても特に品質上の効果は無く、不経済となる。フレーク化に供する銀粉の粒度分
布が広くない場合には、フレーク化処理時間を短時間とすることにより、（Ｄ９０－Ｄ１

０）／Ｄ５０が１．５超であるフレーク状銀粉を得ることができ、この場合には、処理時
間を０．１時間～６０時間とすることが好ましい。
【００２３】
　＜分散剤＞
　得られるフレーク状銀粉の分散性を向上、また粗大化を防止する目的で、分散剤をフレ
ーク化処理する銀粉に対して、０．０５質量％～５質量％添加することができる。添加す
る分散剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、脂
肪酸、脂肪酸塩、界面活性剤、有機金属、キレート形成剤、保護コロイド、などが挙げら
れ、これらの中でも、脂肪酸が好ましい。前記脂肪酸としては、特に制限はなく、目的に
応じて適宜選択することができ、例えば、プロピオン酸、カプリル酸、ラウリン酸、ミリ
スチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、アクリル酸、オレイン酸、リノール
酸、アラキドン酸など又はそれらの混合物が挙げられる。中でも接着強度向上のためには
パルミチン酸やパルミチン酸の異性体を主成分とする脂肪酸を使用することが好ましい。
フレーク化工程前の銀粉に分散剤を添加する替わりに、溶媒とともに前記分散剤を添加す
ることもできる。前記分散剤をフレーク化工程前の銀粉に添加し、かつ、前記分散剤をフ
レーク化工程で溶媒とともに添加してもよい。
【００２４】
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＜洗浄・乾燥処理＞
　フレーク化処理を行う際に、銀粉とともに溶媒を加えて処理する場合には、前記のよう
にして得られたフレーク化処理後の銀粉を固液分離し、必要に応じて、洗浄を行い、乾燥
することにより、本願のフレーク状銀粉が得られる。洗浄及び乾燥については、銀粉に対
する公知の方法を適宜使用することができる。
【００２５】
本発明のフレーク状銀粉は、粒度分布の広さを示す指標である（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５

０が、１．５超であることが好ましく、２．０以上が更に好ましい。前記銀粉のナトリウ
ム含有量は０．００１５質量％以下であることが好ましく、０．００１質量％以下である
ことが更に好ましく、０．０００５質量％以下であることが一層好ましい。（Ｄ９０－Ｄ

１０）／Ｄ５０が、１．５以下である場合には、フレーク状銀粉を配合した樹脂硬化型導
電性ペーストを用いて形成した導電膜のライン直線性が悪くなる不具合が発生することが
ある。ナトリウム含有量が、０．００１５質量％超の場合には、フレーク状銀粉を配合し
た導電性ペーストを用いて形成した導電膜の接着強度が低下し、導電性が低下することが
ある。
【００２６】
　本発明のフレーク状銀粉は、ナトリウム含有量が低く、かつ、粒度分布が広い特性を併
せ持つことにより、従来の製造方法により製造されたフレーク状銀粉よりも、フレーク銀
粉を配合した樹脂硬化型導電性ペーストを用いて形成した導電膜の導電性を低下させるこ
となく、導電膜のライン直線性を良好にすることが出来る。
【実施例】
【００２７】
　以下、本発明について説明するが、本発明は、これらの実施例に何ら限定されるもので
はない。
【００２８】
（実施例１）
　以下のようにして、銀粉を湿式反応により作成し、生成した銀粉に対し、フレーク化処
理をおこなうことにより、本発明のフレーク状銀粉を製造した。また、得られたフレーク
状銀粉について、各特性を以下のようにして確認した。
【００２９】
　銀濃度が７．７質量％の硝酸銀溶液３６５０ｇに還元剤として３７％のホルムアルデヒ
ド水溶液（ホルマリン）１６６ｇを加えた。前記水溶液を撹拌しながら、２５％アンモニ
ア水溶液７１０ｇを加え、銀粉を含むスラリーを生成した。得られたスラリーを濾過、水
洗した後、７５℃で乾燥した。
　上記により得られた銀粉を電動コーヒーミル（メリタジャパン株式会社製、セレクトグ
ラインドＭＪ－５１８）に入れ、処理時間４０秒間の条件にて解砕を行い、銀粉を得た。
【００３０】
　＜フレーク化処理＞
　得られた銀粉の１０７ｇに分散剤としての脂肪酸（ステアリン酸）を銀粉に対して０．
４％となる量を加えてよく混ぜ、ＳＵＳボール１１０７ｇ（直径１．６ｍｍ）とともに転
動ボールミルに入れて、回転数１１６ｒｐｍ、処理時間１５時間の条件でフレーク化処理
を実施し、フレーク状銀粉を得た。得られたフレーク状銀粉のＤ１０、平均粒径Ｄ５０、
Ｄ９０、フレーク銀粉の比表面積、及びナトリウム含有量を表１に示す。なお、Ｄ１０、
平均粒径Ｄ５０、Ｄ９０、比表面積、ナトリウム含有量の各測定方法は以下に示す通りで
ある。
【００３１】
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【表１】

