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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実質的に単分散された導電性の鱗片状粒子（Ａ１）と、導電性の実質的に球状の粒子（
Ｂ１）とを含み、相対充填密度が６８％以上であって、
　体積比で、鱗片状粒子（Ａ１）：実質的に球状の粒子（Ｂ１）は９５：５～５５：４５
である混合導電粉。
【請求項２】
　前記鱗片状粒子（Ａ１）の平均粒径が前記実質的に球状の粒子（Ｂ１）の平均粒径の２
～５０倍である請求項１記載の混合導電粉。
【請求項３】
　前記鱗片状粒子（Ａ１）のアスペクト比が１．５～１０である請求項１または２記載の
混合導電粉。
【請求項４】
　前記実質的に球状の粒子（Ｂ１）の平均粒径が０．３～３．０μｍである請求項１～３
のいずれかに記載の混合導電粉。
【請求項５】
　前記鱗片状粒子（Ａ１）が、銀および銀と銅との合金により銅粉の表面が部分的に被覆
され、表面が平滑化された銀被覆銅粉であって、銀の合計量が銅に対して３～３０重量％
であり、かつ、その表面に銀被覆銅粉に対して０．０２～１．０重量％の量の脂肪酸が付
着してなる鱗片状の脂肪酸付着銀被覆銅粉である請求項１～４のいずれかに記載の混合導



(2) JP 4677900 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

電粉。
【請求項６】
　前記鱗片状粒子（Ａ１）が、銅粉の表面を銅粉に対して３～３０重量％の量の銀で被覆
すること；得られた銀被覆銅粉に対して０．０２～１．０重量％の量の脂肪酸を銀被覆銅
粉の表面に付着させること；被覆された銀を平滑化処理すること；および銀被覆銅粉を鱗
片化すること、を含む方法により得られる鱗片状の脂肪酸付着銀被覆銅粉である請求項１
～４のいずれかに記載の混合導電粉。
【請求項７】
　以下を含む、請求項１～６のいずれかに記載の混合導電粉の製造法：
　実質的に単分散された導電性の鱗片状粒子（Ａ１）と、凝集している、導電性の実質的
に球状の粒子（Ｂ１）とを準備すること；および
　前記鱗片状粒子（Ａ１）と前記実質的に球状の粒子（Ｂ１）を混合し、前記鱗片状粒子
（Ａ１）で前記実質的に球状の粒子（Ｂ１）に衝撃を加えることにより凝集している実質
的に球状の粒子（Ｂ１）を解粒して、前記鱗片状粒子（Ａ１）と実質的に球状の粒子（Ｂ
１）とを分散、混合すること。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれかに記載の混合導電粉と樹脂バインダとを含む導電ペースト。
【請求項９】
　導電ペーストの固形分に対して前記混合導電粉の配合割合が８５～９６重量％であり、
前記樹脂バインダの配合割合が４～１５重量％である請求項８記載の導電ペースト。
【請求項１０】
　導電ペースト中の溶剤の含有量が２重量％以下である請求項８または９記載の導電ペー
スト。
【請求項１１】
　以下を含む、請求項１～６のいずれかに記載の混合導電粉を含む導電ペーストの製造法
：
　請求項１～６のいずれかに記載の混合導電粉を準備すること；および
　前記混合導電粉と樹脂バインダとを混合すること。
【請求項１２】
　得られる導電ペースト中の前記混合導電粉の含有量が８５～９６重量％である請求項１
１記載の導電ペーストの製造法。
【請求項１３】
　得られる導電ペースト中の溶剤の含有量が２重量％以下である請求項１１または１２記
載の導電ペーストの製造法。
【請求項１４】
　請求項１～６のいずれかに記載の混合導電粉と樹脂バインダとを含み、前記混合導電粉
の配合割合が８５～９６重量％であるシート。
【請求項１５】
　前記樹脂バインダが実質的に無溶剤型の樹脂を含む請求項１４記載のシート。
【請求項１６】
　請求項１４または１５記載のシートと、前記シートの少なくとも一方の面に積層された
剥離可能なフィルムとを含むフィルム付シート。
【請求項１７】
　前記剥離可能なフィルムがシートの両面に積層されている請求項１６記載のフィルム付
シート。
【請求項１８】
　以下を含むフィルム付シートの固着方法：
　請求項１７記載のフィルム付シートを打ち抜き加工すること；
　打ち抜いたフィルム付シートの片面のフィルムのみを剥離し、現れたシート面を部品上
に接着すること；および
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　もう片面のフィルムを剥離し、現れたシート面に別の部品を接着して両部品間にシート
を挟むこと。
【請求項１９】
　以下を含むフィルム付シートの製造法：
　請求項１～６のいずれかに記載の混合導電粉を準備すること；
　前記混合導電粉と樹脂バインダを混合して前記混合導電粉を８５～９６重量％含むペー
ストを調製すること；および
　剥離可能なフィルム上に前記ペーストを塗工して層を形成すること。
【請求項２０】
　前記樹脂バインダが実質的に無溶剤型の樹脂を含む請求項１９記載のフィルム付シート
の製造法。
【請求項２１】
　請求項８～１０のいずれかに記載の導電ペーストを剥離可能なフィルム上に塗工して層
を形成することを含むフィルム付シートの製造法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高充填化された混合導電粉とその製造法、導電ペーストとその製造法、シー
トおよびフィルム付シートとその製造法、ならびに、フィルム付シートの固着方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　電子材料分野では、導電粉を含む導電ペーストを用いた配線層（導電層）の形成、導電
回路の形成、電極の形成等が行われている。また、導電ペーストを導電性または熱伝導性
接着剤として使用し、電子部品同士の接着が行われている。導電ペーストは、銀粉、銅粉
、アルミニウム粉、パラジウム粉またはこれらの合金粉等の導電粉に、バインダ、有樹溶
剤および必要に応じて添加剤などを加えて、ペースト状に混合して作製される。
【０００３】
　導電ペーストには、高い導電性が求められ、そのためには、導電粉の配合量を多くする
ことが必要となるが、一方で、ペーストの製造と使用が容易である程度の流動性と低粘性
が求められる。たとえば、導電ペーストをスルーホール内に充填して層間接続を行う場合
、小さい孔でありながら高導電性を必要とするため、孔にできる限り導電ペーストを充填
し、すき間なく導電性ペーストを埋め込む必要がある。しかし、導電性を高めるために導
電粉の配合量を多くすると、導電ペーストの粘度が高くなり、孔への充填性が悪化してし
まうという問題が生じる。
【０００４】
　導電ペーストに必要とされるバインダの総量は、配合する導電粉の充填密度（充填率）
と関連している。すなわち、導電粉の充填密度が低い（空隙率が大きい）場合は、まず、
その導電粉の粒子同士の隙間を埋めるために多量のバインダが必要となり、さらに、流動
性と低粘性を確保するために必要な量のバインダを添加しなければならない。したがって
、導電粉の充填密度が低い場合は、多量のバインダで希釈されることとなり、結果的に、
導電ペースト中の導電粉の含有率を高めることはできない。
【０００５】
　反対に、導電粉の充填密度が高い（空隙率が小さい）場合は、導電粉の粒子同士の隙間
を埋めるためのバインダ量は少量で足りるので、導電粉の含有率が高く、導電性の高い導
電ペーストが得られることになる。
　粉体の充填密度を上げるためには、理論的には、粒度分布曲線のピークが単一であるよ
うな等球粒子を用いればよく、さらには、大きさの異なる大小の球状粒子を組み合わせて
、大粒子の間隙を小粒子で満たすようにすればよい（日刊工業新聞社刊、粉体工学会編、
粉体工学便覧、初版１刷、昭和６１年２月号（第１０１～１０７頁）参照）。
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【０００６】
　しかしながら、実際には、販売されている導電粉の粒子は、その粒径が小さいほど強く
凝集しており、大小粒子を組み合わせても、理論的に可能であると考えられるような充填
密度を達成することはできない。たとえば、粒径が５～２０μｍ程度の銀粉の相対充填密
度は高々６０％前後、粒径が１μｍ前後の銀粉では相対充填密度は高々５０％前後であり
、これらを単純に組み合わせて混合しても、相対充填密度は６０％前後程度までしか達成
できなかった。
【発明の開示】
【０００７】
　そこで、本発明は、従来になく高い充填密度を有する混合導電粉とその製造法、ならび
に、高い充填密度で複数種の導電粉を含む導電ペーストとその製造法、高い充填密度で複
数種の導電粉を含むシートおよびフィルム付シートとその製造法、フィルム付シートの固
着方法を提供することを目的とする。
【０００８】
　本発明の第一の側面によれば、実質的に単分散された導電性の鱗片状粒子（Ａ１）と、
導電性の実質的に球状の粒子（Ｂ１）とを含み、相対充填密度が６８％以上であって、体
積比で、鱗片状粒子（Ａ１）：実質的に球状の粒子（Ｂ１）は９５：５～５５：４５であ
る混合導電粉が提供される。
【０００９】
　本発明の第二の側面によれば、以下を含む、上記本発明に係る混合導電粉の製造法が提
供される。
　実質的に単分散された導電性の鱗片状粒子（Ａ１）と、凝集している、導電性の実質的
に球状の粒子（Ｂ１）とを準備すること；および前記鱗片状粒子（Ａ１）と前記実質的に
球状の粒子（Ｂ１）を混合し、前記鱗片状粒子（Ａ１）で前記実質的に球状の粒子（Ｂ１
）に衝撃を加えることにより凝集している実質的に球状の粒子（Ｂ１）を解粒して、前記
鱗片状粒子（Ａ１）と実質的に球状の粒子（Ｂ１）とを分散、混合すること。
【００１０】
　本発明の第三の側面によれば、上記本発明に係る混合導電粉と樹脂バインダとを含む導
電ペーストが提供される。
【００１１】
　本発明の第四の側面によれば、以下を含む、上記本発明に係る混合導電粉を含む導電ペ
ーストの製造法が提供される。
　上記本発明に係る混合導電粉を準備すること；および
　前記混合導電粉と樹脂バインダとを混合すること。
【００１２】
　本発明の第五の側面によれば、上記本発明に係る混合導電粉と樹脂バインダとを含み、
前記混合導電粉の配合割合が８５～９６重量％であるシートが提供される。
　本発明の第六の側面によれば、上記本発明に係るシートと、前記シートの少なくとも一
方の面に積層された剥離可能なフィルムとを含むフィルム付シートが提供される。
【００１３】
　本発明の第七の側面によれば、以下を含むフィルム付シートの固着方法が提供される。
　上記本発明に係るフィルム付シートを打ち抜き加工すること；
　打ち抜いたフィルム付シートの片面のフィルムのみを剥離し、現れたシート面を部品上
に接着すること；および
　もう片面のフィルムを剥離し、現れたシート面に別の部品を接着して両部品間にシート
を挟むこと。
【００１４】
　本発明の第八の側面によれば、以下を含むフィルム付シートの製造法が提供される。
　上記本発明に係る混合導電粉を準備すること；
　前記混合導電粉と樹脂バインダを混合して前記混合導電粉を８５～９６重量％含むペー



(5) JP 4677900 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

ストを調製すること；および
　剥離可能なフィルム上に前記ペーストを塗工して層を形成すること。
【００１５】
　本発明の第九の側面によれば、上記本発明に係る導電ペーストを剥離可能なフィルム上
に塗工して層を形成することを含むフィルム付シートの製造法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　図１は、スルーホールおよび配線板の表面を導電ペーストで接続した状態を模式的に示
す断面図である。
　図２は、フィルム付シートの一実施形態を模式的に示す断面図である。
