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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電粒子および樹脂を含む導電性接着剤において、
　導電粒子が、（１）銀－錫合金粉、銀粉と錫粉の混合粉、または銀－錫合金粉、銀粉お
よび錫粉の混合粉から選択されるものから成る、銀と錫からなり、平均粒径０．１～１０
μmの球状粉および／または扁平面の平均直径が２～２０μmのリン片状粉、並びに（２）
平均直径が５～６０ｎｍの銀、錫、銀－錫合金、ビスマス、インジウム、銅またはこれら
の２種以上の合金粉からなる群より選択される少なくとも一種の金属粉を含み、
　導電粒子の３０～９５重量％が、成分（１）であり、
　成分（１）に対して、成分（２）が２～４０重量％であり、かつ、
　導電性接着剤の金属成分の銀：錫のモル比が７７．５：２２．５～２０：８０の範囲に
あることを特徴とする、導電性接着剤。
【請求項２】
　成分（１）に対して、成分（２）が２５重量％以下である、請求の範囲第１項に記載の
導電性接着剤。
【請求項３】
　導電粒子の４０重量％以上が、成分（１）である、請求の範囲第１項又は第２項に記載
の導電性接着剤。
【請求項４】
　導電性接着剤の金属成分の銀：錫のモル比が７７．５：２２．５～６２．５：３７．５
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の範囲にある、請求の範囲第１項～第３項のいずれか一項に記載の導電性接着剤。
【請求項５】
　成分（２）が、成分（１）に対して４～１２重量％の銀粉を含む、請求の範囲第１項～
第４項のいずれか一項に記載の導電性接着剤。
【請求項６】
　成分（２）が、成分（１）に対して０．１～２０重量％のビスマス粉および／または銀
－ビスマス粉を含む、請求の範囲第１項～第４項のいずれか一項に記載の導電性接着剤。
【請求項７】
　請求の範囲第１項～第６項のいずれか一項記載の導電性接着剤を用いて、半導体素子、
チップ部品、ディスクリート部品またはそれらの組合せを接合させた回路。
【請求項８】
　請求の範囲第１項～第６項のいずれか一項記載の導電接着剤で接続した接着剤の組成が
半導体素子、チップ部品、デイスクリート部品の端子電極、基板のランド部の金属と合金
化している接続を持つ回路。
【請求項９】
　請求の範囲第８項記載の合金化した接続構造部に銀－錫合金が金属中に含有される回路
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電性接着剤に関し、さらに詳しくは、導電性に優れ、半導体素子、チップ
部品またはディスクリート部品を、マイグレーションを発生させないで印刷配線基板に接
着できる導電性接着剤に関する。また、本発明は、このような導電性接着剤を用いて、半
導体素子などを接合させた回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体の実装技術の一つとして、フリップチップ方式による接合がある。そこでは、ハ
ンダメッキによりバンプを形成した半導体素子を用い、ハンダにより該半導体素子の接合
を行う。また、銀などの貴金属粉末を使用した導電性接着剤を用いる接合、および樹脂ボ
ールに金などをメッキした粉末を使用して、異方性導電フィルムを用いる電子部品の接合
が試みられている。
【０００３】
　一方、印刷配線基板を用いる回路の形成においても、チップ部品やディスクリート部品
の接合にはハンダが使用される。ハンダの代わりに導電性接着剤を用いて、これらの部品
を実装することも行われている。しかし、該接着剤に導電粒子として銀を使用すると、優
れた導電性を有する導電層が得られるが、電圧を印加するとマイグレーションを起こすこ
とがある。（IEEE Transaction on Components, Packaging and Manufacturing Technolo
