
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　

　
　平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子

中に安定に分散してなる
ペースト組成物
　

　 ２５０℃以下の温度で

形成
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導電性金属ペーストを用いて形成される導体パターンを具える多層配線板であって、
該導電性金属ペーストを用いて形成される導体パターンが、回路パターンとして、配線

板表面部分に形成されており、
前記導体パターンの形成に利用される導電性金属ペーストは、

を、室温付近では容易に蒸散することのな
い非極性溶剤ならびに低極性溶剤からなる群から選択される溶剤

であり、
該平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子は、その金属表面は、当該金属微粒子に

含まれる金属元素に対して配位結合可能な有機化合物で被覆されてなる被覆層を具え、該
有機化合物の被覆層を保持する状態で、前記液体中に安定に分散されており、
　該ペースト組成物中には、加熱時に、前記有機化合物に作用可能な捕捉物質が含まれて
おり、
　前記導体パターンは、

配線板表面部分に塗布された前記導電性金属ペーストに対して、
加熱処理を施し、該金属微粒子の金属表面を被覆している有機化合物を、前記捕捉物質の
作用によって、剥離させ、
　前記有機化合物の被覆層の剥離がなされた金属微粒子相互の金属表面を接触させ、該金
属微粒子相互の焼結を行わせることで される導体パターンである



ことを特徴とする多層配線板。
【請求項２】
　
　

　
　平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子

中に安定に分散してなる
ペースト組成物
　

　

　
　

２５０℃以下の温度

　
導通部

ことを特徴とする多層配線板。
【請求項３】
　前記金属微粒子は
　金，銀，銅，白金，パラジウム，ロジウム，オスミウム，ルテニウム，イリジウム，鉄
，錫，亜鉛，コバルト，ニッケル，クロム，チタン，タンタル，タングステン，インジウ
ム，ケイ素の中の少なくとも 種類の金属の微粒子、または 種類以上の金属からなる合
金の微粒子である、
ことを特徴とする、請求項１または２ の多層配線板。
【請求項４】
　

　

　
　平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子

中に安定に分散してなる
ペースト組成物
　

　

　
　 配線板表面部分に 回路パターンを描画

　
２５０℃以下の温度で加熱

　 金
属微粒子 焼結
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導電性金属ペーストを用いて形成される導通部を具える多層配線板であって、
該導電性金属ペーストを用いて形成される導通部は、配線板表裏面間を結ぶ方向の導通

用孔部に形成されており、
前記導通部の形成に利用される導電性金属ペーストは、

を、室温付近では容易に蒸散することのな
い非極性溶剤ならびに低極性溶剤からなる群から選択される溶剤

であり、
該平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子は、その金属表面は、当該金属微粒子に

含まれる金属元素に対して配位結合可能な有機化合物で被覆されてなる被覆層を具え、該
有機化合物の被覆層を保持する状態で、前記液体中に安定に分散されており、

該ペースト組成物中には、加熱時に、前記有機化合物に作用可能な捕捉物質が含まれて
おり、

前記導通部は、
配線板表裏面間を結ぶ方向の導通用孔部に塗布された前記導電性金属ペーストに対して

、 で加熱処理を施し、該金属微粒子の金属表面を被覆している有機化
合物を、前記捕捉物質の作用によって、剥離させ、

前記有機化合物の被覆層の剥離がなされた金属微粒子相互の金属表面を接触させ、該金
属微粒子相互の焼結を行わせることで形成される である

、

一 二

に記載

導電性金属ペーストを用いて形成される導体パターンを具える多層配線板を作製する方
法であって、

該導電性金属ペーストを用いて形成される導体パターンが、回路パターンとして、配線
板表面部分に形成されており、

前記導体パターンの形成に利用される導電性金属ペーストは、
を、室温付近では容易に蒸散することのな

い非極性溶剤ならびに低極性溶剤からなる群から選択される溶剤
であり、

該平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子は、その金属表面は、当該金属微粒子に
含まれる金属元素に対して配位結合可能な有機化合物で被覆されてなる被覆層を具え、該
有機化合物の被覆層を保持する状態で、前記液体中に安定に分散されており、

該ペースト組成物中には、加熱時に、前記有機化合物に作用可能な捕捉物質が含まれて
おり、

該多層配線板を作製する工程は、
該 、前記導電性金属ペーストを用いて、該 する工

程と、
前記描画工程において、配線板表面部分に塗布された前記導電性金属ペーストに対して

、 処理を施し、該金属微粒子の金属表面を被覆している有機化
合物を、前記捕捉物質の作用によって、剥離させ、

前記有機化合物の被覆層の剥離がなされた金属微粒子相互の金属表面を接触させ、該
相互の を行わせることで、前記導体パターンを形成する工程とを有する



ことを特徴とする多層配線板の 方法。
【請求項５】
　

　

