
JP 5403717 B2 2014.1.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属粒子５０～９０重量部と、
　バインダー樹脂２～２０重量部と、
　沸点が２５０℃以上であり、かつ、テトラグリム（ｔｅｔｒａｇｌｙｍｅ）及びペンタ
グリム（ｐｅｎｔａｇｌｙｍｅ）からなる群から選択された少なくとも１種の溶媒とＢＣ
Ａ（ｂｕｔｙｌ　ｃａｒｂｉｔｏｌ　ａｃｅｔａｔｅ）溶媒とを混合した、溶媒２～５０
重量部と、
　ガラスフリット（ｇｌａｓｓ　ｆｒｉｔ）０．１～１０重量部と、を含む、
　印刷ペースト組成物。
【請求項２】
　前記テトラグリム及びペンタグリムからなる群から選択された少なくとも１種の溶媒と
ＢＣＡ溶媒とは、（テトラグリム及びペンタグリムからなる群から選択された少なくとも
１種の溶媒）／（ＢＣＡ溶媒）が０．０１～１００の範囲の重量比で混合される、請求項
１に記載の印刷ペースト組成物。
【請求項３】
　前記金属粒子は、銀、銅、ニッケル、金及びアルミニウムからなる群から選択された少
なくとも１種の金属粒子である、請求項１又は請求項２に記載の印刷ペースト組成物。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の印刷ペースト組成物で形成された電極。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、２００９年４月８日に出願された大韓民国特許出願第２００９－３０４
２１号の出願日の利益を主張し、その内容は本明細書に含まれる。
【０００２】
　本発明は、印刷ペースト組成物、及びそれにより形成された電極に関し、さらに詳細に
は、優れた印刷性を有する印刷パターンが得られるよう、遅乾性 (空気乾燥性)及び膨潤
性(具体的には、溶媒によるブランケットの膨潤性)が最適に調節された印刷ペースト用溶
媒を含む印刷ペースト組成物、及びそれにより形成された電極に関する。
【背景技術】
【０００３】
　オフセット印刷とは、基材に直接印刷せず、印刷版の印刷ペーストを一度ゴムブランケ
ットに転写した後、これをさらに基材に印刷させる印刷方式である。オフセット印刷は印
刷基板を平らな盤上に設置する平台式と、円筒状の胴体に設置する輪転式に分けられるが
、一般的に用いられるのは輪転式である。また、この輪転式には、シートに印刷する枚葉
型と、巻取り紙を用いる巻取型とがある。輪転式の印刷ユニット部は、一般的にクリシェ
（ｃｌｉｃｈｅ，版胴）、ゴム胴、圧胴、及び版面にインキを供給するインキング装置と
水を供給する湿し水装置からなる。オフセット印刷は画線が鮮明であることから、直接印
刷しにくい基材にも印刷が可能で、印刷方法が簡単かつ安価なため、多様な分野に用いら
れる。例えば、プラズマディスプレイパネルの電極パターン形成、蛍光体パターン形成、
液晶ディスプレイ用カラーフィルターのカラーパターン形成等に用いられる。
【０００４】
　オフセット印刷法は、シリコンゴムで製造された印刷用ブランケットによってクリシェ
からペーストをオフ（ｏｆｆ）した後、これを基材に固定（ｓｅｔ）して数十ミクロンの
微細パターンを形成することができる。一方、ドクターブレードによってクリシェにペー
ストが数十ミクロン（μｍ）の厚さに塗布された後、オフセット印刷インキであるペース
ト中の溶媒は空気中で乾燥したり、クリシェからシリコンブランケットにペーストが転写
された後に溶媒がシリコン樹脂内に吸収される。したがって、ペーストにおける溶媒の空
気乾燥性が速すぎると、連続印刷時においてクリシェからシリコンゴムへのペーストの転
写性が低下するようになる。また、溶媒のシリコンゴム膨潤性（ｓｗｅｌｌｉｎｇ　ｐｒ
ｏｐｅｒｔｙ）が高いと、シリコンブランケットでペーストが乾燥するため、基材への固
定（ｓｅｔ）性が低下し、印刷性が悪くなる。
【０００５】
　このように、オフセット印刷ペーストを構成する様々な成分のうち、溶媒の空気乾燥性
（遅乾性）及び膨潤性(具体的には、溶媒によるブランケットの膨潤性) に応じて印刷性
、特に連続印刷における印刷性が左右される。さらに、ＰＤＰ電極印刷パターンのように
印刷面積が増加するにつれて、溶媒の空気乾燥速度及びブランケット膨潤性に関する乾燥
特性と印刷性との相関関係がより重視されるようになる。
【０００６】