　図３は、フィルム付シートの固着方法の一実施形態を模式的に示す断面図であり、同（
Ａ）～同（Ｃ）はそれぞれの工程を示す。
　図４は、ポリイミドフィルム上にテストパターンを形成した状態を示す平面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に、本発明の好ましい実施形態について説明する。
＜混合導電粉＞
　混合導電粉は、相対充填密度が６８％以上と、従来になく高充填化された新規な導電粉
である。この相対充填密度は、高ければ高いほど好ましく、したがって、６８％以上１０
０％未満のものを含んでいる。好ましくは、相対充填密度は７０％以上、さらに好ましく
は７１％以上である。他方、製造容易性の観点からみれば、相対充填密度は好ましくは８
５％以下であり、さらに好ましくは８０％以下である。相対充填密度が６８％未満である
と、導電ペースト中の混合導電粉の配合割合を多くした場合、導電ペーストの粘度が高く
なって充填や塗布などの作業性が低下し、反面、混合導電粉の配合割合が少ない場合は十
分な導電性、熱伝導性および信頼性を得ることが困難となる。
【００１８】
　混合導電粉の相対充填密度が高いほど、ペースト化する際に使用する樹脂バインダ（単
にバインダともいう。）の体積量を小さくすることができ、少量のバインダでペースト化
することができる。また、バインダと混合する際、混合を開始した直後の粘度も低いので
、容易に均一に混合することができる。たとえば、無溶剤の樹脂バインダを使用して、相
対充填密度が７４％に高充填化された混合導電粉を使用すれば、これをペースト化する場
合、導電粉の配合割合が９２重量％になるような割合でバインダに混合導電粉を添加して
も、均一に混合することができる。しかし、相対充填密度が６３％の混合導電粉を使用し
た場合、バインダが不足してしまい、同じ配合割合でバインダに添加すると、ばさばさの
状態になりペースト状にはならず、均一に混合することができない。
　したがって、本発明のように高充填化された混合導電粉を使用することで、初めて、導
電粉の配合割合が高い導電ペーストを安定にかつ容易に製造することができる。そして、
この導電粉の配合割合が高い導電ペーストを使用することで、導電性、熱伝導性の高いシ
ートを作製することができる。
【００１９】
　相対充填密度とは、充填密度をその粒子の真密度で除した値を％で表示したものである
。本発明においては、タップデンサーを用いて２５ｍｍのストロークでタッピングを１，
０００回行い、その体積と質量から算出したタップ密度を充填密度とし、その粒子の真密
度または理論密度で除して算出したものを相対充填密度とする。
【００２０】
　相対充填密度６８％以上という高充填率は、実質的に単分散された鱗片状粒子（Ａ１）
と、実質的に球状の粒子（Ｂ１）とを組み合わせることにより実現することができる。ま
たは、別の好ましい実施形態において、実質的に単分散された実質的に球状の粒子（Ａ２
）と、前記実質的に球状の粒子（Ａ２）よりも粒径の小さい、実質的に球状の粒子（Ｂ２
）を組み合わせることにより得ることができる。以下の説明において、実質的に球状の粒
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子を単に球状粒子と記す場合があり、実質的に球状の粒子（Ａ２、Ｂ２）のうち、粒径の
大きいほうの粒子を大粒子（Ａ２）、粒径の小さいほうの粒子を小粒子（Ｂ２）とそれぞ
れ記す場合がある。
【００２１】
　ここで、混合導電粉は、鱗片状粒子（Ａ１）および球状粒子（Ｂ１）以外に、別の導電
粉を含んでいてもよい。たとえば、球状粒子（Ｂ１）よりもさらに粒径の小さな球状粒子
を含むことができる。同様に、混合導電粉は、大粒子（Ａ２）と小粒子（Ｂ２）以外に、
別の導電粉を含んでいてもよい。たとえば、小粒子（Ｂ２）よりもさらに粒径の小さな球
状粒子を含むことができる。
【００２２】
　本発明において実質的に単分散された、とは粒子の凝集の大部分が解粒されている状態
（ほぼ単分散されている状態）のことを指し、具体的には、粒子の８０％以上が単分散さ
れていることが望ましく、９０％以上であればより好ましい。なお、球状粒子（Ｂ１）お
よび小粒子（Ｂ２）は、混合導電粉中でその一部が凝集していても相対充填密度６８％以
上の混合導電粉が得られるので、球状粒子（Ｂ１）および小粒子（Ｂ２）は、必ずしも実
質的に単分散されていなくてもよい。
【００２３】
　本発明において実質的に球状の粒子、とはその形状がほぼ球状とみなせる粒子のことで
あり、塊状の粒子やこれらが凝集している粒子も含む。そのアスペクト比は、１．０以上
１．５未満であることが好ましく、１．０～１．３がより好ましく、１．０～１．１がさ
らに好ましい。
【００２４】
　アスペクト比とは、粒子の長径と短径の比率（長径／短径）である。本発明においてア
スペクト比は、その平均粒径と比表面積から算出することができる。すなわち、粒子を半
径ｒ、厚みｔおよび密度ｄの円盤状粒子であると仮定して、粒子１個当たりの表面積と重
量を算出する。次いで、１ｇ当たりの粒子の個数を算出し、粒子１個当たりの表面積に粒
子の個数をかけた値が比表面積となる。この比表面積はｔを含む数式で表されるので、こ
の数式と測定した比表面積を等しいとおくことで、ｔを算出できる。この算出された厚み
ｔと平均粒径から、アスペクト比を算出する。
【００２５】
　ここで、粒子１個当たりの表面積は２πｒ２＋２πｒｔ、粒子１個当たりの重量はπｒ
２ｔｄで表される。たとえば、比表面積が２ｍ２／ｇ、平均粒径６μｍ、密度１０．５ｇ
／ｃｍ３の銀の鱗片状粒子では、粒子の厚さｔは０．１μｍと算出され、アスペクト比は
６０となる。また、平均粒径が１５．８μｍで比表面積が０．０９ｍ２／ｇの銀の鱗片状
粒子では、その厚さは２．９μｍと算出され、アスペクト比は５．４となる。
　粒子の平均粒径は、レーザー散乱型粒度分布測定装置により測定することができる。比
表面積は、ＢＥＴ比表面積測定装置により測定することができる。
【００２６】
　粒子が粉体として単独で存在するのではなく、樹脂中に分散されているような場合には
、樹脂埋込後の断面から測定する方法を用いてアスペクト比を得ることができる。この方
法は、粘度の低い硬化性樹脂中に粒子をよく混合し、静置して粒子を沈降させると共にそ
のまま樹脂を硬化させ、得られた硬化物を垂直方向に切断し、その切断面に現れる粒子の
形状を電子顕微鏡で拡大して観察し、少なくとも１００個の粒子について一つ一つの粒子
の長径／短径を求め、それらの平均値をもってアスペクト比とするものである。
【００２７】
　上記の短径とは、前記切断面に現れる粒子について、その粒子の外側に接する二つの平
行線の組み合わせを粒子を挟むように選択し、それらの組み合わせのうち最短間隔になる
二つの平行線の距離である。一方、長径とは、前記短径を決する平行線に直角方向の二つ
の平行線であって、粒子の外側に接する二つの平行線の組み合わせのうち、最長間隔にな
る二つの平行線の距離である。これらの四つの線で形成される長方形は、粒子がちょうど
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その中に納まる大きさとなる。
【００２８】
　上記鱗片状粒子（Ａ１）のアスペクト比は、１．５～１０であることが好ましい。アス
ペクト比がこの範囲であると、粒子同士の接触が良好となり、ペースト化した場合に高い
チキソ性を得ることができる。さらに、このアスペクト比は、２～８であることがより好
ましい。アスペクト比が１．５未満であると、鱗片状とは言い難い場合もあり、さらには
平均粒径の大きい鱗片状粒子の場合、配向が小さくなり、この粒子を併用したペーストで
は、沿面方向の熱伝導性、導電性、隠蔽力等が低くなる場合がある。一方、アスペクト比
が１０を超えると、ペースト化した場合に粘度が高くなってしまう場合がある。
【００２９】
　上記鱗片状粒子（Ａ１）、および、上記粒径の異なる２種の球状の粒子（Ａ２、Ｂ２）
のうち粒径の大きいほうの粒子（Ａ２）の平均粒径は、高充填化、ペースト化した場合の
粘度と流動性の観点から、上記実質的に球状の粒子（Ｂ１）、および、上記粒径の異なる
２種の球状の粒子（Ａ２、Ｂ２）のうち粒径の小さいほうの粒子（Ｂ２）の平均粒径の２
～５０倍であることが好ましく、３～２５倍であることがより好ましく、５～２５倍であ
ることがさらに好ましく、１０～２５倍であれば一層好ましい。
　具体的には、鱗片状粒子（Ａ１）および大粒子（Ａ２）の平均粒径は、３～２５μｍ程
度であることがより好ましく、５～１８μｍ程度であることが一層好ましい。
【００３０】
　本発明において粒子の平均粒径とは、顕微鏡写真でみた場合に、１個ずつの粒子とみな
しうる各粒子の粒径（一次粒径）の平均値のことである。本明細書においては、平均粒径
を一次粒径と記載する場合がある。この平均粒径（一次粒径）は、レーザー散乱型粒度分
布測定装置を用いて測定することができる。
【００３１】
　上記実質的に球状の粒子（Ｂ１）、および、上記粒径の異なる２種の球状の粒子（Ａ２
、Ｂ２）のうち粒径の小さいほうの粒子（Ｂ２）の平均粒径は、粒子の解粒性と高充填化
に鑑み、０．３～３．０μｍであることが好ましい。粒子（Ｂ１）および小粒子（Ｂ２）
の平均粒径がこの範囲であると、粒子同士の接触が良好となり、ペースト化した場合に高
いチキソ性を得ることができる。粒子（Ｂ１）および小粒子（Ｂ２）の平均粒径は、０．
５～２．５μｍがより好ましく、０．８～２．０μｍがさらに好ましい。
【００３２】
　混合導電粉中の上記鱗片状粒子（Ａ１）と実質的に球状の粒子（Ｂ１）の配合比、およ
び、上記粒径の大きいほうの粒子（Ａ２）と粒径の小さいほうの粒子（Ｂ２）の配合比は
、高充填化の観点から、それぞれ体積比で、（Ａ１）：（Ｂ１）または（Ａ２）：（Ｂ２
）が９５：５～５５：４５であることが好ましく、８５：１５～５５：４５がより好まし
く、８０：２０～６０：４０がさらに好ましい。
【００３３】
　本発明において導電性の粒子としては、金粉、銀粉、銅粉、アルミニウム粉、パラジウ
ム粉等の金属単体粉末、またはこれらの合金粉末を用いることができる。なかでも、導電
性が良好であることから、銀粉を用いることが好ましい。
　また、表面を銀で被覆された銅のような、被覆金属粉を用いることも好ましく、なかで
も、銀で被覆された銅粉を用いることが好ましい。
【００３４】
　たとえば、銀粉を含有する導電ペーストを用いて電気回路や電極を形成した場合、高温
多湿の雰囲気下で電界が印加されると、電気回路や電極にマイグレーションと称する銀の
電析が生じ、電極間または配線間が短絡する場合がある。これに対し、銀被覆銅粉、好ま
しくは表面を平滑化処理した銀被覆銅粉を使用すれば、マイグレーションを改善でき、か
つ、高価である銀粉を用いるよりも安価な導電ペーストを提供することができる。この場
合、マイグレーション改善効果を高めるために、銅粉の表面全体を均一に銀で被覆するの
ではなく、一部を残して部分的に被覆したほうが好ましい。さらに、導電粉として銅粉を
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使用すると、表面に酸化膜を形成しやすくなるが、銀で被覆した銅粉を使用することによ
り、銅粉表面の酸化を抑制して信頼性の高い導電ペーストを提供することができる。
【００３５】
　さらには、被覆金属粉として、銀および銀と銅との合金により部分的に被覆された銀被
覆銅粉を用いることが好ましい。この場合、導電性およびコストの観点から、銀の合計量
（銀－銅合金部分の銀も含む。）がコア材の銅に対して３～３０重量％であることが好ま
しく、５～２２重量％であることが好ましく、７．５～２２重量％の範囲がより好ましい
。あるいは、顕微鏡で観察した場合に、銅の表面の９０％以上１００％未満が銀および銀
－銅合金で覆われていることが好ましく、９５％以上１００％未満が被覆されていること