　
　

　

　

　
　 配線板表裏面間を結ぶ方向の導通用孔部に 充填し、

　
２５０℃以下の温度で加熱

　 金
属微粒子 焼結
ことを特徴とする、多層配線板の 方法。
【請求項６】
　前記金属微粒子は
　金，銀，銅，白金，パラジウム，ロジウム，オスミウム，ルテニウム，イリジウム，鉄
，錫，亜鉛，コバルト，ニッケル，クロム，チタン，タンタル，タングステン，インジウ
ム，ケイ素の中の少なくとも 種類の金属の微粒子、または 種類以上の金属からなる合
金の微粒子である、
ことを特徴とする請求項４または５ 多層配線板の作製方法。
【請求項７】
　前記捕捉物質は、酸無水物である
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の多層配線板。
【請求項８】
　前記ペースト組成物中には、有機バインダーが含まれている
ことを特徴とする、請求項１～３、７のいずれか一項に記載の多層配線板。
【請求項９】
　前記ペースト組成物中には、有機バインダーとして、熱硬化性フェノール樹脂が含まれ
ている
ことを特徴とする、請求項８に記載の多層配線板。
【請求項１０】
　前記捕捉物質は、酸無水物である
ことを特徴とする、請求項４～６のいずれか一項に記載の多層配線板の作製方法。
【請求項１１】
　前記ペースト組成物中には、有機バインダーが含まれている
ことを特徴とする、請求項４～６、１０のいずれか一項に記載の多層配線板の作製方法。
【請求項１２】
　前記ペースト組成物中には、有機バインダーとして、熱硬化性フェノール樹脂が含まれ
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作製

導電性金属ペーストを用いて形成される導通部を具える多層配線板を作製する方法であ
って、

該導電性金属ペーストを用いて形成される導通部は、配線板表裏面間を結ぶ方向の導通
用孔部に形成されており、

前記導通部の形成に利用される導電性金属ペーストは、
平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子を、室温付近では容易に蒸散することのな

い非極性溶剤ならびに低極性溶剤からなる群から選択される溶剤中に安定に分散してなる
ペースト組成物であり、

該平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子は、その金属表面は、当該金属微粒子に
含まれる金属元素に対して配位結合可能な有機化合物で被覆されてなる被覆層を具え、該
有機化合物の被覆層を保持する状態で、前記液体中に安定に分散されており、

該ペースト組成物中には、加熱時に、前記有機化合物に作用可能な捕捉物質が含まれて
おり、

該多層配線板を作製する工程は、
該 、前記導電性金属ペーストを 少な

くとも、該導通用孔部の内周表面と接する導電性金属ペーストの充填層を形成する工程と
、

前記充填層形成工程で、配線板表裏面間を結ぶ方向の導通用孔部に充填された前記導電
性金属ペーストに対して、 処理を施し、該金属微粒子の金属表
面を被覆している有機化合物を、前記捕捉物質の作用によって、剥離させ、