　一般的に、溶媒の空気乾燥速度は、溶媒の沸点（ｂｏｉｌｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ，ｂｐ）
と相関関係がある。現在、印刷ペーストを用いたオフセット印刷には、溶媒の空気乾燥性
の観点から沸点が２００℃以上のＢＣＡ（ｂｕｔｙｌ　ｃａｒｂｉｔｏｌ　ａｃｅｔａｔ
ｅ）又はテルピネオール（ｔｅｒｐｉｎｅｏｌ）溶媒が用いられる。一方、ＢＣＡ及びテ
ルピネオール（ｔｅｒｐｉｎｅｏｌ）のブランケット膨潤性は、それぞれ５未満である。
しかし、ＢＣＡ又はテルピネオール溶媒は、大面積の電極を数百回印刷する連続印刷時の
有効面積印刷に限界がある。即ち、溶媒によるブランケット膨潤の重なりによって電極パ
ターンが不良化する。また、溶媒の速い空気乾燥性によってクリシェにペーストが重なり
、印刷パターンの高さが低くなる。このような現象は電極の間隔が狭いほど厳しくなり、
電極パターンの直進性が悪くなり印刷不良をもたらす。
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【０００７】
　このことから、多数の連続印刷時においても、優れた印刷特性を示し、より具体的には
、印刷パターンの優れた直進性、鮮明性、一定の線高及び線幅といった優れた印刷特性を
示す印刷技術が求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記した従来の問題を解消するために提案されたもので、その目的は、最適
な空気乾燥性とブランケット膨潤性を有する印刷ペースト溶媒を含む印刷ペースト組成物
を提供することにある。
【０００９】
　本発明の一具現は、印刷性が優れた印刷ペースト組成物を提供するもので、具体的には
、直進性及び鮮明性に優れるだけでなく、線高の減少がなく、線幅ばらつきが少なく、面
抵抗が一定の印刷パターンを形成する印刷ペースト組成物を提供することにある。
【００１０】
　本発明の他の具現は、上記本発明の一具現による印刷ペースト組成物で形成された、優
れた印刷パターンで得られる電極を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一見地によれば、金属粒子５０～９０重量部、バインダー樹脂２～２０重量部
、沸点が２５０℃以上であり、膨潤性（ＳＰ）が５以下の溶媒２～５０重量部、及びガラ
スフリット（ｇｌａｓｓ　ｆｒｉｔ）０．１～１０重量部を含む印刷ペースト組成物が提
供される。
【００１２】
　本発明の他の見地によれば、本発明の一具現による印刷用ペースト組成物で形成された
電極が提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の一具現による印刷ペースト組成物は、これを用いた多数の繰り返し印刷時にお
いても優れた印刷性を示す。即ち、印刷パターンの直進性及び鮮明性に優れるだけでなく
、線高の減少がなく、線幅ばらつきが少なく、面抵抗が一定の印刷パターンが得られる。
このような優れた印刷パターンは、本発明の一具現による印刷ペースト組成物に用いられ
る溶媒の高い沸点と低い膨潤性によりオフセット印刷時において、クリシェでの溶媒の空
気乾燥、及び溶媒によるブランケットの膨潤が抑制されたことによるものである。本発明
の一具現による印刷ペースト組成物はディスプレイパネルの電極印刷に使用されることが
できる。さらに、本発明の印刷ペースト組成物で形成された電極は優れた印刷パターン性
を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】比較例４の印刷ペースト組成物で形成された印刷パターン（１００回印刷時）の
顕微鏡写真（倍率ｘ５００）である。
【図２ａ】比較例４の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数に
よる線幅の変化を示すグラフである。
【図２ｂ】比較例４の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数に
よる面抵抗の変化を示すグラフである。
【図３】比較例５の印刷ペースト組成物で形成された印刷パターン（１００回印刷時）の
顕微鏡写真（倍率ｘ５００）である。
【図４ａ】比較例５の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数に
よる線幅の変化を示すグラフである。