がより好ましい。
【００３６】
　銅粉の表面に銀を被覆させる方法としては、特に制限はなく、たとえば置換めっき、電
気めっき、無電解めっき等の方法がある。銅粉と銀の付着力が高いこと、および、ランニ
ングコストが安価であることから、置換めっき法で被覆することが好ましい。
【００３７】
　銀めっきしたままの銀被覆銅粉の表面状態は、析出した銀の粒界が表面に多く存在する
ので、凹凸があって平坦ではない。この表面凹凸の存在により、ペーストにした際の粘度
上昇が生じやすく、また、めっき処理またはその乾燥工程で凝集しやすくなるので、その
相対充填密度は高くはなく、通常６０％未満、一般には５５％未満である。したがって、
この銀被覆銅粉をジルコニアビーズ、ガラスビーズ、アルミナビーズ等の分散ビーズを使
用して混合機で解粒すると共にその表面を平滑化すれば、相対充填密度を６０％～６５％
に向上させることができ、これを用いて、より高充填率の混合導電粉を得ることができる
ために好ましい。
　具体的にはたとえば、セラミックあるいは硬質金属製のローラと混合容器の壁面との間
に銀被覆銅粉を置き、ローラと壁面が繰り返し衝突するエネルギーで銀被覆層を平滑化処
理することができる。衝突エネルギーが大きいと、コア材の銅粉が変形し、鱗片状の銀被
覆銅粉（後述）を得ることができる。
【００３８】
　この平滑化処理には、さらに別の利点が挙げられる。すなわち、平滑化処理により、銀
めっき層とコア材の銅粉との密着力が大幅に向上して、３本ロールミル、またはらいかい
機等で分散、混合処理を行っても、銀めっき層の剥離が発生しにくくなる。これに対し、
平滑化処理を行わない銀被覆銅粉の場合は、３本ロールミルまたはらいかい機等での分散
、混合処理の処理時間が長い場合は、銀めっき層が剥離し、銀被覆銅粉の色調が赤褐色に
変化しやすくなる。
【００３９】
　さらに、この平滑化処理を行うことで、以下に述べるように、銀の一部が合金化するの
で、銀被覆銅粉の耐マイグレーション性が格段に向上する。
　被覆された銀の平滑化処理を行うことにより、表面に被覆された銀めっき層は、平滑化
されると同時に、その一部がコア材の銅粉表面部分で銀－銅の合金層を形成し、銅の一部
が表面に銀－銅合金を形成するなどして露出する。つまり、銀被覆銅粉の表面に現れてい
る銅としては、銀により被覆されなかったコア材の銅部分と、合金化された銅部分とが存
在する。この合金部の色調は銀に近い金属色で、やや赤褐色に近い感じであり、銅の露出
は肉眼では感じられない。しかし、この粒子は塩水に接触させておくと緑青色に変色する
ので、表面に銅が露出していることを確認することができる。
　銀めっき層の一部を銀－銅合金化させる方法としては、上記平滑化処理のような、衝撃
による方法が好ましい。
【００４０】
　上記銀被覆銅粉の表面に、必要に応じてさらに脂肪酸を付着させて、あるいは、脂肪酸
で一部を被覆して、脂肪酸付着銀被覆銅粉として用いることも好ましい。この脂肪酸の量
は、あまり多すぎると粒子同士が脂肪酸によって凝集しやすくなる恐れがあるので、銀被
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覆銅粉に対して０．０２～１．０重量％であることが好ましく、より好ましくは０．０２
～０．５重量％、さらに好ましくは０．０２～０．３重量％の範囲とされる。脂肪酸は、
銀部分、銀－銅合金部分、被覆されていない銅部分を含む銀被覆銅粉の表面にランダムに
付着して、銀被覆銅粉表面の一部をさらに被覆する状態になると考えられる。
　脂肪酸としては、ステアリン酸、ラウリン酸、カプリン酸、パルミチン酸等の飽和脂肪
酸、または、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、ソルビン酸等の不飽和脂肪酸等が挙
げられる。
【００４１】
　銀被覆銅粉の表面の一部を脂肪酸で被覆すれば、下記のような利点が得られる。すなわ
ち、銅粉に銀めっきを施した場合、その後の乾燥工程で銅粉に含まれる水分を乾燥させる
必要があるが、このとき水分を直接乾燥させると、水の蒸発潜熱が大きいために、乾燥に
多くの時間を要すると共に、導電粉同士が凝集してしまう恐れがある。しかし、水分を予
めアルコール、アセトン等の親水性の有機溶剤で置換し、この有機溶剤を乾燥するように
すれば、乾燥は容易であり、導電粉同士の凝集も低下する。そこで、上記有機溶剤に脂肪
酸を溶解し、この溶剤を銀被覆銅粉に添加して、上記に示す範囲内の量の脂肪酸を銀被覆
銅粉の表面に均一に付着させることにより、銀被覆銅粉の乾燥を容易にすると共に、銀被
覆銅粉同士の凝集を容易に解粒させることができ、接着力についても低下させることなく
、充填密度の高い混合導電粉を得ることができる。さらに、脂肪酸が付着していることに
より、樹脂バインダに濡れやすい混合導電粉を得ることができる。
【００４２】
　以上より、銀被覆銅粉としては、銀および銀と銅との合金により銅粉の表面が部分的に
被覆され、表面が平滑化された銀被覆銅粉であって、銀の合計量が銅に対して３～３０重
量％であり、かつ、その表面に銀被覆銅粉に対して０．０２～１．０重量％の量の脂肪酸
が付着してなる脂肪酸付着銀被覆銅粉（Ｃ１）を用いることが最も好ましい。
　あるいは、銅粉の表面を銅粉に対して３～３０重量％の量の銀で被覆すること；得られ
た銀被覆銅粉に対して０．０２～１．０重量％の量の脂肪酸を銀被覆銅粉の表面に付着さ
せること；被覆された銀を平滑化処理することを含む方法により得られる脂肪酸付着銀被
覆銅粉（Ｃ２）を用いることも好ましい。この方法は、各工程を含んでいればよいので、
この方法において、各工程の順序は、ここに記載された順序に限定されることはない。た
とえば、脂肪酸を銀被覆銅粉の表面に付着させてから銀の平滑化処理を行うと、凝集した
粒子を解粒しながら、かつ、再凝集を防止しつつ、平滑化もスムーズに行うことができる
ので好ましい。
【００４３】
　上記のような脂肪酸付着銀被覆銅粉（Ｃ１、Ｃ２）は、上記鱗片状粒子（Ａ１）として
、または、上記粒径の大きいほうの粒子（Ａ２）として好ましく使用することができる。
鱗片状粒子（Ａ１）として使用する場合は、さらに銀被覆銅粉を鱗片化することを含む方
法により得ることができる。この被覆された銀の鱗片化処理は、たとえば、ジルコニアビ
ーズなどの分散ビーズを投入したボールミル等の混合機を用いて行うことができる。この
鱗片化工程は、脂肪酸を付着させた後で行うことが好ましく、銀の平滑化と同時に行うこ
とが、工程も少なく効率的である。もちろん、別工程として、銀の平滑化処理の後に鱗片
化処理を行うこともできる。
【００４４】
　脂肪酸付着銀被覆銅粉（Ｃ１、Ｃ２）を上記大粒子（Ａ２）として使用する場合は、コ
ア材として実質的に球状の銅粉を用いて得ることができる。この場合、実質的に球状の脂
肪酸付着銀被覆銅粉の平均粒径は、印刷、吐出、充填性等の取扱い性および価格の観点か
ら、３～１７μｍの範囲が好ましく、５～１７μｍの範囲がより好ましい。
【００４５】
　脂肪酸付着銀被覆銅粉（Ｃ１、Ｃ２）を上記鱗片状粒子（Ａ１）または上記大粒子（Ａ
２）として用いる場合、上記球状粒子（Ｂ１）および上記小粒子（Ｂ２）としては、粘度
の上昇を抑え流動性を確保する観点から、実質的に球状の、または、塊状の銀粉を用いる
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ことが好ましい。その（Ｂ１）および（Ｂ２）としての銀粉の平均粒径は、脂肪酸付着銀
被覆銅粉（Ｃ１、Ｃ２）の平均粒径の１／５０～１／２の範囲であることが好ましい。
【００４６】
　高充填化された混合導電粉は、任意の製造法を用いて製造することができる。たとえば
、後述する混合導電粉の製造法を用いることにより容易に製造できるが、これに限定され
ることはない。
　すなわち、上記鱗片状粒子（Ａ１）と実質的に球状の粒子（Ｂ１）とを組み合わせるこ
とにより、または、上記粒径の大きいほうの粒子（Ａ２）と粒径の小さいほうの粒子（Ｂ
２）とを組み合わせることにより、本発明の相対充填密度を実現することができ、その両
者の配合比、両者の平均粒径の比、各粒子の粒度分布、原料粒子の凝集の度合いと強さな
どに応じて、適切な混合条件（混合装置の種類、混合時間、回転速度、混合容器の大きさ
や充填量など）を選択すればよい。
【００４７】
＜混合導電粉の製造法＞
　混合導電粉の製造法は、実質的に単分散された導電性の粒子（Ａ）と、凝集している導
電性の粒子（Ｂ）とを準備すること；および前記粒子（Ａ）と前記粒子（Ｂ）を混合し、
粒子（Ａ）で粒子（Ｂ）に衝撃を加えることにより凝集している粒子（Ｂ）を解粒して、
粒子（Ａ）と粒子（Ｂ）とを分散、混合することを含んでいる。以下の説明において、凝
集している粒子（Ｂ）を凝集粒子（Ｂ）と記す場合がある。
【００４８】
　市販されている導電粉は、その粒径が小さくなるほど、一部が凝集した状態にあり、特
に粒径が０．３～２μｍ前後の小粒子は、通常強く凝集しており、この凝集が充分に解粒
されるまで分散を行うことは、多大な労力を必要とするばかりでなく、極めて困難である
。通常、微粒子の分散は、ジルコニア、アルミナ、ガラス等の直径が０．５ｍｍくらいの
分散用ビーズを用いて混合機にて行われるが、このようなビーズを用いると、たとえば銀
のような柔らかい金属の場合は、凝集粒子が解粒されるよりもビーズの衝突エネルギーに
より粒子が鱗片状に変形してしまって、充分な解粒がなされない恐れがある。さらに、鱗
片状に変形すると、ビーズの持つ強いエネルギーにより銀鱗片同士が一体化されてしまい
、凝集の解粒がさらに困難となる恐れがある。解粒が不十分であると、高充填率の混合粉
体を得ることができない。
　分散用ビーズを用いる場合、たとえば直径が０．２ｍｍ未満であるような粒径の小さな
ビーズを使用しても、粒子が変形する場合がある。さらに、このように小さな粒径のビー
ズを使用すると、ビーズと導電粉粒子とを分離する操作が大変になり、篩い分けの作業中
にもビーズと導電粉粒子がぶつかり合って、粒子を変形または粉砕する場合がある。
【００４９】
　これに対し、上記混合導電粉の製造法によれば、従来のようなビーズを用いてビーズに
より衝撃を与える代わりに、実質的に単分散された粒子（Ａ）と凝集している粒子（Ｂ）
を混合しながら、粒子（Ａ）が凝集粒子（Ｂ）に衝突して衝撃を与えることにより凝集粒
子（Ｂ）を解粒するようにしているので、凝集粒子（Ｂ）が柔らかい素材であっても変形
が抑制され、容易に充分な解粒を行うことができる。その際、凝集粒子（Ｂ）には、粒子
（Ａ）から受ける衝撃とは別の衝撃、たとえば凝集粒子（Ｂ）同士の衝撃や壁面からの衝
撃が加わっており、同様に、粒子（Ａ）にも、様々な粒子間衝撃、壁面衝撃等が加わって
いる。
　粒子（Ａ）は、好ましくはより大きな粒子であり、粒子（Ｂ）は、好ましくはより小さ
な粒子であり、大きな粒子で小さな粒子の凝集を解粒することにより、従来にはなかった
良好な分散体を、容易に得ることができる。
【００５０】
　ここで、粒子（Ｂ）の解粒に分散用ビーズを使用した場合と、粒子（Ａ）として鱗片状
粒子（Ａ１）を使用した場合の衝突エネルギーを比較すると次のようになる。衝突エネル
ギーは、衝突する粒子の質量に比例する。たとえば、分散用ビーズの直径が０．２ｍｍ、



(11) JP 4677900 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

鱗片状粒子の平均粒径が０．０２ｍｍでアスペクト比が５とすると、分散用ビーズと鱗片
状粒子の体積比は約３０００倍になる。したがって、比重差を考慮しても、分散用ビーズ
に衝突する場合の方が鱗片状粒子に衝突する場合に比べ、粒子（Ｂ）の受ける衝突のエネ
ルギーは１０００倍以上大きくなることになる。
【００５１】
　混合に用いられる混合機としては、ボールミル、ロッキングミル、Ｖブレンダー、振動