前記有機化合物の被覆層の剥離がなされた金属微粒子相互の金属表面を接触させ、該
相互の を行わせること、前記導通部を形成される工程とを有する

作製

、

一 二

に記載の



ている
ことを特徴とする、請求項１１に記載の多層配線板の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばアミン , アルコール , チオールなどの存在下、有機溶媒中に安定に分散
した金属微粒子からなる導電性ペーストを用いて、ビルドアップ配線板，プラスチック配
線板，プリント配線板，セラミック配線板などの多層配線板に微細な回路パターンや、配
線板表裏面間を結ぶ方向の微細な導通用孔部を形成することを対象にしている。
【０００２】
すなわち、例えば液体のように扱えるスクリーン方式の微小印刷や微小構造面への利用、
さらには３次元実装領域などへ応用できる。
【０００３】
ここで回路パターンには配線パターンも含まれる。なお、以下の説明では、配線板表裏面
間を結ぶ方向の任意の導通用孔部を示す意で「ビアホール」の用語を必要に応じて用いる
。
【０００４】
近年、携帯電話やパソコンなどの各種電子機器の小型化，軽量化，高性能化，高速化，多
機能化が進み、多層配線板の回路パターン，導通用孔部のより一層の微細化が要求されて
おり、本発明はこのような要請に応えるものである。
【０００５】
【従来の技術】
従来、配線板に回路パターンを形成する方法としては、
・銅張積層板に所望の導体パターンのみを残してその他の部分をエッチング処理により取
り除くサブトラクティブ法
・銅なし積層板にネガパターンのメッキレジストを生成し、無電解メッキで導体パターン
を形成していくアディティブ法
などが用いられている。
【０００６】
これらの回路パターン形成手法は、いずれも操作が煩雑な上、大量の処理廃液が生じるこ
とから先ずコスト面や環境面からの改良が求められていた。
【０００７】
これを解決すべく、導電性銀ペーストを用いて銅なし積層板に導体パターンを燒結形成す
ることなどが行なわれている。
【０００８】
この導体パターンの燒結形成処理における、
・ペーストの平均粒子径は 0.1 ～２０μｍ
・導体パターンの配線幅は５０μｍ以上
・ペーストを焼き付ける温度は５００℃以上
である。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
燒結形成する導体パターンをどこまで微細化できるかは導電ペーストに配合した金属粒子
の大きさに依存している。そのため、従来の粒子径程度の金属粒子を用いた導体パターン
の燒結形成法では、ライン／スペースが５０μｍ／５０μｍが限界であった。
【００１０】
また、金属微粒子（ナノ粒子：例えば１００ｎｍ以下の平均粒子径）自体は、その表面活
性が高いために室温で粒子同士が溶け合い、数十個～数百個単位の凝集体を形成する性状
を持つ。そのため、導電ペーストに配合する金属を微粒子化するだけでは導体パターンの
微細な印刷には適さない。
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【００１１】
また、この凝集性状のため、微細なビアホール内部には導電ペーストで燒結導電部を形成
することができなかった。従来、燒結導電部を形成できるビアホールの最小直径は約１０
０μｍである。
【００１２】
そこで、本発明では、金属微粒子表面をそれに含まれる金属元素と配位可能な有機化合物
で被覆して液体中に安定に分散したペースト組成物を用いることにより、多層配線板の回
路パターンや、配線板表裏面間を結ぶ方向の導通用孔部の一層の微細化を図ることを目的
とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明はこの課題を次のようにして解決する。
（１）平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子が、その表面を、当該金属微粒子に含
まれる金属元素と配位可能な有機化合物で被覆されて、液体中に安定に分散したペースト
組成物を、２５０℃以下の温度で燒結することにより得られる回路パターンを、配線板表
面部分に形成する。
（２）平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子が、その表面を、当該金属微粒子に含
まれる金属元素と配位可能な有機化合物で被覆されて、液体中に安定に分散したペースト
組成物を、２５０℃以下の温度で燒結することにより得られる導電部を、配線板表裏面間
を結ぶ方向の導通用孔部に形成する。