【図４ｂ】比較例５の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数に
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よる面抵抗の変化を示すグラフである。
【図５】比較例６の印刷ペースト組成物で形成された印刷パターン（１００回印刷時）の
顕微鏡写真（倍率ｘ５００）である。
【図６ａ】比較例６の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数に
よる線幅の変化を示すグラフである。
【図６ｂ】比較例６の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数に
よる面抵抗の変化を示すグラフである。
【図７ａ】比較例７の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数に
よる線幅の変化を示すグラフである。
【図７ｂ】比較例７の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数に
よる面抵抗の変化を示すグラフである。
【図８】比較例８の印刷ペースト組成物で形成された印刷パターン（１００回印刷時）の
顕微鏡写真（倍率ｘ５００）である。
【図９ａ】比較例８の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数に
よる線幅の変化を示すグラフである。
【図９ｂ】比較例８の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数に
よる面抵抗の変化を示すグラフである。
【図１０ａ】比較例９の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数
による線幅の変化を示すグラフである。
【図１０ｂ】比較例９の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回数
による面抵抗の変化を示すグラフである。
【図１１ａ】実施例１０の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回
数による線幅の変化を示すグラフである。
【図１１ｂ】実施例１０の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回
数による面抵抗の変化を示すグラフである。
【図１２】実施例１１の印刷ペースト組成物で形成された印刷パターン（１００回印刷時
）の顕微鏡写真（倍率ｘ５００）である。
【図１３ａ】実施例１１の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回
数による線幅の変化を示すグラフである。
【図１３ｂ】実施例１１の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回
数による面抵抗の変化を示すグラフである。
【図１４】実施例１２の印刷ペースト組成物で形成された印刷パターン（１００回印刷時
）の顕微鏡写真（倍率ｘ５００）である。
【図１５ａ】実施例１２の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回
数による線幅の変化を示すグラフである。
【図１５ｂ】実施例１２の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回
数による面抵抗の変化を示すグラフである。
【図１６ａ】実施例１３の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回
数による線幅の変化を示すグラフである。
【図１６ｂ】実施例１３の印刷ペースト組成物を用いて形成された印刷パターンの印刷回
数による面抵抗の変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　印刷ペースト組成物で印刷される印刷パターンの印刷性は印刷ペースト組成物を構成す
る溶媒の物性によって変わる。具体的には、溶媒の空気乾燥性（遅乾性）及び膨潤性によ
って印刷性、特に、連続印刷における印刷性が左右される。
【００１６】
　そこで、本発明は、従来のオフセット印刷用ペースト溶媒がクリシェで早期に空気乾燥