gy, Part B, Vol.17, No.1, p83 参照）。また、錫メッキなどを施す際に、高温の影響を
受けて、接着強さが低下する。
【０００４】
　現在、電子部品の接合には、鉛－錫合金ハンダが使用されている。廃棄された電子機器
に使用されているハンダが酸性雨により溶解し、地下水に溶け込み、飲料水などに地下水
を使用するところでは、公衆衛生上の問題を生じている。したがって、錫－銀系、錫－亜
鉛系のような、融点がより高いハンダを用いる傾向がある。しかしながら、ハンダを用い
る方法では、洗浄剤を使用する場合があり、作業環境および安全面で好ましくない。
【０００５】
　ニッケルおよびニッケル合金の粉末は、マイグレーションを起こさない導電粒子である
が、それを用いて形成された導電層は、比抵抗が大きく、かつ高温にさらされると比抵抗
がさらに大きくなるので、満足できるものではなかった。
【０００６】
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　特開平９－１５７６１３号公報には、導電粒子として、表面がニッケルおよび／または
ニッケル－ホウ素合金である金属粒子を、ポリオキシアルキレンリン酸エステル誘導体と
ポリオキシアルキレンアルキル（もしくはアルケニル）アミンまたはその誘導体との混合
物で表面処理して得られた導電粒子を、反応性希釈剤を含むエポキシ樹脂と組み合わせる
ことにより、マイグレーションを起こさず、かつ高温にさらされても安定した導電性を有
する導電層を与える導電性接着剤が得られることが開示されている。しかし、最近の傾向
としては、より高い導電性を有し、かつ高温のハンダに接着するような温度条件で加工し
ても、比抵抗の上昇が少ない導電性接着剤が求められている。
【０００７】
　特開平１１－８０６４７またはMaterial stage, Vol.1, No.7, p.51 2001には２００℃
で加熱すると銀の微粒子が結合することが記載されており導電接着剤への展開が示されて
いる。超微粉の銀を主として使用するので膜厚が得られず、またマイグレーションが起こ
る。
【０００８】
　本発明の課題は、上記のような状況に対応して、電圧を印加してもマイグレーションを
起こさず、高い導電性を有し、ハンダの代わりに使用できる導電性接着剤、および該導電
性接着剤を用いた回路を提供することである。
【０００９】
　本発明者らは、この課題を達成するために検討を重ねた結果、導電接着剤の金属構成が
、特定の組成範囲の銀－錫を存在せしめることで、上記の課題を達成でき、特に予期しな
かったことに、上記の銀－錫の組成範囲であれば錫に銀粉を併用してもマイグレーション
を起こさず、微粒子の金属粉末を併用することで金属同士が溶融し、接続することを見出
して、本発明を完成するに至った。
【００１０】
発明の要旨
　本発明の導電性接着剤は、導電粒子および樹脂を含む導電性接着剤において、該導電粒
子の３０重量％以上が銀と錫から実質的になり、該導電接着剤の金属成分の銀：錫のモル
比が７７．５：２２．５～０：１００の範囲にあることを特徴とするものであり、本発明
の回路は、上記の導電性接着剤を用いて、半導体素子、チップ部品、ディスクリート部品
またはそれらの組合せを接合させた回路である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明に導電粒子として用いられる、銀と錫から実質的になる銀－錫粉は、本発明にお
いて特徴的な成分であり、マイグレーションを起こさず、かつ形成される導電層に高い導
電性を付与する。該金属粉は、銀と錫のモル比が、７７．５：２２．５から０：１００で
あり、好ましくは７５：２５～２０：８０である。両成分の合計数を１００として表した
とき、銀のモル比が７７．５を越えるとマイグレーションが発生する。
【００１２】
　該銀－錫粉は、同じ粉体粒子中の表面に銀と錫の原子が複合的に存在するものであれば
、どのような形態のものでもよく、合金粉、混合塩の水溶液から還元共沈法によって得ら