ミル等の公知の機械を用いることができ、原料である上記粒子（Ａ）および凝集粒子（Ｂ
）を混合機に入れて、それら原料粉で混合すればよい。それにより、両粒子の変形を抑制
しながら粒子（Ｂ）の凝集を解粒できる。
【００５２】
　上記粒子（Ａ）の平均粒径は、上記粒子（Ｂ）の平均粒径の２～５０倍であることが好
ましく、３～２５倍であることがより好ましく、５～２５倍であることがさらに好ましい
。この値は、解粒させるために印加できるエネルギーを考慮して２倍以上であることが好
ましく、得られた混合導電粉を用いてペースト化した場合の粘度および流動性を考慮して
、５０倍未満であることが好ましい。
【００５３】
　上記粒子（Ａ）は、上記混合導電粉に用いられる鱗片状粒子（Ａ１）、または、粒径の
大きいほうの粒子（Ａ２）であることが好ましい。
　上記粒子（Ｂ）は、実質的に球状の粒子であって、平均粒径が０．３～３．０μｍであ
ることが好ましい。さらに、粒子（Ｂ）は、上記混同導電粉に用いられる実質的に球状の
粒子（Ｂ１）、または、粒径の小さいほうの粒子（Ｂ２）であることが好ましい。
【００５４】
　この製造法を用いて得られる混合導電粉の相対充填密度は、６８％以上であることが好
ましい。すなわち、この方法を用いることにより、相対充填密度が６８％以上である高充
填率の混合導電粉を、容易に製造することができる。
【００５５】
＜導電ペースト＞　
　導電ペーストは、上記混合導電粉、または、上記混合導電粉の製造法により得られる混
合導電粉と、樹脂バインダとを含むものであり、高導電性と流動性を備えたペーストであ
る。
　さらに、混合導電粉として、相対充填密度が６８％以上である混合導電粉であって、実
質的に球状で表面が平滑化された銀被覆銅粉６０～９６重量％と銀粉４～４０重量％とを
含むものを用いることができる。この両者の配合比は、耐マイグレーション性、充填密度
の観点からこの範囲が好ましく選択され、銀被覆銅粉が６０～８５重量％、銀粉が１５～
４０重量％であることがより好ましく、銀被覆銅粉が６５～８０重量％、銀粉が３５～２
０重量％であることがさらに好ましい。
【００５６】
　ここで、実質的に球状で表面が平滑化された銀被覆銅粉は、銀および銀と銅との合金に
より銅粉の表面が部分的に被覆され、銀の合計量が銅に対して３～３０重量％である銀被
覆銅粉の表面に、銀被覆銅粉に対して０．０２～１．０重量％の量の脂肪酸が付着してな
る実質的に球状の、上記脂肪酸付着銀被覆銅粉（Ｃ１）であることが好ましい。
　あるいは、実質的に球状で表面が平滑化された銀被覆銅粉は、実質的に球状の銅粉の表
面を銅粉に対して３～３０重量％の量の銀で被覆すること；得られた銀被覆銅粉に対して
０．０２～１．０重量％の量の脂肪酸を銀被覆銅粉の表面に付着させること；および被覆
された銀を平滑化処理すること、を含む方法（この工程の実施順序は特に限定されない。
）により得られる実質的に球状の、上記脂肪酸付着銀被覆銅粉（Ｃ２）であることが好ま
しい。
　上記の脂肪酸付着銀被覆銅粉（Ｃ１、Ｃ２）を用いることにより、銀ペーストよりも安
価で耐マイグレーション性に優れ、かつ、銅ペーストよりも導電性と信頼性に優れた導電
ペーストを提供することができる。この脂肪酸付着銀被覆銅粉の平均粒径は、３～１７μ
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ｍであることが好ましい。
【００５７】
　混合導電粉中の銀粉の形状は、実質的に球状であるか、または塊状であることが好まし
く、その平均粒径が、上記脂肪酸付着銀被覆銅粉の平均粒径の１／５０～１／２であるこ
とが好ましい。ここで、銀粉が塊状であるとは、通常のやり方にしたがって銀粒子を還元
析出させたままの形状のものをいう。
　その他、この脂肪酸付着銀被覆銅粉（Ｃ１、Ｃ２）の詳細については、上述したとおり
である。
【００５８】
　銀被覆銅粉と銀粉を分散、混合する方法としては、上述した混合導電粉を製造するとき
と同様に、ボールミル、ロッキングミル、Ｖブレンダー、振動ミル等の回転または振動エ
ネルギーを使用する方法が使用できる。銀被覆銅粉を分散媒体として使用して、凝集して
いる微小な銀粉を解粒と同時に分散させることが好ましく、その装置、方法については特
に制限はない。
【００５９】
　樹脂バインダ（バインダ）とは、樹脂を含むバインダである。必要に応じて添加剤や溶
剤が添加された樹脂組成物となっており、その組成は特に限定されない。組成物の場合、
配合成分が均一に混合された状態であることが好ましい。含まれる樹脂をバインダと呼ぶ
場合もある。
【００６０】
　樹脂としては、各種の熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂等が使用され、必要に応じてこれら
の硬化剤、カップリング剤、消泡剤等の添加物または溶剤と共に使用される。熱硬化性樹
脂であるエポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂を使用
する場合は、低粘度化のために、モノエポキサイド、ポリエチレングリコール等の可撓性
付与剤が併用される。
【００６１】
　フェノール樹脂はノボラック型、レゾール型等の公知の樹脂を用いることができる。レ
ゾール型フェノール樹脂については、そのメチロール基がアルコールでエーテル化されて
アルコキシ基になったものを使用すると、混合導電粉に活性な銅表面が露出した被覆銅粉
が含まれている場合に粘度が安定するので、好ましいバインダの一つである。
【００６２】
　エポキシ樹脂は、常温で液状のものを使用することが好ましい。常温で結晶化するエポ
キシ樹脂は液状のエポキシ樹脂と混合することで、結晶化を回避できる。常温で液状のエ
ポキシ樹脂とは、たとえば常温で固形のものでも常温で液状のエポキシ樹脂と混合するこ
とで、常温で安定して液状となるものも含む。ここで、常温とは約２５℃を意味する。
【００６３】
　エポキシ樹脂としては公知のものが用いられ、分子中にエポキシ基を２個以上含有し、
三次元構造を形成しうる化合物であればよい。たとえば、ビスフェノールＡ、ビスフェノ
ールＡＤ、ビスフェノールＦ、ノボラック、クレゾールノボラック類とエピクロルヒドリ
ンとの反応により得られるポリグリシジルエーテル、ジヒドロキシナフタレンジグリシジ
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
ルエーテル等の脂肪族エポキシ樹脂や、ジグリシジルヒダントイン等の複素環式エポキシ
樹脂、ビニルシクロヘキセンジオキサイド、ジシクロペンタンジエンジオキサイド、アリ
サイクリックジエポキシアジペイトのような脂環式エポキシ樹脂が挙げられる。これらの
エポキシ樹脂は、単独で、または２種以上を混合して用いることができる。
【００６４】
　エポキシ樹脂の硬化剤としては、たとえば、メンタンジアミン、イソホロンジアミン、
メタフェニレンジアミン、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン、メ
チレンジアニリン等のアミン類；無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット
酸、無水コハク酸、テトラヒドロ無水フタル酸等の酸無水物；イミダゾール、ジシアンジ
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アミド等の化合物系硬化剤；ポリアミド樹脂、尿素樹脂等の樹脂系硬化剤が用いられる。
これらを、必要に応じて、潜在性アミン硬化剤等の硬化剤と併用して用いてもよく、また
３級アミン、イミダゾール類、トリフェニルホスフィン、テトラフェニルホスフェニルボ
レート等の、一般にエポキシ樹脂とフェノール樹脂との硬化促進剤として知られている化
合物を添加してもよい。
　これらの硬化剤の含有量は、導電ペーストの硬化物のガラス転移点（Ｔｇ）の点で、エ
ポキシ樹脂１００重量部に対して０．１～３０重量部の範囲であることが好ましく、１～
１０重量部の範囲であることがさらに好ましい。
【００６５】
　樹脂バインダには、必要に応じて可撓性付与剤が用いられる。可撓性付与剤は、公知の
ものを用いることができ、たとえば、分子量中にエポキシ基を１個だけ有するモノエポキ
サイドとして、ｎ－ブチルグリシジルエーテル、バーサティック酸グリシジルエーテル、
スチレンオキサイド、エチルヘキシルグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル
、クレジルグリシジルエーテル、ブチルフェニルグリシジルエーテル等のような通常のモ
ノエポキシ樹脂が挙げられる。これらの可撓性付与剤は、単独で、または２種以上を混合
して用いることができる。
【００６６】
　樹脂バインダには、上記の材料以外に必要に応じて、チキソ剤、カップリング剤、消泡
剤、粉末表面処理剤、沈降防止剤等を配合することができる。必要に応じて添加されるこ
れら添加剤の含有量は、導電ペーストに対して、それぞれ、０．０１～１重量％の範囲で
あることが好ましく、０．０３～０．５重量％の範囲であることがさらに好ましい。
【００６７】
　一般に穴埋め用の導電ペーストの場合、スルーホール内でのボイドの発生は好ましくな
いので、この用途に用いる場合には、溶剤を含まない無溶剤型の樹脂を用いることが好ま
しく、または、ペースト中の溶剤の含有量が２重量％以下となるような低溶剤型の樹脂を
用いることが好ましい。つまり、導電性ペースト中の溶剤の含有量は、２重量％以下であ
ることが好ましい。無溶剤型の樹脂として、具体的には、エポキシ樹脂を用いることが好
ましい。
【００６８】
　溶剤を含有している導電ペーストは、溶剤を含有していない導電ペーストより、印刷塗
布したときと、熱処理を行い硬化させた後とで、溶剤を含んでいる分だけ導電ペーストの
体積減少量が大きい。また、熱処理を行う過程で、溶剤を含む導電ペーストのほうが、導
電ペーストの粘度が一時的に大きく低下し、導電ペーストに含まれている導電粉が導電体
層内で緻密になる。
　これらのことから、基板の表面に、基板に平行な面状または線状の回路を形成する目的
で使用されるペーストの場合には、溶剤の乾燥を緩やかに行うことができれば、溶剤を含
有している導電ペーストのほうが、溶剤を含有していないものよりも、導電性を良好にで
き、そのバラツキも少なくできる場合がある。すなわち、回路形成用の導電ペーストの場
合は、溶剤を含有させることにより導電性が向上し、バラツキも小さくなるので、溶剤を
含有するほうが好ましいことがある。
【００６９】
　導電ペーストの作製に使用される溶剤は、熱処理を行う際の一時的な導電ペーストの粘
度低下が大きい溶剤が好ましく、酢酸ブチルの蒸発速度を１００とした場合に蒸発速度が
０を含まず２８以下の範囲である溶剤が好ましく、沸点が１５０～２６０℃の範囲である
溶剤が好ましい。具体的には、ジプロピレングリコールメチルエーテル、ジプロピレング
リコールエチルエーテル、ジプロピレングリコールブチルエーテル、ジプロピレングリコ
ールイソプロピルメチルエーテル、ジプロピレングリコールイソプロピルエチルエーテル
、トリプロピレングリコールメチルエーテル、プロピレングリコールターシャリーブチル
エーテル、プロピレングリコールエチルエーテルアセテート、エチレングリコールエチル
エーテルアセテート、エチレングリコールブチルエーテル、ジエチレングリコールメチル
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エーテル、トリエチレングリコールメチルエーテル、ジエチレングリコールエチルエーテ
ル、エチレングリコールブチルエーテル、ジエチレングリコールブチルエーテル、３－メ
チル－３－メトキシブタノール、３－メチル－３－メトキシブチルエーテル、乳酸エチル
、乳酸ブチル等が例示できる。
【００７０】
　以上のような成分を含む導電ペーストの固形分に対し、混合導電粉の配合割合は、導電