したり、及び／又は溶媒によりシリコンブランケットが膨潤して印刷品質が低下すること
を防止するために提案されたもので、本発明によると、クリシェでの溶媒の空気乾燥性（
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遅乾性）及び溶媒によるブランケットの膨潤性が防止され、優れた印刷性を示す印刷用ペ
ーストの溶媒を含む印刷ペースト組成物が提供される。
【００１７】
　本発明の一具現によれば、沸点が２５０℃以上で、膨潤性（Ｓｗｅｌｌｉｎｇ　Ｐｒｏ
ｐｅｒｔｙ，ＳＰ）が５以下の溶媒を含む印刷ペースト組成物が提供される。上記印刷ペ
ースト組成物は沸点が２５０℃以上で、膨潤性（Ｓｗｅｌｌｉｎｇ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ，
ＳＰ）が５以下の溶媒を含む限り、従来の一般的に周知のいかなる組成の印刷ペースト組
成物も含むものと理解される。印刷ペースト組成物は一般的に、金属粒子、バインダー樹
脂、ガラスフリット及び溶媒を含む。本発明の一具現によって提供される印刷ペースト組
成物は金属粒子５０～９０重量部、バインダー樹脂２～２０重量部、溶媒２～５０重量部
、及びガラスフリット０．１～１０重量部を含む。
【００１８】
　本発明の一具現によって提供される印刷ペースト組成物は電極印刷に使用されることが
できる。
【００１９】
　印刷ペースト組成物を用いた電極印刷時には、電極に導電性が付与されるように印刷ペ
ースト組成物に金属粒子が配合される。金属粒子としては、従来の印刷ペーストに配合さ
れるものと周知のいかなる金属粒子も配合されることができ、これに限定するものではな
いが、例えば、銀、銅、ニッケル、金、アルミニウムからなる群から選択された少なくと
も１種の金属粒子が使用されることができる。
【００２０】
　金属粒子の含量が５０重量部未満の場合は、電極印刷時に導電膜が緻密でなく、線高が
低く導電性が悪くなり、９０重量部を超える場合には、均一なペースト組成物を形成する
ことが困難であったり、及び／又は粘度が高くなり転写性が低下する。一般的に、印刷ペ
ースト組成物において金属粒子は金属粒子の凝集性及びこれによるペースト内の分散性を
考慮した上で、粒子サイズが２００ｎｍ～３０μｍの範囲、好ましくは１００ｎｍ～５μ
ｍの範囲にあるものが使用されることができる。
【００２１】
　バインダー樹脂は、印刷ペースト組成物を用いたパターンの形成時にパターンの形態を
維持する役割を果たすものであって、印刷ペースト組成物に使用されるものとしてはこの
技術分野で周知のいかなるバインダー樹脂も使用されることができる。バインダー樹脂の
例としては、これに限定するものではないが、セルロース樹脂、ウレタン樹脂、アクリル
樹脂、ビニル樹脂、エステル樹脂、エポキシ樹脂、ノボラック樹脂、ポリイミド樹脂など
が挙げられる。
【００２２】
　印刷ペースト組成物においてバインダー樹脂の含量が２重量部未満であると、バインダ
ーとしての強度の維持及び油変性の調節が困難になり、２０重量部を超えると、印刷ペー
スト組成物を用いて電極として形成した場合に電極の導電性が不十分になる。
【００２３】
　溶媒としては、沸点が２５０℃以上で、膨潤性（Ｓｗｅｌｌｉｎｇ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ
，ＳＰ）が５以下、具体的には、膨潤性が０～５の範囲の溶媒が使用される。溶媒の遅乾
性(空気乾燥性)及び膨潤性(具体的には、溶媒によるブランケットの膨潤性)は溶媒の沸点
及び溶媒の膨潤性に関するものであって、溶媒の沸点が２５０℃以上で、膨潤性（Ｓｗｅ
ｌｌｉｎｇ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ，ＳＰ）が５以下の溶媒を使用することによって、優れた
印刷特性が得られるように溶媒の空気乾燥性及び膨潤性の減少の程度が最適に調節される
。具体的には、沸点が２５０℃未満の場合には、クリシェでペースト中の溶媒が早期に乾
燥するため、連続印刷時にクリシェからシリコンゴムへのペーストの転写性が低下するよ
うになる。溶媒の沸点に対する上限温度を特に限定するものではないが、溶媒の沸点は３
２０℃以下であることができる。これは、溶媒の沸点が概ね３２０℃以下であることによ
る。膨潤性が５を超える場合には、シリコンブランケットが溶媒により膨潤しすぎて、シ