れた共沈粉、およびで被覆した銀粉をスタンプ法によってリン片状にして、表面に銀とが
存在する複合粉などが例示される。均質な銀－錫粉が得られて、安定した効果を示すこと
から、合金粉が好ましい。なお、銀粉と錫粉を単に混合した混合粉でも、本発明の効果を
得る事ができる。
【００１３】
　このような銀－錫合金粉は、たとえば、銀とを所望のモル比になるように混合して溶融
した後、アルゴン雰囲気中にノズルより吹き出して合金粉とし、所定の粒径以下のものを
採取する方法；このようにしてアトマイズした粉末を、さらにプラズマ炉によって気化し
、ついで冷却により固化させて合金粉を得る方法；その他、混合粉を任意の手段で加熱し
て合金化する方法などによって得ることができる。
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【００１４】
　銀－錫粉の形状は、球状でもりん片状でもよく、他の形状、たとえば針状や枝状のもの
を用いてもよい。また、それらの混合物でもよい。
【００１５】
　接着剤の状態で系が安定に保たれ、印刷の場合に目づまりを起こさず、かつ導電性の高
い導電層が得られることから、球状粉の場合、平均粒径が０．１～１０μmのものが好ま
しく、りん片状の場合、その扁平面の平均直径、すなわち長径と短径の平均として２～２
０μmのものが好ましい。アスペクト比は、通常１０～２００であり、好ましくは２０～
５０である。
【００１６】
　このような組成の銀－錫粉を、導電粒子中、９５重量％以下、好ましくは９０重量％以
下、さらに好ましくは８５重量％以下配合する。該銀と錫の量が接着剤中の金属構成比で
７７．５：２２．５から０：１００の範囲では、マイグレーションがなく、かつ導電性の
高い導電層を形成しうる導電性接着剤が得られる。
【００１７】
　本発明においては、導電粒子として、上記の銀－錫粉のほかに、他の金属粉および／ま
たは炭素粉を併用することができる。併用しうる金属粉としては、銀粉、錫粉、銅粉、ビ
スマス粉もしくはインジウム粉、またはこれらの金属の２種以上の合金粉、共沈粉および
／または複合粉など（以下、「合金粉など」という。ただし、上記のモル比の組成を有す
る銀－錫粉を除く。）が例示され、該合金粉などとしては、銀－錫ビスマス粉、銀－錫イ
ンジウム粉および上記のモル比以外の組成を有する銀－錫粉が例示される。使用される金
属の粒子径として５から６０ｎｍの範囲、好ましくは８から２０ｎｍにある微粒子導電粉
が好ましい。
【００１８】
　また、炭素粉としては、カーボンブラック、グラファイトおよびそのメソフェーズなど
が挙げられる。
【００１９】
　これらの微粒子導電粉の配合量は、低い接続抵抗が得られることから、上記の組成の金
属粉に対して４０重量％から２重量％が好ましい。４０重量％以上の場合、ペーストの粘
度が上昇し印刷適正、デイスペンス適正が良くない。２重量％以下では金属の結合が少な
く、接続抵抗が高くなる。超微粒子導電分は公知の方法で生産することができる。プラズ
マ、アーク放電による方法などがあげられる。これらの微粒子導電粉の配合量は、上記の
銀－錫粉に対して、２５重量％以下とすることができる。
【００２０】
　このうち、特に注目すべき金属粉は、微粒子の導電粉である。従来、銀粉は、マイグレ
ーションを起こすと考えられてきたが、予期しなかったことに、導電粒子として上記の銀
－錫粉と銀粉を併用することにより、マイグレーションを起こさず、導電性の優れた導電
層を与える導電性接着剤を得ることができる。このような銀粉は、優れた導電性が得られ
、かつマイグレーションがないことから、上記の組成の銀－錫粉に対して４～１２重量％
配合することがより好ましい。
【００２１】
　特に注目すべき他の金属粉は、錫粉、ビスマス粉および銀－ビスマス粉である。錫粉、
ビスマス粉および／または銀－ビスマス粉を、上記の組成の銀－錫粉と併用することによ
り、接着剤の硬化温度で、錫粉、銀－錫粉とビスマスとの反応によって金属接合を生じ、