性の観点から８５重量％以上であることが好ましく、得られるペーストの粘度に鑑み９６
重量％以下であることが好ましく、したがって、樹脂バインダの配合割合は４～１５重量
％であることが好ましい。混合導電粉が９０～９６重量％および樹脂バインダが４～１０
重量％の範囲がより好ましく、混合導電粉が９２～９６重量％および樹脂バインダが４～
８重量％の範囲がさらに好ましい。ペーストの粘度が高くなりすぎると、導電ペーストの
接着力および強度が低下し、信頼性が劣る場合がある。
　導電粉の充填密度が低い場合は、導電粉を高い含有率で含むペーストを製造しようとし
ても、粘度が極めて高くばさばさの状態になって、ペースト化できないという問題がある
が、本発明では、高充填率の混合導電粉を使用するので、８５重量％以上、さらには９０
重量％以上という高含有率で導電粉を含有するペーストを作成することができる。
【００７１】
　混合導電粉と樹脂バインダを用いてペースト化する方法については何ら制限はなく、自
動乳鉢、らいかい機、プラネタリーミキサー等のような撹拌混合機や、３本ロールミル、
または、容器を自転させながら公転させ、容器内の物質を混合させながら脱泡させる混合
機などが使用でき、これらを組み合わせて分散、混合してもよい。たとえば、撹拌式の混
合機で実質的に混合し、３本ロールミルで分散を仕上げるような方法である。ただし、混
合導電粉を９２重量％以上含有するような高含有率のペーストを３本ロールミル処理する
と、３本ロールミルのギャップが数十～百μｍの場合でも高充填された粒子同士が３本ロ
ールミルにより圧接されてしまい、粒子の変形や大粒子と小粒子の一体化などが惹起され
、ペーストの粘度上昇が起きる恐れがあるので、高含有率のペーストを作成する場合は、
３本ロールミルを使用せず、らいかい機等を使用することが好ましい。
【００７２】
　導電ペーストの用途としては、何ら限定はされないが、高充填密度の導電粉を含むペー
ストであるので、特に、電子材料分野において導電性や熱伝導性を必要とする箇所に好ま
しく使用することができる。具体的には、印刷配線板や電子部品等の配線層（導電層）、
電気（導電）回路または電極の形成、あるいは、導電接着剤または熱伝導接着剤、導電シ
ート材料または熱伝導シート材料等として、好ましく使用できる。
【００７３】
　導電ペーストを用いて導電回路を形成する方法の一例を示す。図１に示すように、導電
ペーストを、基材（基板）３の表面に塗布し、または、スルーホール４に充填して、導電
層１を形成することができる。図１において、２は銅箔、５は絶縁層である。
　このような孔埋め導電ペーストをスルーホール内に充填して層間接続を行う場合、小さ
い孔でありながら高導電性を必要とするため、高導電率のペーストを孔にすき間なく埋め
込む必要がある。本発明の導電ペーストは、高充填密度で導電粉を含むにもかかわらず適
正な粘度および流動性と備えているので、孔への充填性と導電性の双方を良好に満たすこ
とができる。
【００７４】
　導電ペーストを導電接着剤として使用する場合、自動機で注射器状のシリンジを押して
導電接着剤を所望の位置に所望量供給し、次いで別の位置に供給することが行われている
が、この場合、導電接着剤のチキソ性が高くないとペーストが糸引き状態になり、不要な
部分に導電接着剤が塗布されるトラブルが発生する。これに対し、本発明の導電ペースト
は、微粉（小粒子）を併用した高充填の混合導電粉を含むため、チキソ性が高く、良好に
供給することができる。
【００７５】
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　導電ペーストを、放熱を必要とする部品同士を接着するための熱伝導性接着剤として使
用する場合、従来、導電粉の充填密度が低いために、貫層方向の熱伝導性は高くなるが沿
面方向の熱伝導性は高い場合もあるが低い場合もあって、ばらついてしまうという欠点が
あった。これに対し、本発明の導電ペーストは、高充填率で導電粉を含むので、等方性が
得られ、このようなばらつきを防止することができる。
【００７６】
＜導電ペーストの製造法＞
　導電ペーストの製造法は、複数種の導電粉を含む導電ペーストの製造法であり、複数種
の導電粉が実質的に均一に混合されてなる混合導電粉を準備すること；およびこの混合導
電粉と樹脂バインダとを混合することを含んでいる。この方法により、混合に要する時間
が短く、容易かつ簡便に複数種の導電粉をペースト化することができる。
　つまり、複数種の導電粉を含む導電ペーストを製造するにあたり、従来のように、樹脂
バインダ中に、導電粉Ｘ、Ｙを順次混合していくのではなく、予め導電粉Ｘ、Ｙのドライ
ブレンドを調製し、それを樹脂バインダと混合するようにするのが、この方法の特徴であ
る。本発明者は、予め所望の粒子同士を実質的に均一に混合し、これを樹脂バインダと混
合することにより、樹脂バインダとの混合の際に混合機から受ける外力で粒子が受ける損
傷を最小限にとどめ、再現性よく、短時間で容易にペーストを製造することができること
をつきとめたのである。
【００７７】
　用いる混合導電粉は、相対充填密度６８％以上のものであることが好ましく、上記混合
導電粉、または、上記混合導電粉の製造法により得られる混合導電粉であることがさらに
好ましい。
　得られる導電ペースト中の混合導電粉の含有量は８５～９６重量％であることが好まし
い。
　得られる導電ペースト中の溶剤の含有量は、乾燥硬化の作業性に鑑み、２重量％以下で
あることが好ましい。このように溶剤の含有量が少ない導電ペーストは、乾燥工程の制約
を受け難いので、たとえばビアホールのような箇所への充填に特に適している。
【００７８】
　分散・混合には、混合導電粉と樹脂バインダとのペースト化に用いられる、上述した公
知の混合機を使用できる。上記と同様、複数の機械を組み合わせて、分散、混合してもよ
い。ただし、この場合でも、導電粉同士を均一に分散した混合導電粉を用いることにより
、数種類の導電粉をバインダに順次添加して分散させる場合に比較して、処理時間を大幅
に短縮できる。
【００７９】
＜シート＞
　シートは、相対充填密度が６８％以上である混合導電粉と樹脂バインダとを含み、混合
導電粉の配合割合が８５～９６重量％のものである。このシートには、高充填化された混
合導電粉が高配合割合で含まれているので、導電性および熱伝導性に優れているとともに
、沿面方向の粒子同士の接触も良好で、沿面方向の導電性および熱伝導性にも優れている
。したがって、このシートは、導電シートまたは熱伝導シート等として好ましく使用する
ことができる。
【００８０】
　含まれる混合導電粉は、上記混合導電粉、あるいは、混合導電粉の製造法により得られ
る混合導電粉であることが好ましい。
　シートは、上記導電ペーストを用いて得られるシートであることも好ましい。
　シートの厚みは、取り扱いの容易さや、薄いほど熱伝導は良好になることに鑑み、１５
～１００μｍ程度であることが好ましく、１５～５０μｍ程度であればさらに好ましい。
【００８１】
　樹脂バインダに用いられる樹脂は、シートの用途に応じて適宜選択することが好ましい
。たとえば、混合導電粉と均一混合後に樹脂を半硬化状態とし、接合する２つの部品同士
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を接着させたのち加熱などにより樹脂を硬化させる場合には、エポキシ樹脂等の熱硬化性
樹脂を硬化剤とともに使用することが好ましい。また、ゴム状に硬化できる樹脂を使用す
る場合は、接合する部品同士の接着面が平坦でない場合に、両部品の接合面間にシートを
置いて部品同士を強く押し付けることにより両面の接触効率を向上させることができる。
また、シリコーンゴムをバインダとすると、平滑な面に対して付着する力があるため、熱
硬化性樹脂をバインダとする場合に比べて容易にシートを剥離することができ、部品を取
り替える場合には容易である。樹脂バインダは無溶剤であることが望ましいが、溶剤を含
み低粘度化された樹脂バインダを用い、塗工後に含有する溶剤を乾燥除去するようにして
もよい。
　樹脂の例としては、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂等の熱硬化性樹脂や、無溶剤型の
シリコーン樹脂、溶剤型のニトリルゴム、アクリロニトリルゴム等が挙げられる。樹脂バ
インダは、さらに、必要に応じてその脱泡剤、カップリング剤等の添加剤を含んでいても
よい。その他、樹脂バインダの詳細は、上述のとおりである。
【００８２】
　なかでも、無溶剤型および実質的に無溶剤型のシリコーン樹脂を用いることにより、シ
ート化した際に、しなやかであり、かつ平滑な面に対して粘着性を呈するシートが得られ
るので、使用時の作業性が良く好ましい。さらに、シリコーン樹脂を使用することにより
、このシートで部品の仮接着ができるので、接着後に部品の交換が必要となった場合など
に、容易にリペア作業を行うことができる。
　ここで、樹脂が実質的に無溶剤型であるとは、ペーストをフィルム上に塗工した後に、
溶媒を除去する工程を必要としない程度の微量の溶媒を含有するものを含む。
【００８３】
　このシートは、たとえば、混合導電粉と樹脂バインダとを含むペーストを剥離性を有す
る任意の基材上に塗布し、必要に応じてペーストが含む溶剤を除去して乾燥させ、さらに
必要に応じて樹脂を硬化または半硬化させることにより、容易に製造できる。より具体的
には、後述するフィルム付シートの製造法を用いて、好ましく製造できる。
【００８４】
＜フィルム付シート＞
　フィルム付シートは、上記シートと、そのシートの少なくとも一方の面に剥離可能なフ
ィルムが積層されたものであり、フィルム付熱伝導シート等として好ましく使用できる。
【００８５】
　具体的には、フィルム付シート１０は、図２にその断面を模式的に示すように、シート
１１と、シート面に積層された剥離可能なフィルム１２とを含む。
　図には示されていないが、このフィルム付シートは、その他の層が積層された３層以上
の多層構造であってもよい。たとえば、剥離可能なフィルム（剥離フィルム）１２がシー
ト１１の両面に積層されて、３層構造となっていてもよい。剥離フィルム以外の層、たと
えば、接着力を高めるために、シリコーンゴムをバインダとするシート上に、熱硬化性樹
脂であるエポキシ樹脂をバインダとする接着層が積層されていてもよい。
【００８６】
　剥離可能なフィルム１２は、厚さの薄いものを取り扱う際の基材として使用できるフィ
ルムであって、混合導電粉と樹脂バインダを含むペーストからなるシート、たとえばこの
ペーストをゴム状に硬化したシートを保持でき、かつ、シートを目的物に張り付けた後に
シートから剥離できるフィルムであればよく、その材料などに何ら制限はない。
　剥離フィルム１２の厚さは薄くて足り、剥離作業性等に鑑み、１５～３０μｍ程度が好
ましい。剥離フィルムの平滑性は、作製したフィルム付シートの剥離フィルムを剥離した
面が、放熱を必要とする部品等と十分に接着できる程度に滑らかであればよい。
【００８７】
＜フィルム付シートの製造法＞
　フィルム付シートの製造法は、相対充填密度が６８％以上である混合導電粉を準備する
こと；前記混合導電粉と樹脂バインダを混合して前記混合導電粉を８５～９６重量％含む
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ペーストを調製すること；および剥離可能なフィルム上に前記ペーストを塗工して層を形
成すること、を含んでいる。
　必要に応じて、ペーストを塗工してグリーンシート化した後に、ペーストが含有する溶
剤を除去する工程、および、ペースト中の樹脂を硬化または半硬化させる工程、のいずれ
か一方または双方を含んでいてもよい。必要に応じて、グリーンシート化した後に、さら
に別の剥離フィルムをシートに積層して３層構造としてもよい。
【００８８】