（３）平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子が、その表面を、当該金属微粒子に含
まれる金属元素と配位可能な有機化合物で被覆されて、液体中に安定に分散したペースト
組成物で、配線板表面部分に回路パターンを描画し、
配線板を２５０℃以下の温度で加熱することにより前記被覆層を除去して、この描画回路
パターンの前記金属微粒子同士を燒結させる。
（４）平均粒径が１～１００ｎｍである金属微粒子が、その表面を、当該金属微粒子に含
まれる金属元素と配位可能な有機化合物で被覆されて、液体中に安定に分散したペースト
組成物を、配線板表裏面間を結ぶ方向の導通用孔部に充填し、
２５０℃以下の温度で加熱して前記被覆層を除去して、この導通用孔部の前記金属微粒子
同士を燒結させる。
（６）上記（１）乃至（４）の金属微粒子として、金，銀，銅，白金，パラジウム，ロジ
ウム，オスミウム，ルテニウム，イリジウム，鉄，錫，亜鉛，コバルト，ニッケル，クロ
ム，チタン，タンタル，タングステン，インジウム，ケイ素の中の少なくとも１種類の金
属の微粒子、または２種類以上の金属からなる合金の微粒子を用いる。
【００１４】
本発明は、このように、金，銀，銅などの上記金属またはこれらの合金の微粒子（ナノ粒
子）が有機溶媒中に安定に分散したペースト組成物、すなわち従来の微粒子のような上記
凝集体が生じることのないペースト組成物を燒結させたかたちの、微細な回路パターンや
、微細な上記導通用孔部内の導電部分を形成している。なお、当該微粒子は常温で安定し
ている。
【００１５】
この金属微粒子からなるペーストを配線板上に描画し、また上記導通用孔部に充填するす
るには、インクジェットやスクリーン印刷，ディスペンサー，含浸，スピンコートなどの
各種手法を用いればよい。
【００１６】
この金属微粒子が上述のように有機溶媒中などで安定な形で分散して存在するのは、その
表面を当該金属元素と配位結合が可能な化合物（例えばアミン , アルコール , フェノール
, チオールなどの分散剤）で被覆しているからである。
【００１７】
この配位結合可能な化合物はその後の加熱時の化学反応で除去される。これにより、加熱
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前の金属微粒子の上記安定性と、加熱されて溶融した後の金属微粒子の密な燒結状態を確
保している。
【００１８】
この金属微粒子からなるペーストは、平均粒子径が例えば 0.1 ～１０ｎｍ程度であり、従
来の銀ペーストに比べて平面や厚み方向の粒子が多い。そのため、これで微細パターンや
超薄膜（例えば平均粒子径が７ｎｍで厚さ４μｍの膜）を形成した場合も、その十分な導
電性能を達成できる。なお、安定導通のためには粒子径の４倍以上の膜厚が必要である。
ちなみに従来の薄膜は例えば平均粒子径が３μｍで厚さ２０μｍの膜である。
【００１９】
また、当該ペーストは粘度が低いので液体のように流動し、加熱処理によって初めて燒結
が進行する。この低粘性のため、当該ペーストは微細な上記導通用孔部（ビアホール）に
も充填可能である。
【００２０】
この微細回路パターンのライン／スペースは例えば２５μｍ／２５μｍであり、また導電
部分が形成可能な上記導通用孔部の直径は約５０μｍ～１ｍｍである。ペーストの焼結温
度も従来のものに比べて低く例えば２５０℃以下である。
【００２１】
さらには、この安定状態の微粒子を従来のμｍオーダの平均粒子径の導電性ペーストと併
用しても効果的である。
【００２２】
例えば、従来の銀ペーストに本発明の銀微粒子を混ぜると、燒結後の大きな銀粒子の間に
銀微粒子が入り込んで全体の接合状態が安定する。
【００２３】
また、銅ペーストを併用すると、銅の薄い酸化被膜による接触抵抗を改質して全体の接触
抵抗を下げることができる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を説明する。
もっぱら説明の便宜上、必要に応じ「平均粒子径が７ｎｍの銀ナノ粒子」を金属微粒子の
一例として用い、それのペーストを「銀ナノペースト」と記すが、本発明は勿論この銀ナ
ノ粒子に限定されるものではない。
【００２５】
図１は、銀ナノ粒子を、トルエン , キシレン , テルピネオール , ミネラルスピリットなど
の、室温付近では容易に蒸散することのない、比較的高沸点な非極性溶剤や低極性溶剤の
中に安定に分散させたペーストが燒結する際の変化の様子を概念的に示す説明図であり、
（ａ）は印刷前のペースト状態，（ｂ）は加熱時に分散剤が除去される状態，（ｃ）は樹
脂収縮および低温燒結の状態をそれぞれ示している。
【００２６】