高い導電性が得られる。このような錫粉、ビスマス粉または銀－ビスマス粉の配合量は、
上記の組成の銀－錫粉に対して０．１～２０重量％の範囲がより好ましい。
【００２２】
　導電性接着剤中の導電粒子の配合量は、印刷適性と、硬化して得られる導電層の導電性
から、該導電粒子と樹脂の合計量に対して、６０～９８重量％が好ましく、７０～９５重
量％がさらに好ましい。
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【００２３】
　本発明の導電性接着剤は、上記の導電粒子に加えて、バインダーとして機能する樹脂を
含む。該樹脂は、熱可塑性樹脂でも熱硬化性樹脂でもよい。熱可塑性樹脂としては、アク
リル樹脂、エチルセルロース、ポリエステル、ポリスルホン、フェノキシ樹脂、ポリイミ
ドなどが例示される。熱硬化性樹脂としては、尿素樹脂、メラミン樹脂、グアナミン樹脂
のようなアミノ樹脂；ビスフェノールＡ型、ビスフェノールＦ型、フェノールノボラック
型、脂環式などのエポキシ樹脂；オキセタン樹脂；レゾール型、ノボラック型のようなフ
ェノール樹脂；シリコーンエポキシ、シリコーンポリエステルのようなシリコーン変性有
機樹脂などが好ましい。これらの樹脂は、単独で用いても、２種以上を併用してもよい。
【００２４】
　これらのうち、導電性を損ねない量の樹脂を配合しても、優れた接着性が得られ、また
耐熱性も優れていることから、エポキシ樹脂およびレゾール型フェノール樹脂が好ましく
、ビスフェノールＡ型およびビスフェノールＦ型エポキシ樹脂が特に好ましい。
【００２５】
　樹脂として、常温で液状である樹脂を用いると、有機溶媒を用いないでビヒクルとする
ことができ、乾燥工程を省略できる。このような液状樹脂としては、液状エポキシ樹脂、
液状フェノール樹脂などが例示される。液状エポキシ樹脂としては、ビスフェノールＡ型
エポキシ樹脂の平均分子量が約４００以下のもの；ｐ－グリシドキシフェニルジメチルト
リルビスフェノールＡジグリシジルエーテルのような分岐状多官能ビスフェノールＡ型エ
ポキシ樹脂；ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂；フェノールノボラック型エポキシ樹脂の
平均分子量が約５７０以下のもの；ビニル（３，４－シクロヘキセン）ジオキシド、３，
４－エポキシシクロヘキシルカルボン酸（３，４－エポキシシクロヘキシル）メチル、ア
ジピン酸ビス（３，４－エポキシ－６－メチルシクロヘキシルメチル）、２－（３，４－
エポキシシクロヘキシル）５，１－スピロ（３，４－エポキシシクロヘキシル）－ｍ－ジ
オキサンの少なくとも一種を構成成分としてなる脂環式エポキシ樹脂；ヘキサヒドロフタ
ル酸ジグリシジル、３－メチルヘキサヒドロフタル酸ジグリシジル、ヘキサヒドロテレフ
タル酸ジグリシジルの少なくとも一種を構成成分としてなるグリシジルエステル型エポキ
シ樹脂；ジグリシジルアニリン、ジグリシジルトルイジン、トリグリシジル－ｐ－アミノ
フェノール、テトラグリシジル－ｍ－キシリレンジアミン、テトラグリシジルビス（アミ
ノメチル）シクロヘキサンの少なくとも一種を構成成分としてなるグリシジルアミン型エ
ポキシ樹脂；ならびに１，３－ジグリシジル－５－メチル－５－エチルヒダントインを構
成成分としてなるヒダントイン型エポキシ樹脂が例示される。
【００２６】
　また、液状樹脂に、混合系が流動性を示す範囲内で、相溶性であって、常温で固体ない
し超高粘性を呈する樹脂を混合して用いてもよく、そのような樹脂として、高分子量のビ
スフェノールＡ型エポキシ樹脂、ジグリシジルビフェニル、ノボラックエポキシ樹脂、テ
トラブロモビスフェノールＡ型エポキシ樹脂のようなエポキシ樹脂；ノボラックフェノー
ル樹脂などが例示される。
【００２７】
　エポキシ樹脂の場合、硬化機構としては、自己硬化型樹脂を用いても、アミン類、イミ
ダゾール類、酸無水物またはオニウム塩のような硬化剤や硬化促進剤を用いてもよく、ア