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リコンブランケットでペーストが乾燥し、基材への固定（ｓｅｔ）性が低下し、印刷品質
が低下する。さらに、過度な膨潤によって連続印刷性が低下する。本明細書において、「
膨潤性」とは、ピッチ間隔が３００μｍの格子模様を有するシリコンブランケットを溶媒
に浸漬して膨潤したシリコンブランケットの伸びた長さの比で測定した値である。例えば
、横、縦方向にピッチ間隔が３００μｍの格子模様が形成されたシリコンブランケットを
溶媒に浸漬し、２４時間放置して横、縦方向のピッチ間隔が３３０μｍになった場合（即
ち、元の長さ３００μｍが膨潤して３３０μｍになった場合）を膨潤性（ｓｗｅｌｌｉｎ
ｇ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ，ＳＰ）１０と定義する。膨潤性０は、例えば、横、縦方向にピッ
チ間隔が３００μｍの格子模様が形成されたシリコンブランケットを溶媒に２４時間浸漬
放置しても、横、縦方向のピッチ間隔が３００μｍの場合（即ち、長さ変化のない場合）
である。
【００２４】
　一般的に、印刷用ペースト溶媒として使用されるＢＣＡは、沸点が２４５℃であり、膨
潤度は３．４である。一方、ＢＣＡが含まれるエチレンオキシド単位構造を含む溶媒の例
としては、ジグリム（ｄｉｇｌｙｍｅ）、トリグリム（ｔｒｉｇｌｙｍｅ）、テトラグリ
ム（ｔｅｔｒａｇｌｙｍｅ）などが挙げられる。ジグリムの沸点は１６．２℃、膨潤度（
ｓｗｅｌｌｉｎｇ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ，ＳＰ）は７．３、トリグリムの沸点は２１６℃、
膨潤度は２．７であり、テトラグリムの沸点は２７６℃、膨潤度は１．４である。一方、
プロピレンオキシド単位構造を含むジ（プロピレングリコール）ジメチルエーテルの沸点
は１７５℃であり、膨潤度は２１．９である。そのため、類似の構造であっても、エチレ
ンオキシド単位構造が増加するほど、溶媒の沸点が増加し、膨潤度は減少するのに対し、
プロピレンオキシド単位構造は、沸点と膨潤度とをいずれも増加させる傾向にあることが
分かる。
【００２５】
　また、印刷用ペースト溶媒としては、印刷ペーストを構成する一成分である樹脂バイン
ダーとの相溶性に優れ、ペースト組成物が相分離されない溶媒が使用されなければならな
い。
【００２６】
　よって、空気乾燥性、ブランケット膨潤性及び樹脂バインダーとの相溶性を考慮すると
、沸点が２５０℃以上、好ましくは２５０℃～３２０℃であり、膨潤性（Ｓｗｅｌｌｉｎ
ｇ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ，ＳＰ）が５以下、具体的には、０～５の溶媒が使用される。より
具体的に、溶媒としては、テトラグリム（ｔｅｔｒａｇｌｙｍｅ）、ペンタグリム（ｐｅ
ｎｔａｇｌｙｍｅ）、又は、これらの混合物が使用されることができる。また、沸点が２
５０℃以上で、膨潤性（Ｓｗｅｌｌｉｎｇ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ，ＳＰ）が５以下の溶媒、
具体的には、テトラグリム（ｔｅｔｒａｇｌｙｍｅ）、ペンタグリム（ｐｅｎｔａｇｌｙ
ｍｅ）、又は、これらの混合物はＢＣＡ溶媒とともに使用されることができる。即ち、沸
点が２５０℃以上で、膨潤性（Ｓｗｅｌｌｉｎｇ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ，ＳＰ）が５以下の
溶媒、具体的には、テトラグリム（ｔｅｔｒａｇｌｙｍｅ）、ペンタグリム（ｐｅｎｔａ
ｇｌｙｍｅ）、又は、これらの混合物はＢＣＡ溶媒との混合溶媒として使用されることが
できる。テトラグリム及び／又はペンタグリムとＢＣＡがともに使用される場合には、こ
れらの混合重量比が特に限定されるものではなく、いかなる重量比でも混合して使用でき
るが、印刷ペースト組成物の優れた固定（ｓｅｔ）性及びオフ（ｏｆｆ）性と、これらの
バランス及び連続印刷性の観点から、テトラグリム及び／又はペンタグリムはＢＣＡと（
テトラグリム及び／又はペンタグリム）／（ＢＣＡ）の重量比が０．０１～１００の範囲
、より好ましくは０．５～１００の範囲になるように混合して用いることが好ましい。
【００２７】
　また、テトラグリムとペンタグリムをともに使用する場合には、テトラグリムとペンタ