（ａ）の状態では、銀ナノ粒子１の表面が、銀元素と配位可能な有機物、例えば金属イオ
ンに対して還元作用を持つ２－メチルアミノエタノール，ジエタノールアミン，ジエチル
メチルアミン，２－ジメチルアミノエタノール，メチルジエタノールアミンなどのアミン
化合物や、アルキルアミン類，エチレンジアミン，アルキルアルコール類，エチレングリ
コール，プロピレングリコール，アルキルチオール類，エタンジチオールなどの分散剤２
で被覆されている。
【００２７】
この被覆作用により、銀ナノ粒子１のそれぞれは有機溶媒中に安定したかたちで分散する
。
【００２８】
なお、３は有機バインダー（例えば熱硬化性フェノール樹脂）、４は分散剤２を取り込む
ための捕捉物質（例えば酸無水物 , 酸無水物誘導体）をそれぞれ示している。
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【００２９】
（ｂ）の状態では、捕捉物質４が銀ナノ粒子１の表面部分の分散剤２を取り込んでいる。
なお、分散剤２は銀ナノ粒子１の表面部分から剥離する。
【００３０】
（ｃ）の状態では、低温燒結した銀ナノ粒子同士が熱硬化性樹脂の収縮力で接触し、導通
している。
【００３１】
図２は、銀ナノペーストを用いたビルドアップ配線板の製造プロセス（積み上げ式）を示
す断面図であり、その内容は次のようになっている。
(s11) コア基板１１（エポキシ，ポリイミド，熱硬化性樹脂，アラミド不織布，ガラス布
，ガラス不織布などからなる各種基板）を準備する。
(s12) エッチング処理により直径約５０μｍ～１ｍｍの第１のビアホール１２を形成する
。
(s13) 銀ナノペースト１３でコア基板１１の表面に回路パターンを描画するとともに、銀
ナノペースト１３をビアホール１２に充填した上で、加熱処理する。このとき、ビアホー
ル１２の銀ナノペーストは加熱硬化してその溶剤成分は飛散し、その金属成分がビアホー
ル内周面に付着して、ビアホール１２の全体がいわば「ちくわ状」になる。
(s14) 描画後のコア基板表面にフォトレジスト１４を塗布してからエッチングすることに
より、直径約５０μｍ～１ｍｍの第２のビアホール１５を形成する。
(s15) 銀ナノペースト１６を用いて、ステップ (s13) と同様の描画・充填・加熱処理を実
行し、この銀ナノペースト１６のパターン（ランド）と銀ナノペースト１３の回路パター
ンとを接続する。
(s16) フォトレジスト１７を用いて、ステップ (s14) と同様の塗布・エッチング処理を実
行し、直径約５０μｍ～１ｍｍの第３のビアホール１８を形成する。
(s17) 銀ナノペースト１９を用いて、ステップ (s13) と同様の描画・充填・加熱処理を実
行し、この銀ナノペースト１９のパターン（ランド）と銀ナノペースト１６のそれとを接
続する。
【００３２】
図３は、銀ナノペーストを用いたビルドアップ配線板の製造プロセス（両面印刷式）を示
す説明図であり、その内容は次のようになっている。
(s21) コア基板２１，２１′（エポキシ，ポリイミド，熱硬化性樹脂，アラミド不織布，
ガラス布，ガラス不織布などからなる各種基板）を準備する。
(s22) エッチング処理により直径約５０μｍ～１ｍｍのビアホール２２を形成する。
(s23) 銀ナノペースト２３，２３′でコア基板２１の両面に回路パターンを描画するとと
もに、銀ナノペースト２３，２３′をビアホール１２に充填した上で、加熱処理する。こ
のとき、ビアホール２２の全体は上述のように「ちくわ状」になる。
(s31) プリプレグなどの接合体３１を準備する。
(s32) エッチング処理により直径約５０μｍ～１ｍｍのビアホール３２を形成して、当該
ビアホールに従来の銀ペースト３３を充填した上で、加熱処理する。このとき、ビアホー
ル３２の全体は上述のように「ちくわ状」になる。なお、従来の銀ペーストに代えて銀ナ
ノペーストを用いてもよい。
(s41) ステップ (s21) ～ (s23) の処理後の基板２１および２１′の間に、ステップ (s31) 
， (s32) の処理後の接合体３１を挟んだ形の、この三つの部材を導電性接着剤で接合する
。これにより、基板２１の回路パターンと基板２１′のそれとが接続される。
【００３３】
図４は、銀ナノペーストを用いたビルドアップ配線板の製造プロセス（ドリル穴あけ式）
を示す説明図であり、その内容は次のようになっている。
(s51) コア基板４１（エポキシ，ポリイミド，熱硬化性樹脂，アラミド不織布，ガラス布
，ガラス不織布などからなる各種基板）を準備する。
(s52) コア基板４１の両面に銀ナノペースト４２を用いたスクリーン印刷，インクジェッ