ミノ樹脂やフェノール樹脂を、エポキシ樹脂の硬化剤として機能させてもよい。
【００２８】
　本発明に用いられる代表的なエポキシ樹脂は、フェノール樹脂によって硬化するもので
ある。フェノール樹脂としては、エポキシ樹脂の硬化剤として通常用いられるフェノール
樹脂初期縮合物であればよく、レゾール型でもノボラック型でもよいが、硬化の際の応力
が緩和され、優れた耐ヒートサイクル性を得るためには、その５０重量％以上がアルキル
レゾール型またはアルキルノボラック型のフェノール樹脂であることが好ましい。また、
アルキルレゾール型フェノール樹脂の場合、優れた印刷適性を得るためには、平均分子量
が２，０００以上であることが好ましい。これらのアルキルレゾール型またはアルキルノ
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ボラック型フェノール樹脂において、アルキル基としては、炭素数１～１８のものを用い
ることができ、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、オクチル、ノニル、デ
シル基のような炭素数２～１０のものが好ましい。
【００２９】
　エポキシ樹脂の硬化剤として用いるフェノール樹脂の量は、エポキシ樹脂と該フェノー
ル樹脂の種類によっても異なるが、硬化後に比抵抗の高温における優れた安定性を得るた
めには、エポキシ樹脂とフェノール樹脂の重量比が、４：１～１：４の範囲が好ましく、
４：１～１：１がさらに好ましい。
【００３０】
　導電性接着剤中の樹脂の配合量は、印刷適性と、硬化して得られる導電層の導電性から
、該樹脂と導電粒子の合計に対して、２～４０重量％が好ましく、５～３０重量％がさら
に好ましい。
【００３１】
　本発明の導電ペーストは、導電粒子および樹脂の種類と量を選択し、また必要に応じて
希釈剤を用いることにより、素子、基板などに印刷または塗布する方法に応じて、適切な
粘度に調製することができる。たとえば、スクリーン印刷に用いられる場合、常温におけ
る導電ペーストの見掛粘度は、１０～５００Pa・sが好ましく、１５～３００Pa・sがさら
に好ましい。希釈剤としては、有機溶媒、および特に樹脂がエポキシ樹脂の場合には、反
応性希釈剤を用いることができる。
【００３２】
　有機溶媒は、樹脂の種類に応じて選択される。有機溶媒としては、トルエン、キシレン
、メシチレン、テトラリンのような芳香族炭化水素類；テトラヒドロフランのようなエー
テル類；メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、イソホロン
のようなケトン類；２－ピロリドン、１－メチル－２－ピロリドンのようなラクトン類；
エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチ
レングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチ
レングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、さらに
これらに対応するプロピレングリコール誘導体のようなエーテルアルコール類；それらに
対応する酢酸エステルのようなエステル類；ならびにマロン酸、コハク酸などのジカルボ
ン酸のメチルエステル、エチルエステルのようなジエステル類が例示される。有機溶媒の
使用量は、用いられる導電粒子および樹脂の種類と量比、ならびに導電ペーストを印刷ま
たは塗布する方法などにより、任意に選択される。
【００３３】
　本発明の導電性接着剤に、印刷や塗布によって任意のパターンを形成したり、細部に充
填するために、適切な流動性を与え、かつ、溶媒の揮発による肉やせや作業環境の悪化を
防ぐ必要がある場合は、希釈剤の一部または全部として、反応性希釈剤を用いることが好
ましい。反応性希釈剤としては、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリ（