グリムの混合重量比が特に限定されず、いかなる重量比でも混合して使用できるが、印刷
ペースト組成物の固定性（ｓｅｔ）及びオフ性（ｏｆｆ）のバランスの観点から、（テト
ラグリム）／（ペンタグリム）の混合重量比が０．１～１０の範囲であることが好ましい
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。より具体的には、テトラグリムのＳＰは１．４であり、ペンタグリムのＳＰは０．４で
あるため、ペンタグリムの含量が増加するほど固定（ｓｅｔ）性が改善され、テトラグリ
ムの含量が増加するほどオフ（ｏｆｆ）性が改善される。しかし、固定性とオフ特性が全
て要求されるだけでなく、これら２つの特性のバランスの観点から、（テトラグリム）／
（ペンタグリム）の混合重量比は０．１～１０の範囲であることが好ましい。
【００２８】
　溶媒の含量は、２重量部～５０重量部、より好ましくは２重量部～２０重量部であるこ
とができる。溶媒の含量が２重量部未満の場合には、ペーストの粘度が高すぎてペースト
として製造されないため好ましくなく、５０重量部を超える場合には、ペースト粘度が低
すぎて印刷工程が行われなかったり、印刷後の焼成時において導電性パターンの高さが低
く電導度が悪くなるため好ましくない。テトラグリム及び／又はペンタグリムがＢＣＡと
ともに使用される場合、テトラグリム及び／又はペンタグリムとＢＣＡ混合溶媒の含量が
２重量部～５０重量部、より好ましくは２重量部～２０重量部であることができる。
【００２９】
　ガラスフリット（ｇｌａｓｓ　ｆｒｉｔ）は、印刷ペースト組成物が印刷される基材、
例えば、ガラス基材と印刷されるペーストの付着力を改善するために印刷ペースト組成物
に配合されることができる。ガラスフリットの含量が０．１重量部未満の場合には、基材
とペーストの付着力が不十分であり、１０重量部を超える場合には、印刷ペースト組成物
で形成された電極の導電性が不十分である。
【００３０】
　上記印刷ペースト組成物には、必要に応じて、分散剤、顔料、硬化剤といった印刷ペー
スト組成物に一般的に配合できる添加剤がさらに配合されることができる。
【００３１】
　本発明による溶媒は、高い沸点と低い膨潤性によりオフセット印刷時において、クリシ
ェでの溶媒の空気乾燥及び溶媒によるブランケットの膨潤が抑制される。よって、このよ
うな溶媒を含む印刷ペースト組成物を用いた多数の繰り返し印刷時においても優れた印刷
性を示す。即ち、印刷パターンの直進性及び鮮明性に優れるだけでなく、線高の減少がな
く、線幅ばらつきが少なく、面抵抗が一定の印刷パターンが得られる。本発明の印刷ペー
スト組成物はディスプレイパネル、具体的には、プラズマディスプレイパネルの電極印刷
、タッチスクリーン静電方式用の電極印刷、太陽電池電極印刷、ＴＦＴ電極印刷、印刷バ
ッテリー（Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｂａｔｔｅｒｙ）電極印刷、ＯＬＥＤ用電極印刷等に使用さ
れることができる。
【実施例】
【００３２】
　以下、実施例を挙げて本発明について詳細に説明する。下記の実施例は本発明の例示を
目的とするものであり、本発明を限定するものではない。
【００３３】
　＜比較例１＞
　比較例１－９、実施例１０－１３、比較例１４
　シルバー粒子（Ｄｍａｘ　２μｍ、Ｄ９０　１μｍ）８２重量部、ガラスフリット（ｇ
ｌａｓｓ　ｆｒｉｔ）２重量部、ポリエステル樹脂７重量部、溶媒９重量部（下記の表１
を参照）を混合した後、３－ロールミルを用いて３０分間かけてペーストの構成成分が均
一に分散されるように練り上げて、比較例１～９及び実施例１０～１３のシルバーペース
ト組成物を製造した。比較例１～９及び実施例１０～１３では、溶媒としてそれぞれ下記
の表１の溶媒を使用した。
【００３４】
　上記比較例１～９及び実施例１０～１３で製造されたシルバーペースト組成物及び５０
インチの凹版オフセット印刷装置を用い、ガラス基材上に図１等に示す格子状の電極パタ
ーンを印刷した。パターンは、線幅２０μｍ、ピッチ３００μｍ、線高２μｍ～３μｍと
した。その後、印刷された電極パターンを６５０℃で３分間焼成した。
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【００３５】
　形成された印刷パターンの線幅、線高及び直進性を顕微鏡で確認し、面抵抗（電導度）