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トなどにより回路パターンを描画する。
(s53) 描画後のコア基板４１の両面に表面にフォトレジスト４３を塗布してからエッチン
グすることにより、直径約５０μｍ～１ｍｍの第１のビアホール４４を形成する。
(s54) ドリルで、この３層状態のコア基板４１の両面間にまたがる直径約５０μｍ～１ｍ
ｍの第２のビアホール４５を形成する。
(s55) このビアホール形成後のコア基板４１の両面に銀ナノペースト４６回路パターンを
描画するとともに、銀ナノペースト４６を各ビアホール４４，４５に充填した上で、加熱
処理する。このとき、ビアホール４４，４５の全体はそれぞれ上述のように「ちくわ状」
になる。この充填・加熱処理により、銀ナノペースト４２の回路パターンと銀ナノペース
ト４６のそれとが接続される。
【００３４】
なお、上述の各ビアホールの径を大きくして、銀ナノペーストの代わりに従来の導電ペー
ストを充填してもよい。
【００３５】
配線板に、平均粒子径７ｎｍの銀ナノペーストをインクジェット印刷機により線幅２５μ
ｍの回路パターンを描画し、これを１８０℃×３０分の環境で加熱硬化させて所定の配線
を形成したところ、その比抵抗は４×１０ - 5Ω・ｃｍであった。
【００３６】
以下、本発明で用いる金属ナノペーストについて例示する。
【００３７】
（例１）
市販されている銀の超微粒子分散液（商品名独立分散超微粒子パーフェクトシルバー　真
空冶金（株））、具体的には、銀微粒子１００質量部、アルキルアミンとして、ドデシル
アミン１５質量部、有機溶剤として、ターピネオール７５質量部を含む、平均粒子径８ｎ
ｍの銀微粒子の分散液を利用した。
【００３８】
導電性金属ペーストは、銀微粒子の分散液について、銀微粒子１００質量部当たり、酸無
水物として、Ｍｅ－ＨＨＰＡ（メチルヘキサヒドロ無水フタル酸）を６．８質量部、熱硬
化性樹脂として、レゾール型フェノール樹脂（群栄化学（株）製、ＰＬ－２２１１）を５
質量部添加した。
【００３９】
これらを混合した後、攪拌して調製された導電性金属ペーストに関して、それぞれメタル
マスクで１００μｍのスルーホールを持つエポキシ基板上に膜厚５０μｍ、縦横１０×２
０ mmの大きさで両面に塗布し、その表面状態（凝集状態）を確認した後、１５０℃×３０
分＋２１０℃×６０分で硬化した。
【００４０】
別途、導電性金属ペーストに、チキソ剤もしくは希釈溶剤（トルエン）を加えて、その粘
度をおよそ８０Ｐａ・ｓに調整し、ステンレス＃５００メッシュのスクリーン版でライン
／スペース＝２５／２５μｍを印刷し、上記の硬化条件で硬化せしめ、その印刷性を評価
した。
【００４１】
図５に、導電性金属ペーストの組成と、塗布後の表面状態（凝集状態）、得られる熱硬化
物の比抵抗、ならびに、粘度をおよそ８０Ｐａ・ｓに調整した際の印刷性に関する評価結
果を併せて示す。なお、上記の導電性金属ペースト中に含有されるアミン化合物；ドデシ
ルアミンと、酸無水物；Ｍｅ－ＨＨＰＡ（メチルヘキサヒドロ無水フタル酸）の比率は、
アミノ基１当たり、酸無水物１／２分子の割合である。
【００４２】
（例２）
市販されている銀の超微粒子分散液（商品名独立分散超微粒子パーフェクトシルバー　真
空冶金（株））を利用し、含まれる銀微粒子１００質量部当たり、アルキルアミンとして
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、ドデシルアミン１質量部、有機溶剤として、ターピネオール７５質量部を含む、平均粒
子径８ｎｍの銀微粒子の分散液を調製した。
【００４３】
導電性金属ペーストは、前記組成の銀微粒子の分散液について、銀微粒子１００質量部当
たり、酸無水物として、Ｍｅ－ＨＨＰＡ（メチルヘキサヒドロ無水フタル酸）を０．４５
質量部、熱硬化性樹脂として、レゾール型フェノール樹脂（群栄化学（株）製、ＰＬ－２
２１１）を５質量部添加した。
【００４４】
これらを混合した後、攪拌して調製された導電性金属ペーストに関して、それぞれメタル
マスクで１００μｍのスルーホールを持つエポキシ基板上に膜厚５０μｍ、縦横１０×２
０ mmの大きさで両面に塗布し、その表面状態（凝集状態）を確認した後、１５０℃×３０
分＋２１０℃×６０分で硬化した。
【００４５】
別途、導電性金属ペーストに、チキソ剤もしくは希釈溶剤（トルエン）を加えて、その粘
度をおよそ８０Ｐａ・ｓに調整し、ステンレス＃５００メッシュのスクリーン版でライン
／スペース＝２５／２５μｍを印刷し、上記の硬化条件で硬化せしめ、その印刷性を評価
した。
【００４６】
図５に、導電性金属ペーストの組成と、塗布後の表面状態（凝集状態）、得られる熱硬化