２－ヒドロキシプロピレン）グリコールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコー
ルジグリシジルエーテル、ブタンジオールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコー
ルジグリシジルエーテル、ジグリシジルアニリン、１，４－シクロヘキサンジメタノール
ジグリシジルエーテル、１，３－ビス（３－グリシドキシプロピル）－１，１，３，３－
テトラメチルジシロキサンのようなジグリシジル化合物；およびトリメチロールプロパン
トリグリシジルエーテル、グリセリントリグリシジルエーテルのようなトリグリシジル化
合物が例示され、必要に応じてｎ－ブチルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテ
ル、グリシジルメタクリレートのようなモノグリシジルエーテル型反応性希釈剤、グリシ
ジルアクリレート、グリシジルメタクリレートのようなモノグリシジルエステル型反応性
希釈剤を併用してもよい。希釈剤として有機溶媒を用いずに、反応性希釈剤のみを用いた
場合は、溶媒除去の代わりに、適切な条件で、これらを重合、硬化させて、導電層中に取
り込むことができる。
【００３４】
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　本発明の導電性接着剤には、このほか、必要に応じて、分散助剤として、ジイソプロポ
キシ（エチルアセトアセタト）アルミニウムのようなアルミニウムキレート化合物；イソ
プロピルトリイソステアロイルチタナートのようなチタン酸エステル；脂肪族多価カルボ
ン酸エステル；不飽和脂肪酸アミン塩；ソルビタンモノオレエートのような界面活性剤；
またはポリエステルアミン塩、ポリアミドのような高分子化合物などを用いてもよい。ま
た、無機および有機顔料、シランカップリング剤、レベリング剤、チキソトロピック剤、
消泡剤などを配合してもよい。
【００３５】
　本発明の導電性接着剤は、配合成分を、らいかい機、プロペラ撹拌機、ニーダー、ロー
ル、ポットミルなどのような混合手段により、均一に混合して調製することができる。調
製温度は、特に限定されず、たとえば常温で調製することができる。
【００３６】
　本発明の導電性接着剤は、スクリーン印刷、グラビア印刷、ディスペンスなど、任意の
方法で基板に印刷または塗布することができる。有機溶媒を用いる場合は、印刷または塗
布の後、常温で、または加熱によって、該溶媒を揮散させる。本発明の導電性接着剤を希
釈剤なしに、または希釈剤として反応性希釈剤のみを配合して用いた場合は、上記の溶媒
除去の工程は必要ない。ついで、樹脂を、樹脂および硬化剤や硬化触媒の種類に応じて、
通常７０～２５０℃、たとえばフェノール樹脂を硬化剤として用いるエポキシ樹脂の場合
、１５０～２００℃で２～３０分加熱して硬化させて、基板表面の必要な部分に、導電回
路を形成させることができる。
【００３７】
　このようにして、本発明の導電性接着剤を用いて、半導体素子、チップ部品およびディ
スクリート部品の１種または２種以上を接合させた回路を、基板表面に形成させることが
できる。
【００３８】
　本発明の導電接着剤を錫メッキ、はんだメッキ、パラジウムメッキ、銀パラジウム端子
電極のチップ部品、錫メッキ、はんだメッキ、パラジウムメッキを施した半導体素子と、
銅張り基板、銅の上にニッケル、金のメッキをほどこした基板、銀、銅、銀パラジウムペ
ーストをセラミック基板上に印刷、焼成したセラミック基板を本発明の導電接着剤を加熱
、接合させる。このとき５から１００ｎｍの導電粒子と球状または鱗片状の導電粉末が融
着し結合する。この際銀は錫と融着し銀錫合金を生成する。融着温度を下げるため、ビス
マス、インジウム、これ尾ら金属を含有した合金粉末も併用する事もできる。接合した接
着剤は銀錫合金を含有し、マイグレーションを起こさない。
【実施例】
【００３９】