は表面抵抗測定器で測定して評価した。
【００３６】
　［直進性の評価］
　パターンの直進性は、印刷パターンの顕微鏡写真において、線幅ばらつきが３μｍ以下
の場合を○、線幅ばらつきが３μｍ以上の場合を△、断線された場合を×と評価した。
【００３７】
　［連続印刷性の評価］
　パターンの連続印刷性は、印刷パターンが直進性を満たし、印刷全面で不良がなく面抵
抗を測定できる場合を○、面抵抗を部分的に測定できる場合を△、印刷全面の面抵抗を測
定できない場合を×と評価した。
【００３８】
　比較例４～９及び実施例１０～１３のシルバーペースト組成物を用いた１００回連続印
刷時に形成された印刷パターンの顕微鏡写真（倍率ｘ５００）と、印刷パターンの印刷　
繰り返し回数による線幅の変化及び面抵抗の変化を図１～図１６に示した。
【００３９】
　本発明による比較例４、５及び７から９、並びに実施例１０から１３の印刷ペースト組
成物で形成された印刷パターンは、図１～４及び図７から１６に示したように、印刷回数
が増加しても溶媒によるブランケットの膨潤がほとんどなく、線幅ばらつきが小さく、一
定の面抵抗を示し、線高の減少もなかった。さらに、印刷パターンは優れた直進度を示し
た。
【００４０】
　これに対し、ＢＣＡ溶媒を含む比較例６の印刷ペースト組成物で形成された印刷パター
ンは、図５、図６ａ及び図６ｂに示したように、印刷回数が増加するにつれて、溶媒によ
るブランケットの膨潤が激しくなり印刷パターンの線幅ばらつきが増大し、線高は減少し
、直進性も低下した。
【００４１】
　このように、５０インチの連続印刷性の試験結果、ＢＣＡを含むシルバーペースト組成
物で形成された印刷パターンは、有効印刷部での膨潤が激しく線幅ばらつきが大きいが、
テトラグリム及び／又はペンタグリムを含む組成物で形成された印刷パターンは、１００
回の連続印刷の間に一定の面抵抗（電導度）を示し、線幅ばらつきが少なため電極のパタ
ーン性が良好であることが分かった。
【００４２】
【表１】

　（１）比較例２：ジグリム－２（ｄｉｇｌｙｍｅ－２）－ジ（プロピレングリコール）
ジメチルエーテル。
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　（２）比較例７：テトラグリムとペンタグリムの１：２重量比の混合溶媒。
　（３）比較例８：テトラグリムとペンタグリムの１：１重量比の混合溶媒。
　（４）比較例９：テトラグリムとペンタグリムの２：１重良否の混合溶媒。
　（５）実施例１０：テトラグリムとＢＣＡの１：１０重量比の混合溶媒。
　（６）実施例１１：テトラグリムとＢＣＡの１：１重量比の混合溶媒。
　（７）実施例１２：ペンタグリムとＢＣＡの１：１重量比の混合溶媒。
　（８）実施例１３：テトラグリムとＢＣＡの１０：１重量比の混合溶媒。
　（９）比較例１４：テトラエチレングリコールモノメチルエーテルはバインダー樹脂と
の相溶性及び溶解度の問題からペーストとして製造されない。
［項目１］
　金属粒子５０～９０重量部、バインダー樹脂２～２０重量部、沸点が２５０℃以上であ
り、膨潤性（ＳＰ）が５以下の溶媒２～５０重量部、及びガラスフリット（ｇｌａｓｓ　
ｆｒｉｔ）０．１～１０重量部を含む印刷ペースト組成物。
［項目２］
　上記溶媒は、テトラグリム（ｔｅｔｒａｇｌｙｍｅ）及びペンタグリム（ｐｅｎｔａｇ
ｌｙｍｅ）からなる群から選択された少なくとも１種である、項目１に記載の印刷ペース
ト組成物。
［項目３］
　上記テトラグリム及びペンタグリムからなる群から選択された少なくとも１種の溶媒と
ＢＣＡ溶媒は、（テトラグリム及びペンタグリムからなる群から選択された少なくとも１
種の溶媒）／（ＢＣＡ）が０．０１～１００の範囲の重量比で混合される、項目２に記載
の印刷ペースト組成物。
［項目４］
　上記溶媒は、ＢＣＡ（ｂｕｔｙｌ　ｃａｒｂｉｔｏｌ　ａｃｅｔａｔｅ）溶媒とともに
使用される、項目１から３のいずれか一項に記載の印刷ペースト組成物。
［項目５］
　上記金属粒子は、銀、銅、ニッケル、金及びアルミニウムからなる群から選択された少
なくとも１種の金属粒子である、項目１から項目４のいずれか一項に記載の印刷ペースト
組成物。
［項目６］
　項目１から項目５のいずれか一項に記載の印刷ペースト組成物で形成された電極。
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