物の比抵抗、ならびに、粘度をおよそ８０Ｐａ・ｓに調整した際の印刷性に関する評価結
果を併せて示す。なお、上記の導電性金属ペースト中に含有されるアミン化合物；ドデシ
ルアミンと、酸無水物；Ｍｅ－ＨＨＰＡ（メチルヘキサヒドロ無水フタル酸）の比率は、
アミノ基１当たり、酸無水物１／２分子の割合である。
【００４７】
（例３）
市販されている銀の超微粒子分散液（商品名独立分散超微粒子パーフェクトシルバー　真
空冶金（株））を利用し、含まれる銀微粒子１００質量部当たり、アルキルアミンとして
、ドデシルアミン０．１質量部、有機溶剤として、ターピネオール７５質量部を含む、平
均粒子径８ｎｍの銀微粒子の分散液を調製した。
【００４８】
導電性金属ペーストは、前記組成の銀微粒子の分散液について、銀微粒子１００質量部当
たり、酸無水物として、Ｍｅ－ＨＨＰＡ（メチルヘキサヒドロ無水フタル酸）を０．０４
５質量部、熱硬化性樹脂として、レゾール型フェノール樹脂（群栄化学（株）製、ＰＬ－
２２１１）を５質量部添加した。
【００４９】
これらを混合した後、攪拌して調製された導電性金属ペーストに関して、それぞれメタル
マスクで１００μｍのスルーホールを持つエポキシ基板上に膜厚５０μｍ、縦横１０×２
０ mmの大きさで両面に塗布し、その表面状態（凝集状態）を確認した後、１５０℃×３０
分＋２１０℃×６０分で硬化した。
【００５０】
別途、導電性金属ペーストに、チキソ剤もしくは希釈溶剤（トルエン）を加えて、その粘
度をおよそ８０Ｐａ・ｓに調整し、ステンレス＃５００メッシュのスクリーン版でライン
／スペース＝２５／２５μｍを印刷し、上記の硬化条件で硬化せしめ、その印刷性を評価
した。
【００５１】
図５に、導電性金属ペーストの組成と、塗布後の表面状態（凝集状態）、得られる熱硬化
物の比抵抗、ならびに、粘度をおよそ８０Ｐａ・ｓに調整した際の印刷性に関する評価結
果を併せて示す。なお、上記の導電性金属ペースト中に含有されるアミン化合物；ドデシ
ルアミンと、酸無水物；Ｍｅ－ＨＨＰＡ（メチルヘキサヒドロ無水フタル酸）の比率は、
アミノ基１当たり、酸無水物１／２分子の割合である。
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【００５２】
（比較例１）
市販されている銀の超微粒子分散液（商品名独立分散超微粒子パーフェクトシルバー　真
空冶金（株））を利用し、含まれる銀微粒子１００質量部当たり、アルキルアミンとして
ドデシルアミン０．０５質量部、有機溶剤としてターピネオール７５質量部を含む、平均
粒子径８ｎｍの銀微粒子の分散液を調製した。
【００５３】
導電性金属ペーストは、前記組成の銀微粒子の分散液について、銀微粒子１００質量部当
たり、酸無水物として、Ｍｅ－ＨＨＰＡ（メチルヘキサヒドロ無水フタル酸）を０．０２
２５質量部、熱硬化性樹脂として、レゾール型フェノール樹脂（群栄化学（株）製、ＰＬ
－２２１１）を５質量部添加した。
【００５４】
これらを混合した後、攪拌して調製された導電性金属ペーストに関して、それぞれメタル
マスクで１００μｍのスルーホールを持つエポキシ基板上に膜厚５０μｍ、縦横１０×２
０ mmの大きさで両面に塗布し、その表面状態（凝集状態）を確認した後、１５０℃×３０
分＋２１０℃×６０分で硬化した。
【００５５】
別途、導電性金属ペーストに、チキソ剤もしくは希釈溶剤（トルエン）を加えて、その粘
度をおよそ８０Ｐａ・ｓに調整し、ステンレス＃５００メッシュのスクリーン版でライン
／スペース＝２５／２５μｍを印刷し、上記の硬化条件で硬化せしめ、その印刷性を評価
した。
【００５６】
図５に、導電性金属ペーストの組成と、塗布後の表面状態（凝集状態）、得られる熱硬化
物の比抵抗、ならびに、粘度をおよそ８０Ｐａ・ｓに調整した際の印刷性に関する評価結
果を併せて示す。なお、上記の導電性金属ペースト中に含有されるアミン化合物；ドデシ
ルアミンと、酸無水物；Ｍｅ－ＨＨＰＡ（メチルヘキサヒドロ無水フタル酸）の比率は、
アミノ基１当たり、酸無水物１／２分子の割合であるが、アミン化合物；ドデシルアミン
は、銀微粒子の表面に一分子層のドデシルアミンが被覆するに要する量の１／２にしかな
らない量である。
【００５７】
（比較例２）
市販されている銀の超微粒子分散液（商品名独立分散超微粒子パーフェクトシルバー　真
空冶金（株））を利用し、含まれる銀微粒子を被覆しているアルキルアミン；ドデシルア
ミンを一旦除去し、再び有機溶剤として、ターピネオール７５質量部を含み、ドデシルア
ミンの被覆層のない平均粒子径８ｎｍの銀微粒子の分散液に調製した。
【００５８】