　以下、参考例、実施例および比較例によって、本発明をさらに詳細に説明する。本発明
は、これらの実施例によって限定されるものではない。なお、これらの例において、部は
重量部を示す。
【００４０】
参考例１　－　銀－錫合金粉の作製
　表１に示すモル比になるように、銀粉と錫粉を混合して得た混合粉を、ノズルを設けた
溶融装置内で溶融し、ノズルから合金の融点よりも低い温度のアルゴン雰囲気中に噴出す
ることにより、微粉末を得た。これを分級して、表１に示す平均粒径を有する球状の銀－
錫合金粉を作製した。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
　上記の銀－錫合金粉以外に、下記の金属粉を用いた。
　銀粉、フレーク状、平均粒径１０μm；
　ビスマス粉、球状、平均粒径１５μm；
　銀－ビスマス粉、Ａｇ：Ｂｉのモル比５：１の合金粉、球状、平均粒径１５μm；
　銀－インジウム粉、Ａｇ：Ｉｎのモル比５：１の合金粉、球状、平均粒径２０μm；
　錫粉、球状、平均粒径１５μm
【００４３】
参考例ｉ～viii、比較例１
　三本ロールを用いて、表２に示す導電粒子、平均分子量９００のビスフェノールＡ型エ
ポキシ樹脂およびレゾール型アルキルフェノール樹脂を配合し、均一になるまで混合した
後、２－エチル－４－メチルイミダゾールを加えて混合した。混合物をニーダーに移し、
混合しながらジエチレングリコールモノブチルエーテルを、２５℃における系の見掛粘度
が１５０Pa・sになるように加え、混合を続けることにより、導電性接着剤を調製した。
いずれも、導電粒子の合計配合量が８５部、樹脂の配合量が１５部である。ただし、導電
粒子として、比較例１の接着剤は、銀粉のみを用いたものである。
【００４４】
(1) 回路試料の作製
　上記のようにして得られた導電性接着剤を、厚さ７５μmのメタルマスクを用いて、銅
張ガラスエポキシ回路基板の銅面に孔版印刷した。これに錫メッキされた２０１２サイズ
のチップ抵抗器を圧着し、１５０℃で３０分加熱して、該接着剤を硬化させることにより
、回路基板にチップ抵抗器を接続させて、回路試料を作製した。
【００４５】
(2) 接続抵抗の測定
　回路試料の接続抵抗を測定した。
【００４６】
(3) 接着強度の測定
　回路試料の接着部を横からプッシュプルゲージ（丸菱科学機械製作所製、ＰＧＤ II型
）で突いて、数値を読みとることにより剥離に要する力を測定して、接着強度（初期値）
とした。
【００４７】
　同様の回路試料を、下記：
　　１５０℃に３０分放置
　　８５℃、８５％RHに３０分放置
　　－４０℃に３０分放置
を１サイクルとするヒートサイクル試験に１，０００サイクルかけた後、同様に接着強度
を測定した。
【００４８】
(4) マイグレーション試験
　前記のようにして調製した接着性組成物を、セラミックス基板上にスクリーン印刷し、
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１５０℃で３０分加熱して硬化させて、線間２mmの対向電極を作成した。電極間に電圧１
０Ｖを印加して、イオン交換水を１滴、電極間に滴下し、電流が１００mA流れた時間をマ
イグレーション時間とした。
【００４９】
　以上の結果を、まとめて表２に示す。
【００５０】
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【表２】

【００５１】
　表２から明らかなように、比較例１の導電性接着剤から得られた試料は、マイグレーシ
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【００５２】
参考例２　銀－錫合金粉の作製
　表３に示すモル比になるように、銀粉と錫粉を混合して得た混合粉を、ノズルを設けた
溶融装置内で溶融し、ノズルから合金の融点よりも低い温度のアルゴン雰囲気中に噴出す
ることにより、微粉末を得た。これを分級して、表３に示す平均粒径を有する球状の銀－