　混合導電粉としては、上記混合導電粉、または、上記混合導電粉の製造法により得られ
る混合導電粉を好ましく用いることができる。
　あるいは、上記導電ペーストを剥離可能なフィルム上に塗工してフィルム付シートを製
造することも、好ましい方法である。
　樹脂バインダとしては、上記シートに関して説明したように、実質的に無溶剤型のシリ
コーン樹脂を含むものが好ましい。
【００８９】
　具体的には、剥離可能なフィルム上に塗工するペーストとしては、たとえば所定量のシ
リコーン樹脂と、硬化剤と、相対充填密度が６８％以上の混合導電粉とを均一混合して作
製する。混合方法は、これらの配合成分が均一に混合できる方法であればよい。一般に、
攪拌機、らいかい機、乳鉢等を利用することができる。溶剤型のゴムを樹脂バインダとす
る場合も同様である。
【００９０】
　ペーストの塗工方法としては、均一に塗工できればいかなる方法であってもよく、通常
、ブレード塗工、バー塗工が利用できる。溶剤の乾燥除去、あるいは、樹脂の硬化または
半硬化のための加熱方法は、特に制限されることはなく、温風加熱によるほか、無溶剤型
のバインダを使用する場合には、ロール巻きした後に加熱炉中に載置するなどの方法を利
用することができる。無溶剤型のシリコーン樹脂で硬化を必要とする場合、加熱温度は８
０～１２０℃が好ましい。
【００９１】
＜フィルム付シートの固着方法＞
　フィルム付シートの固着方法は、シートの両面に剥離フィルムが積層された上記フィル
ム付シートを用いるものであり、このフィルム付シートを打ち抜き加工すること；打ち抜
いたフィルム付シートの片面のフィルムのみを剥離し、現れたシート面を部品上に接着す
ること；およびもう片面のフィルムを剥離し、現れたシート面に別の部品を接着して両部
品間にシートを挟むこと、を含んでいる。
【００９２】
　以下にこの固着方法の一実施形態を、図３を参照しつつ説明する。まず、剥離フィルム
１２，１２が両面に積層されたフィルム付シート１０を準備して、金型などを用いて所望
の形状に打ち抜き加工する。図３（Ａ）は、打ち抜かれたシート１０の断面図を示す。図
には示していないが、フィルム付シート１０の周辺部に突起部（タブ状）を設けると、フ
ィルム付シート張り付け後の剥離フィルムの剥離作業を、このタブを用いて容易に行うこ
とができる。
【００９３】
　次に、図３（Ｂ）に示すように、打ち抜いたフィルム付シート１０の片面の剥離フィル
ム１２のみを剥離し、現れたシート１１面を部品２０上に接着する。ここで、部品の接着
は、剥離フィルムを剥がしながら行っても、完全に剥がしてから行ってもどちらでもよい
。部品は、放熱や導電性を必要とするものであれば、何れの部品であってもよい。特に、
サイリスタのような発熱する電子部品とこれらを設置する放熱部品（放熱フィン）間など
の接着に利用することができる。
　続いて、図３（Ｃ）に示すように、もう片面の剥離フィルム１２を剥離し、現れたシー
ト１１面に別の部品２１を接着して両部品２０，２１間にシート１１を挟むようにする。
【００９４】
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＜実施例＞
　以下、本発明を実施例により説明する。以下の実施例において、平均粒径は、マスター
サイザー（マルバン社製）を用いて測定した。タップ密度は、タップデンサー（セイシン
企業、ＫＹＴ－１０００型）を用いて測定した。粒子の厚みとアスペクト比は、特に断り
書きがない限り、平均粒径および比表面積から算出した値であり、粒子の相対充填密度は
、タップ密度から算出した値である。以下の例で使用した球状粒子とは、実質的に球状の
粒子を意味する。導体のシート抵抗は、抵抗測定器を用いて測定した。ペーストの粘度は
、ブルックフィールド社製ＨＶＴ型またはＲＶＴ型粘度計を用いて測定し、チキソトロピ
ックインデックスは、ずり速度が１０倍異なる粘度の比から算出した。
【００９５】
　特に断り書きがない限り、Ｖブレンダーは内容積が２リットルのものを、ボールミルは
内径が２００ｍｍ、長さが２００ｍｍのものを、ロッキングミルは内容積が２リットルの
ものを、プラネタリー・ミキサーは内容積が２リットルのものを、それぞれ使用した。導
電粉の混合は、特に断り書きがない限り、ビーズを使用せずに、粒子同士で凝集している
粒子の解粒と互いの混合とを行うようにした。
【００９６】
実施例１
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、平均粒径１５μｍ、比表面積０．１１ｍ２／
ｇ、相対充填密度６３％、粒子厚さ２．３μｍ、アスペクト比６．７の銀粉を使用した。
球状粒子として、凝集しているが一次粒径が１．１μｍで、アスペクト比１．２、相対充
填密度５４％の銀粉を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は約１４であった。
【００９７】
　上記の鱗片状粒子６０重量部と球状粒子４０重量部をＶブレンダーで９６時間混合し、
球状粒子の解粒と両者の均一分散を行って、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の
体積比は６０：４０であり、混合導電粉のタップ密度は７．７６ｇ／ｃｍ３、相対充填密
度は７４％であった。
【００９８】
実施例２
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、平均粒径２３μｍ、比表面積０．０９ｍ２／
ｇ、相対充填密度５７％、粒子厚さ２．６μｍ、アスペクト比８．９の銀粉を使用した。
球状粒子として、凝集しているが一次粒径が１．０μｍで、アスペクト比１．１、相対充
填密度５０％の銀粉を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は２３であった。
【００９９】
　上記の鱗片状粒子５５重量部と球状粒子４５重量部を、Ｖブレンダーを用いて９６時間
分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は５５：４５であり、混
合導電粉のタップ密度は７．５５ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７２％であった。
【０１００】
実施例３
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、平均粒径９μｍ、比表面積０．１２ｍ２／ｇ
、相対充填密度６２％、粒子厚さ２．５μｍ、アスペクト比３．７の銀粉を使用した。球
状粒子として、凝集しているが一次粒径が１．３μｍで、アスペクト比１．０、相対充填
密度５７％の銀粉を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は約７であった。
【０１０１】
　上記の鱗片状粒子８０重量部と球状粒子２０重量部を、ボールミルを用いて６０時間混
合し、球状粒子の解粒と両者の均一分散を行って、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状
粒子の体積比は８０：２０であり、混合導電粉のタップ密度は７．３４ｇ／ｃｍ３、相対
充填密度は７０％であった。
【０１０２】
実施例４
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、平均粒径１７μｍ、比表面積０．１１ｍ２／



(19) JP 4677900 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

ｇ、相対充填密度５９％、粒子厚さ２．２μｍ、アスペクト比７．８の銀粉を使用した。
球状粒子として、凝集しているが一次粒径が０．８μｍで、アスペクト比１．１、相対充
填密度４５％の銀粉を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は約２１であった。
【０１０３】
　上記の鱗片状粒子８０重量部と球状粒子２０重量部を、ロッキングミルで３６時間混合
し、球状粒子の解粒と両者の均一分散を行って、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒
子の体積比は８０：２０であり、混合導電粉のタップ密度は７．２４ｇ／ｃｍ３、相対充
填密度は６９％であった。
【０１０４】
実施例５
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、平均粒径１６μｍ、比表面積０．０９ｍ２／
ｇ、相対充填密度６３％、粒子厚さ２．９μｍ、アスペクト比５．６の銀粉を使用した。
球状粒子として、凝集しているが一次粒径が１．０μｍで、アスペクト比１．１、相対充
填密度４８％の銀粉を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は１６であった。
【０１０５】
　上記の鱗片状粒子７０重量部と球状粒子３０重量部を、Ｖブレンダーを用いて９６時間
分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は７０：３０であり、混
合導電粉のタップ密度は７．７８ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７４％であった。
【０１０６】
実施例６
　実施例５で使用した鱗片状銀粉７０重量部を用い、球状粒子として、実施例４で使用し
た球状銀粉２０重量部と実施例５で使用した球状銀粉１０重量部を使用した。鱗片状粒子
と球状粒子の粒径比は、実施例４で使用した球状銀粉の場合は２０であり、実施例５で使
用した球状銀粉の場合は１６であった。
【０１０７】
　上記の各粒子を、ボールミルを用いて６０時間分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状
粒子と球状粒子の体積比は７０：３０であり、混合導電粉のタップ密度は７．８０ｇ／ｃ
ｍ３、相対充填密度は７４％であった。
【０１０８】
実施例７
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、平均粒径１６μｍ、比表面積０．０８ｍ２／
ｇ、相対充填密度６３％、粒子厚さ３．４μｍ、アスペクト比４．６の銀粉を使用した。
球状粒子として、実施例５で使用した球状銀粉を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径
比は１６であった。
【０１０９】
　上記の鱗片状粒子７０重量部と球状粒子３０重量部を、Ｖブレンダーを用いて９６時間
分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は７０：３０であり、混
合導電粉のタップ密度は７．９７ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７６％であった。
【０１１０】
実施例８
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、実施例７で使用した鱗片状銀粉を使用した。
球状粒子として、凝集しているが一次粒径が０．７μｍで、アスペクト比１．１、相対充
填密度４５％の銀粉を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は約２３であった。
【０１１１】
　上記の鱗片状粒子７０重量部と球状粒子３０重量部を、Ｖブレンダーを用いて９６時間
分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は７０：３０であり、混
合導電粉のタップ密度は７．３４ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７０％であった。
【０１１２】
実施例９