導電性金属ペーストは、前記組成の銀微粒子の分散液について、銀微粒子１００質量部当
たり、酸無水物のＭｅ－ＨＨＰＡ（メチルヘキサヒドロ無水フタル酸）を加えず、ただ、
熱硬化性樹脂として、レゾール型フェノール樹脂（群栄化学（株）製、ＰＬ－２２１１）
を５質量部添加した。
【００５９】
これを混合した後、攪拌して調製された導電性金属ペーストに関して、それぞれメタルマ
スクで１００μｍのスルーホールを持つエポキシ基板上に膜厚５０μｍ、縦横１０×２０
mmの大きさで両面に塗布し、その表面状態（凝集状態）を確認した後、１５０℃×３０分
＋２１０℃×６０分で硬化した。
【００６０】
別途、導電性金属ペーストに、チキソ剤もしくは希釈溶剤（トルエン）を加えて、その粘
度をおよそ８０Ｐａ・ｓに調整し、ステンレス＃５００メッシュのスクリーン版でライン
／スペース＝２５／２５μｍを印刷し、上記の硬化条件で硬化せしめ、その印刷性を評価
した。
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【００６１】
図５に、導電性金属ペーストの組成と、塗布後の表面状態（凝集状態）、得られる熱硬化
物の比抵抗、ならびに、粘度をおよそ８０Ｐａ・ｓに調整した際の印刷性に関する評価結
果を併せて示す。
【００６２】
図５に示される結果を対比させると、例１～３と比較例１，２の結果から、銀微粒子１０
０質量部当たり、トデシルアミンの含有量が減少するにつれ、導電性金属ペーストを加熱
・硬化した硬化物における比抵抗は、次第に上昇している。また、銀微粒子１００質量部
当たり、トデシルアミンの含有量が０．１質量部を下回り、銀微粒子表面を被覆するトデ
シルアミンの一分子層に満たない範囲に到ると、急速に比抵抗の上昇が見出される。それ
と併せて、塗布されるペーストにおいて、室温においても、銀微粒子の凝集の発生が観測
される。また、印刷性も、かかる凝集の発生に由来して、明らかに低下している。
【００６３】
前記の対比では、アミン化合物の被覆層を設けない参照とした比較例２は別として、残る
例１～３と比較例１は、いずれも、銀微粒子表面を被覆するトデシルアミンの層を有する
もの、銀微粒子１００質量部当たり、トデシルアミンの含有量が減少し、均一な被覆層に
欠損が生じやすくなるにつれ、室温においても、含まれる銀微粒子の凝集が生じ、印刷性
もその影響を受け、低下していくと判断される。
【００６４】
【発明の効果】
本発明は、このように、金，銀，銅などの金属またはこれらの合金の微粒子が液体中に安
定に分散したペースト組成物、すなわち従来の微粒子のような凝集体が生じることのない
ペースト組成物を燒結させているので、多層配線板の回路パターンや、配線板表裏面間を
結ぶ方向の導通用孔部の一層の微細化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の、銀ナノ粒子を、トルエン , キシレン , テルピネオール , ミネラルスピ
リットなどに安定に分散させたペーストが燒結する際の変化の様子を概念的に示す説明図
であり、（ａ）は印刷前のペースト状態，（ｂ）は加熱時に分散剤が除去される状態，（
ｃ）は樹脂収縮および低温燒結の状態を示している。
【図２】本発明の、銀ナノペーストを用いたビルドアップ配線板の製造プロセス（積み上
げ式）を示す断面図である。
【図３】本発明の、銀ナノペーストを用いたビルドアップ配線板の製造プロセス（両面印
刷式）を示す断面図である。
【図４】本発明の、銀ナノペーストを用いたビルドアップ配線板の製造プロセス（ドリル
穴あけ式）を示す断面図である。
【図５】本発明の、銀ナノペーストの特性を示す説明図である。
【符号の説明】
１：銀ナノ粒子
２：分散剤
３：有機バインダー
４：捕捉物質
１１：コア基板
１２：第１のビアホール
１３：銀ナノペースト
１４：フォトレジスト
１５：第２のビアホール
１６：銀ナノペースト
１７：フォトレジスト
１８：第３のビアホール
１９：銀ナノペースト
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２１，２１′：コア基板
２２：ビアホール２２
２３，２３′：銀ナノペースト
３１：プリプレグなどの接合体
３２：ビアホール
３３：従来の銀ペースト
４１：コア基板
４２：銀ナノペースト
４３：フォトレジスト
４４：第１のビアホール
４５：第２のビアホール
４６：銀ナノペースト
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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