錫合金粉を作製した。
【００５３】
参考例３～６　超微粒子銀粉、錫粉、ビスマス粉、銅粉、銀錫合金粉
　アルゴン雰囲気下でプラズマ放電する中を金属粉末が通過する際、蒸発し、補修タンク
で超微粒子の粉末とさせた。合金粉はあらかじめ溶融噴霧し５０μｍ近辺の粉末を準備し
た。この粉末をアルゴン雰囲気下でプラズマ気化させた。
【００５４】
　上記の銀－錫合金粉以外に、下記の金属粉を用いた。
【００５５】
　球状銀粉、フレーク状銀粉、球状錫粉で粒径は表３に記載した。
【００５６】
　実施例９～１４、参考例ｘｖ、実施例１６～１９、比較例２～５
　三本ロールを用いて、表３に示す導電粒子、平均分子量９００のビスフェノールＡ型エ
ポキシ樹脂（平均分子量：３８０）およびレゾール型アルキルフェノール樹脂（平均分子
量：３４００）をエポキシ樹脂：フェノール樹脂＝１０：５（重量比）の割合で配合し、
均一になるまで混合した後、２－エチル－４－メチルイミダゾールを加えて混合した。混
合物をニーダーに移し、混合しながらジエチレングリコールモノブチルエーテルを、２５
℃における系の見掛粘度が１５０Pa・sになるように加え、混合を続けることにより、導
電性接着剤を調製した。いずれも、導電粒子の合計配合量が８５重量部、樹脂の配合量が
１５重量部である。ただし、導電粒子として、比較例２の接着剤は、銀粉のみを用いたも
のであり、比較例３の接着剤は、銀粉の一部を１０ｎｍの微粉に置き換えたものである。
接続抵抗は低下するがマイグレーションは悪い。比較例４は銀錫合金粉末を使った例だが
、粒子径が大きく、金属融着がないので接続抵抗が高い。また、比較例５は従来の鉛錫共
晶はんだを用いたものである。
【００５７】
(1) 回路試料の作製
　上記のようにして得られた導電性接着剤を、参考例ｉ～viiiと同様にして、回路試料を
作製した。
【００５８】
(2) 接続抵抗の測定
　回路試料の接続抵抗を測定した。
【００５９】
(3) 接着強度の測定
　参考例ｉ～viiiと同様にして、接着強度を測定した。
【００６０】
(4) マイグレーション試験
　参考例ｉ～viiiと同様にして、マイグレーション時間を測定した。
【００６１】
　以上の結果を、まとめて表３に示す。
【００６２】



(12) JP 4401294 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

【表３】

【００６３】
　表３から明らかなように、比較例２および比較例３の導電性接着剤から得られた試料は
、マイグレーションが著しく、またヒートサイクル試験後の接着強度が著しく低下してい
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た。それに対して、本発明の導電性接着剤から得られた試料は、優れた接続抵抗と接着強
度を示すばかりでなく、マイグレーションが少なく、かつヒートサイクル試験後も、接着
強度の低下がほとんどなかった。
【００６４】
　加熱硬化後の接着剤層を観察すると参考例ｘｖ以外において銀３錫の結晶を観察するこ
とができた。この安定な結晶が生成することでマイグレーションが防止できると考えられ
る。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明の導電性接着剤は、基材に印刷または塗布して硬化させることにより、マイグレ
ーションを起こさず、高い導電性を有し、ハンダの代わりに使用でき、あるいは溶融状態
の高融点ハンダと接触するなど、高温にさらしても比抵抗の変化が少なく、特に高温にお
いて湿分の存在に起因する腐食により比抵抗が上昇することがない導電層を形成すること
ができる。
【００６６】
　このような利点を生かして、本発明の導電性接着剤は、半導体や電子部品の接合や実装
にきわめて有用であり、これを用いてマイクロ電子回路の形成を有利に行うことができる
。
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