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、平均粒径１８μｍ、比表面積０．０６ｍ２／
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ｇ、相対充填密度６４％、粒子厚さ４．９μｍ、アスペクト比３．７の銀粉を使用した。
球状粒子として、凝集しているが一次粒径が１．０μｍで、アスペクト比１．１、相対充
填密度５３％の銀粉を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は１８であった。
【０１１３】
　上記の鱗片状粒子６５重量部と球状粒子３５重量部を、Ｖブレンダーを用いて９６時間
分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は６５：３５であり、混
合導電粉のタップ密度は８．０８ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７７％であった。
【０１１４】
実施例１０
　実施例５で使用した鱗片状銀粉と、実施例２で使用した球状銀粉を使用した。鱗片状粒
子と球状粒子の粒径比は１６であった。
【０１１５】
　上記の鱗片状粒子９５重量部と球状粒子５重量部を、Ｖブレンダーを用いて１２０時間
分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は９５：５であり、混合
導電粉のタップ密度は７．３２ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７０％であった。
【０１１６】
比較例１
　実施例５で使用した鱗片状銀粉４０重量部と実施例５で使用した球状銀粉６０重量部を
、Ｖブレンダーを用いて９６時間分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子
の体積比は４０：６０であり、混合導電粉のタップ密度は６．８２ｇ／ｃｍ３、相対充填
密度は６５％であった。
【０１１７】
比較例２
　実施例５で使用した鱗片状銀粉２０重量部と実施例５で使用した球状銀粉８０重量部を
、Ｖブレンダーを用いて９６時間分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子
の体積比は２０：８０であり、混合導電粉のタップ密度は５．９５ｇ／ｃｍ３、相対充填
密度は５７％であった。
【０１１８】
比較例３
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、平均粒径１０μｍ、比表面積１．０ｍ２／ｇ
、相対充填密度４１％、粒子厚さ０．２μｍ、アスペクト比５１の銀粉を使用した。球状
粒子として、実施例５で使用した球状銀粉を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は
１０であった。
【０１１９】
　上記の鱗片状粒子７０重量部と球状粒子３０重量部を、ロッキングミルを用いて３６時
間分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は７０：３０であり、
混合導電粉のタップ密度は４．７２ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は４５％であった。
【０１２０】
比較例４
　鱗片状粒子として、実施例４で使用した鱗片状粒子を使用した。球状粒子として、凝集
しているが一次粒径が５．０μｍ、アスペクト比１．１、相対充填密度５２％の銀粉を使
用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は３．４であった。
【０１２１】
　上記の鱗片状粒子６５重量部と球状粒子３５重量部を、Ｖブレンダーを用いて９６時間
分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は６５：３５であり、混
合導電粉のタップ密度は６．０８ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は５８％であった。
【０１２２】
比較例５
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、平均粒径７μｍ、比表面積０．７ｍ２／ｇ、
相対充填密度４３％、粒子厚さ０．３μｍ、アスペクト比２４の銀粉を使用した。球状粒
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子として、実施例５で使用した球状銀粉を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は７
であった。
【０１２３】
　上記の鱗片状粒子６０重量部と球状粒子４０重量部を、ボールミルを用いて６０時間分
散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は６０：４０であり、混合
導電粉のタップ密度は５．２５ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は５０％であった。
【０１２４】
比較例６
　鱗片状粒子として、実施例１で使用した鱗片状銀粉を使用した。球状粒子として、凝集
しているが一次粒径が２．５μｍで、アスペクト比１．１、相対充填密度５２％の銀粉を
使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は６であった。
【０１２５】
　上記の鱗片状粒子６０重量部と球状粒子４０重量部を、ロッキングミルを用いて３６時
間分散させて、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は６０：４０であり、
混合導電粉のタップ密度は６．４ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は６１％であった
【０１２６】
（バインダの作製）
　アルコキシ基含有レゾール型フェノール樹脂（日立化成工業（株）試作品、アルコキシ
基の炭素数４、アルコキシ化率６５％、重量平均分子量１，２００）１０重量部、エポキ
シ当量１７０ｇ／ｅｑのビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（三井石油化学工業（株）製、
商品名エポミックＲ１１０）６０重量部、モノエポキサイド（旭電化工業（株）製、商品
名グリシロールＥＤ―５０９）２５重量部および２－フェニル－４－メチル－イミダゾー
ル（四国化成（株）製、商品名キュアゾール２Ｐ４ＭＺ）５重量部を均一に混合して、バ
インダを得た。
【０１２７】
（バインダとの混合－ペースト化その１）
　上記で得たバインダ９ｇに、上記の実施例１～１０および比較例１～６で得た各混合導
電粉をそれぞれ９１ｇ添加して混合し、ペースト化の状況を観察した。
　その結果、実施例１、５および６で得た混合導電粉を用いたものは、容易に均一に混合
することができ、ペースト化できた。得られたペーストをそれぞれ順に１Ａ、５Ａおよび
６Ａとした。実施例２、３、４、７および９で得た混合導電粉を用いたものは、やや粘度
が上昇したが均一に混合することができ、ペースト化することができた。実施例８および
１０で得た混合導電粉を用いたものは、均一に混合することがかなり困難であったが、ペ
ースト化することができた。
　しかしながら、比較例１～６で得た混合導電粉を用いたものは、いずれも均一に混合す
ることができず、ばさばさの状態になってしまった。
【０１２８】
（バインダとの混合－ペースト化その２）
　上記で得たバインダ５ｇに、溶剤としてエチルカルビトール２．０ｇを添加し、それに
上記の実施例１～１０および比較例１～６で得た各混合導電粉をそれぞれ９５ｇ添加し、
混合した。
　その結果、実施例１、５、６、７および９で得た混合導電粉を用いたものは、容易に均
一に混合することができ、ペースト化できた。得られたペーストのうち、実施例１、５お
よび６の混合導電粉を用いたものを、それぞれ１Ｂ、５Ｂおよび６Ｂとした。
【０１２９】
　実施例２、３、４、８および１０で得た混合導電粉を用いたものは、やや粘度が上昇し
たが均一に混合することができ、ペースト化することができた。
　一方、比較例１および２で得た混合導電粉を用いたものは、均一混合がかなり困難であ
り、溶剤をさらに２ｇ追加してやっと均一に混合することができた。比較例３、４、５お
よび６で得た混合導電粉を用いたものは、均一に混合することができず、ばさばさの状態
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であり、さらに溶剤を２ｇ追加しても均一に混合することはできなかった。
【０１３０】
（熱伝導率の測定）
　上記のペースト化その１およびその２で得たペーストのうち、バインダと容易に混合で
きた実施例１、５および６の各２シリーズの合計６ペースト（１Ａ、１Ｂ、５Ａ、５Ｂ、
６Ａおよび６Ｂ）を、ベーカーアプリケーターを使用して、表面を離型剤処理した厚さ０
．０５ｍｍのポリイミドフィルム上に、幅５０ｍｍおよび長さ１００ｍｍの短冊シート状
に塗工した。
【０１３１】
　次いで、１６０℃まで２℃／分で昇温し、１６０℃で３０分間保持し、さらに１８５℃
まで５℃／分で昇温し、１８５℃で３０分間保持して乾燥、硬化した。
　得られたシート状の硬化物について熱伝導率を測定した。その結果、１Ａ：２２ｗ／ｍ
・ｋ、１Ｂ：２８ｗ／ｍ・ｋ、５Ａ：２５ｗ／ｍ・ｋ、５Ｂ：３２ｗ／ｍ・ｋ、６Ａ：２
６ｗ／ｍ・ｋおよび６Ｂ：３１ｗ／ｍ・ｋの値が得られた。これらはいずれも、銅または
銀の熱伝導率の約１５％～２０％に相当し、十分に高いものであった。
【０１３２】
参考例１１
　実質的に単分散された球状粒子（大粒子）として、平均粒径１０μｍ、アスペクト比１
．０、相対充填密度６２％の銀粉を使用した。凝集している球状粒子（小粒子）として、
一次粒径１．１μｍ、アスペクト比１．１、相対充填密度５５％の銀粉を使用した。大粒
子と小粒子の粒径比は約９であった。
【０１３３】
　上記の大粒子５８重量部と小粒子４２重量部をＶブレンダーで１２０時間混合し、凝集
している小粒子の解粒と両者の均一分散を行って、混合導電粉を得た。大粒子と小粒子の
体積比は５８：４２であり、混合導電粉のタップ密度は７．７５ｇ／ｃｍ３、相対充填密
度は７４％であった。
【０１３４】
参考例１２
　実質的に単分散された球状粒子（大粒子）として、平均粒径１１μｍ、アスペクト比１
．０、相対充填密度６３％の銀粉を使用した。凝集している球状粒子（小粒子）として、
実施例５で使用した球状銀粉を使用した。大粒子と小粒子の粒径比は１１であった。
【０１３５】
　上記の大粒子５７重量部と小粒子４３重量部をＶブレンダーで１８０時間混合し、混合
導電粉を得た。大粒子と小粒子の体積比は５７：４３であり、混合導電粉のタップ密度は
７．８４ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７５％であった。
【０１３６】
参考例１３
　実質的に単分散された球状粒子（大粒子）として、平均粒径１２μｍ、アスペクト比１
．０、相対充填密度６４％の銀粉を使用した。凝集している球状粒子（小粒子）として、
一次粒径０．９μｍ、アスペクト比１．０、相対充填密度５５％の銀粉を使用した。大粒
子と小粒子の粒径比は約１３であった。
【０１３７】
　上記の大粒子７９重量部と小粒子２１重量部をボールミルで１８０時間混合し、凝集し
ている小粒子の解粒と両者の均一分散を行って、混合導電粉を得た。大粒子と小粒子の体
積比は７９：２１であり、混合導電粉のタップ密度は７．６３ｇ／ｃｍ３、相対充填密度
は７３％であった。
【０１３８】
参考例１４
　実質的に単分散された球状粒子（大粒子）として、平均粒径９μｍ、アスペクト比１．