 
【００３２】
－Ｄ１０、平均粒径Ｄ５０、Ｄ９０の測定方法－
　Ｄ１０、平均粒径Ｄ５０、Ｄ９０はレーザー回折散乱式粒度分布測定装置（日機装（株
）製、ＭＩＣＲＯＴＲＡＣ　ＨＲＡ）を用いて、銀粉０．３ｇをイソプロパノール３０ｍ
Ｌに加え、超音波分散処理を５分間行って試料を準備し、全反射モードで測定を行った。
　なお、Ｄ１０とあるのは、測定で得られた累積分布曲線（質量）において、その累積値
が１０％における粒径（μｍ）である。他、Ｄ５０、Ｄ９０も同様である。　　　
【００３３】
－比表面積の測定方法－
　比表面積は、ＭＯＮＯＳＯＲＢ装置（ユアサアイオニクス（株）製）で、Ｈｅ７０％、
Ｎ２　３０％のキャリアガスを用い、銀粉３ｇをセルに入れて脱気を６０℃で１０分間行
った後、ＢＥＴ１点法により測定を行った。
【００３４】
－ナトリウム含有量の分析方法－
　ナトリウム含有量は、日立製作所製　原子吸光光度計　Ｚ－８１００を使用し、フレー
ク状銀粉１．０ｇを硝酸溶解した溶解液を測定して、ナトリウム含有量を求めた。
【００３５】
－導電性ペースト作成－
　得られたフレーク銀粉を用いて、導電性ペーストを以下の方法により作成した。下記の
導電性ペーストの原料を下記の質量比で秤量し、混合分散することにより、導電性ペース
トを得た。
・フレーク銀粉                                
８１．８質量部
・エポキシ樹脂（ＥＰ－４９０１Ｅ）アデカ社製   　７．６質量部
・硬化剤（アミキュアＭＹ－２４）味の素社製    
　１．５質量部
・溶剤（エチルカルビトールアセテート）        
　９．１質量部
　混合分散は、プロペラレス自公転式撹拌脱泡装置で、６０秒処理することにより、おこ
なった。
【００３６】
－導電膜作成－
　９６％アルミナ基板上に、前記で得られた導電性ペーストを用い、幅５００μｍ、長さ
３７５００μｍの導電性ペーストの膜をスクリーン印刷機（マイクロ・テック社製、ＭＴ
－３２０Ｔ）を用いて形成した。得られた膜を熱風乾燥機を用い、２００℃、４０分間の
条件で加熱処理し、導電膜を形成した。得られた導電膜を顕微鏡を用いて、ライン直線性
を観察した。観察結果を表１に示す。ライン直線性は、形成した導電膜の長さ方向の辺の
中央部１０ｍｍについて、辺の凹凸大きさが１０μｍ以下の場合、「○」と判定し、１０
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μｍ超の場合、「×」と判定した。
【００３７】
－接着強度の測定－
　前記導電性ペーストを、９６％アルミナ基板上に、２ｍｍ×２ｍｍ（２ｍｍ□）のパッ
トになる様に印刷した。印刷後パットにアルミリベットを乗せ、熱風乾燥機を用い、２０
０℃、４０分間の条件で加熱処理した。加熱処理後に引張り圧縮試験機（今田製作所製　
ＳＶ　５１－０－５０Ｍ）にて１０ｍｍ／ｍｉｎの速度で引張り強度（単位：Ｎ）を測定
した。
【００３８】
　結果、得られたフレーク状銀粉においては、Ｄ１０が１．４μｍ、平均粒径Ｄ５０が３
．８μｍ、Ｄ９０が１１．８μｍ（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値が２．７４であり、比
表面積が０．９１ｍ２／ｇ、ナトリウム含有量が＜０．０００１質量％であった。得られ
たフレーク状銀粉を用いて前記の通り導電性ペースト及び導電膜を作製した。ライン直線
性・接着強度の測定した結果、ライン直線性は「○」、接着強度は１７．１Ｎ／２ｍｍ□
であった。結果を表１に示す。得られたフレーク状銀粉は、ナトリウム含有量が低く、ま
た、得られたフレーク状銀粉を用いた導電膜のライン直線性が良好であり、接着強度が高
く、良好であった。
【００３９】
（実施例２）
　フレーク化処理時の分散剤としてパルミチン酸を用いる以外は実施例１を繰り返した。
得られたフレーク銀粉について、実施例１と同様に評価を行った。
【００４０】
結果、得られたフレーク状銀粉においては、Ｄ１０が１．３μｍ、平均粒径Ｄ５０が３．
７μｍ、Ｄ９０が１１．５μｍ（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値が２．７３であり、比表
面積が０．９２ｍ２／ｇ、ナトリウム含有量が＜０．０００１質量％であった。得られた
フレーク状銀粉を用いて前記の通り導電性ペースト及び導電膜を作製した。ライン直線性
・接着強度の測定した結果、ライン直線性は「○」、接着強度は２５．０Ｎ／２ｍｍ□で
あった。結果を表１に示す。得られたフレーク状銀粉は、ナトリウム含有量が低く、また
、得られたフレーク状銀粉を用いた導電膜のライン直線性が良好であり、接着強度が高く
、良好であった。
 
【００４１】
（比較例１）
　銀濃度５．７質量％の硝酸銀水溶液３６００ｇに３０質量％の水酸化ナトリウム水溶液
５４５ｇを加えて、その後に還元剤として３７％ホルマリン水溶液１３４ｇを加えた。ま
た、還元剤を加えた直後に分散剤としてオレイン酸０．２ｇを加え、銀粉を含むスラリー
を生成した。得られたスラリーを濾過、水洗した後、７５℃で乾燥して、銀粉を得た。上
記により得られた銀粉を実施例１と同様の条件で解砕を実施した。
　得られた銀粉に対して、処理時間を３０時間で行う以外は実施例１と同様にフレーク化
処理を行った。得られたフレーク状銀粉について、実施例１と同様にして評価をおこなっ
た。
【００４２】
結果、得られたフレーク状銀粉においては、Ｄ１０が１．０μｍ、平均粒径Ｄ５０が３．
０μｍ、Ｄ９０が８．９μｍ（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値が２．６３であり、比表面
積が１．２ｍ２／ｇ、ナトリウム含有量が０．０１４６質量％であった。得られたフレー
ク状銀粉を用いて前記の通り導電性ペースト及び導電膜を作製した。ライン直線性・接着
強度の測定した結果、ライン直線性は「○」、接着強度は１６．９Ｎ／２ｍｍ□であった
。結果を表１に示す。得られたフレーク状銀粉は、ナトリウム含有量が高く、ナトリウム
含有量の低いフレーク状銀粉は得られなかった。また、得られたフレーク状銀粉を用いた
導電膜のライン直線性が良好であったが、接着強度が低くかった。
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【００４３】
（比較例２）
　銀濃度２．７質量％の硝酸銀水溶液４１３０ｇに２５％アンモニア水溶液２１０ｇを加
えて、銀アンミン錯体水溶液を生成した。生成した銀アンミン錯体水溶液に還元剤として
３７％ホルマリン水溶液２７５ｇを加えた。また、還元剤を加えた直後に、分散剤として
ステアリン酸０．１１ｇを加え、銀粉を含むスラリーを生成した。得られたスラリーを濾
過、水洗した後、７５℃で乾燥して、銀粉を得た。上記により得られた銀粉を実施例１と
同様の条件で解砕を実施した。
　得られた銀粉に対して、処理時間を６０時間で行う以外は実施例１と同様にフレーク化
処理を行った。得られたフレーク状銀粉について、実施例１と同様にして評価をおこなっ
た。
【００４４】
結果、得られたフレーク状銀粉においては、Ｄ１０が１．４μｍ、平均粒径Ｄ５０が２．
７μｍ、Ｄ９０が４．３μｍ（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０の値が１．０７であり、比表面
積が１．４ｍ２／ｇ、ナトリウム含有量が０．０００１質量％であった。得られたフレー
ク状銀粉を用いて前記の通り導電性ペースト及び導電膜を作製した。ライン直線性・接着
強度の測定した結果、ライン直線性は「×」、接着強度は１０．１Ｎ／２ｍｍ□であった
。結果を表１に示す。得られたフレーク状銀粉は、ナトリウム含有量は低いが、導電膜の
ライン直線性が不良であり、接着強度も実施例１、２および比較例１より低かった。
 
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明のフレーク状銀粉は、従来の製法により製造されたフレーク状銀粉と比較して、
ナトリウム含有量が低く、かつ、粒度分布が広い特性を併せ持つ。これにより、従来の製
造方法により製造されたフレーク状銀粉よりも、フレーク状銀粉を配合した導電性ペース
トを用いて形成した導電膜の導電性や基板との接着強度を低下させることなく、導電膜の
品質、すなわち、ラインのエッジの凹凸を抑制することができるフレーク状銀粉及びその
製造方法を提供することができる。
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