０、相対充填密度６１％の銀粉を使用した。凝集している球状粒子（小粒子）として、実
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施例４で使用した球状銀粉を使用した。大粒子と小粒子の粒径比は約１１であった。
【０１３９】
　上記の大粒子７６重量部と小粒子２４重量部をロッキングミルで２５０時間混合し、凝
集している小粒子の解粒と両者の均一分散を行って、混合導電粉を得た。大粒子と小粒子
の体積比は７６：２４であり、混合導電粉のタップ密度は７．５７ｇ／ｃｍ３、相対充填
密度は７２％であった。
【０１４０】
参考例１５
　実質的に単分散された球状粒子（大粒子）として、平均粒径１２μｍ、アスペクト比１
．０、相対充填密度６３％の銀粉を使用した。凝集している球状粒子（小粒子）として、
一次粒径１．０μｍ、アスペクト比１．１、相対充填密度５２％の銀粉を使用した。大粒
子と小粒子の粒径比は１２であった。
【０１４１】
　上記の大粒子６８重量部と小粒子３２重量部をＶブレンダーで２４０時間混合し、混合
導電粉を得た。大粒子と小粒子の体積比は６８：３２であり、混合導電粉のタップ密度は
７．８７ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７５％であった。
【０１４２】
参考例１６
　実質的に単分散された球状粒子（大粒子）として、平均粒径６μｍ、アスペクト比１．
０、相対充填密度６２％の銀粉を使用した。凝集している球状粒子（小粒子）として、参
考例１５で使用した凝集している球状銀粉を使用した。大粒子と小粒子の粒径比は６であ
った。
【０１４３】
　上記の大粒子７５重量部と小粒子２５重量部をＶブレンダーで２６４時間混合し、混合
導電粉を得た。大粒子と小粒子の体積比は７５：２５であり、混合導電粉のタップ密度は
７．４２ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７１％であった。
【０１４４】
参考例１７
　実質的に単分散された球状粒子（大粒子）として、参考例１６で使用した大粒子を使用
した。凝集している球状粒子（小粒子）としては、一次粒径０．８μｍ、アスペクト比１
．１、相対充填密度４８％の銀粉を使用した。大粒子と小粒子の粒径比は７．５であった
。
【０１４５】
　上記の大粒子７３重量部と小粒子２７重量部をＶブレンダーで１８０時間混合し、混合
導電粉を得た。大粒子と小粒子の体積比は７３：２７であり、混合導電粉のタップ密度は
７．４１ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７１％であった。
【０１４６】
参考例１８
　実質的に単分散された球状粒子（大粒子）として、参考例１６で使用した大粒子を使用
した。凝集している球状粒子（小粒子）としては、参考例１７で使用した小粒子を使用し
た。大粒子と小粒子の粒径比は７．５であった。
【０１４７】
　上記の大粒子６１重量部と小粒子３９重量部をＶブレンダーで１８０時間混合し、混合
導電粉を得た。大粒子と小粒子の体積比は６１：３９であり、混合導電粉のタップ密度は
７．２６ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は６９％であった。
【０１４８】
比較例７
　参考例１１で使用した大粒子６１重量部と参考例１１で使用した小粒子３９重量部をＶ
ブレンダーで０．０５時間混合し、混合導電粉を得た。大粒子と小粒子の体積比は６１：
３９であり、混合導電粉のタップ密度は６．３７ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は６１％であ
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った。
【０１４９】
比較例８
　参考例１２で使用した大粒子２８重量部と参考例１２で使用した小粒子７２重量部をＶ
ブレンダーで０．１時間混合し、混合導電粉を得た。大粒子と小粒子の体積比は２８：７
２であり、混合導電粉のタップ密度は５．６８ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は５４％であっ
た。
【０１５０】
比較例９
　参考例１６で使用した大粒子３３重量部と参考例１６で使用した小粒子６７重量部をＶ
ブレンダーで１時間混合し、混合導電粉を得た。大粒子と小粒子の体積比は３３：６７で
あり、混合導電粉のタップ密度は５．６２ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は５４％であった。
【０１５１】
比較例１０
　参考例１６で使用した大粒子５８重量部と参考例１６で使用した小粒子４２重量部をＶ
ブレンダーで０．１時間混合し、混合導電粉を得た。大粒子と小粒子の体積比は５８：４
２であり、混合導電粉のタップ密度は５．８４ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は５６％であっ
た。
【０１５２】
比較例１１
　参考例１６で使用した大粒子９３ｇと参考例１２で使用した小粒子２０７ｇを、直径が
０．２ｍｍのジルコニアビーズ２ｋｇと共に内容積が２リットルのボールミルに入れて２
時間回転させて混合し、混合導電粉を得た。大粒子と小粒子の体積比は３１：６９であり
、混合導電粉のタップ密度は５．９０ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は５６％であった。
【０１５３】
（バインダの作製とペースト化）
　上記ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（商品名エポミックＲ１１０）５５重量部、上記
モノエポキサイド（商品名グリシロールＥＤ―５０９）４０重量部、上記２－フェニル－
４－メチル－イミダゾール（商品名キュアゾール２Ｐ４ＭＺ）５重量部を均一に混合して
、バインダを得た。
【０１５４】
　得られたバインダ９ｇに、上記参考例１１～１８および比較例７～１１で得た各混合導
電粉をそれぞれ９１ｇ添加し、混合した。
　その結果、参考例１１～１８の混合導電粉を用いたものは均一に混合でき、ペースト化
することができた。一方、比較例７～１１の混合導電粉はペーストにならず、すなわち、
均一に混合することができず、粘度が極めて高いばさばさの固まりになってしまった。
【０１５５】
実施例１９
　実質的に単分散された粒子（大粒子）として、実施例１で使用した鱗片状銀粉を使用し
た。凝集している粒子（小粒子）として、参考例１１で使用した球状銀粉を使用した。鱗
片状銀粉と球状銀粉の粒径比は約１４であった。
【０１５６】
　上記の鱗片状銀粉６０重量部と球状銀粉４０重量部をＶブレンダーで９６時間混合し、
混合導電粉を得た。鱗片状銀粉と球状銀粉の体積比は６０：４０であり、混合導電粉のタ
ップ密度は７．７６ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７４％であった。
【０１５７】
実施例２０
　実質的に単分散された粒子（大粒子）として、実施例２で使用した鱗片状銀粉を使用し
た。凝集している粒子（小粒子）として、実施例５で使用した球状銀粉を使用した。鱗片
状銀粉と球状銀粉の粒径比は２３であった。
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【０１５８】
　上記の鱗片状銀粉５５重量部と球状銀粉４５重量部をＶブレンダーで１９６時間混合し
、混合導電粉を得た。鱗片状銀粉と球状銀粉の体積比は５５：４５であり、混合導電粉の
タップ密度は７．５５ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７２％であった。
【０１５９】
参考例２１
　実質的に単分散された粒子（大粒子）として、球状銀被覆銅粉（日立化成工業（株）製
、商品名ＧＢ０５Ｋ、平均粒径５．５μｍ、アスペクト比１．０、相対充填密度６４％）
を使用した。この銀被覆銅粉は、銅粉に対して２０重量％の銀で銅粉を被覆し、銅粉の一
部および銀－銅合金が露出したもので、その表面に、脂肪酸であるステアリン酸を銀被覆
銅粉に対して０．１重量％付着させ（被覆し）、その後ボールで銀の被覆層を平滑化処理
して、実質的に解粒されたものである。凝集している粒子（小粒子）として、実施例５で
使用した球状銀粉を使用した。
【０１６０】
　上記球状銀被覆銅粉６８０ｇおよび球状銀粉３２０ｇを秤量し、内容積が３リットルの
ボールミルに入れて１００時間回転させて混合し、凝集粒子の解粒と両者の均一分散を行
って、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅粉と球状銀粉の体積比は７１：２９であり、混合
導電粉のタップ密度は６．７５ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７０％であった。
【０１６１】
　本実施例では、以下のようにしてアスペクト比を測定した。低粘度のエポキシ樹脂（ビ
ューラー社製）の主剤（Ｎｏ．１０－８１３０）８ｇと硬化剤（Ｎｏ．１０－８１３２）
２ｇを混合し、ここへ混合導電粉２ｇを混合してよく分散させ、そのまま２５℃で真空脱
泡した後、１０時間２５℃の条件で静置して、粒子を沈降させ硬化させた。その後、得ら
れた硬化物を垂直方向に切断し、切断面を電子顕微鏡で１０００倍に拡大して、切断面に
現れた１５０個の粒子について長径／短径を求め、それらの平均値をもって、アスペクト
比とした。なお、短径は沈降方向であり、長径は沈降方向に直角な方向である。
【０１６２】
参考例２２
　実質的に単分散された粒子（大粒子）として、球状銀被覆銅粉（日立化成工業（株）製
、商品名ＧＢ１０Ｋ、平均粒径１１．８μｍ、アスペクト比１．０、相対充填密度６４％
）を使用した。この銀被覆銅粉は、銅粉に対して２０重量％の銀で銅粉を被覆し、銅粉の
一部および銀－銅合金が露出したもので、その表面に、脂肪酸であるステアリン酸を銀被
覆銅粉に対して０．１重量％付着させ（被覆し）、その後ボールで銀の被覆層を平滑化処
理して、実質的に解粒されたものである。凝集された粒子（小粒子）として、実施例５で
使用した球状銀粉を使用した。
【０１６３】
　上記球状銀被覆銅粉７００ｇおよび球状銀粉３２０ｇを秤量し、参考例２１と同様にし
てボールミルで混合し（ただし、時間は２００時間）、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅
粉と球状銀粉の体積比は７１：２９であり、混合導電粉のタップ密度は７．２１ｇ／ｃｍ
３、相対充填密度は７５％であった。
【０１６４】
実施例２３
　実質的に単分散された粒子（大粒子）として、鱗片状銀被覆銅粉（日立化成工業（株）
製、商品名ＭＡ１０Ｇ、平均粒径１３μｍ、比表面積０．０７ｍ２／ｇ、相対充填密度６
４％、粒子厚さ３．５μｍ、アスペクト比２．８）を使用した。この鱗片状のＭＡ粉は、
銅粉に対して２０重量％の銀で銅粉を被覆し、銅粉の一部および銀－銅合金が露出したも
ので、その表面に、脂肪酸であるステアリン酸を銀被覆銅粉に対して０．１重量％付着さ
せ（被覆し）、その後ボールで銀の被覆層を平滑化処理するとともに鱗片化処理して、実
質的に解粒されたものである。凝集された粒子（小粒子）として、一次粒径１．１μｍ、
アスペクト比１．０、相対充填密度４６％の球状銀粉を使用した。鱗片状のＭＡ粉と球状
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銀粉の粒径比は１２であった。
【０１６５】
　上記の鱗片状のＭＡ粉６５重量部と球状銀粉３５重量部をＶブレンダーで２５０時間混
合し、混合導電粉を得た。鱗片状のＭＡ粉と球状銀粉の体積比は６８：３２であり、混合
導電粉のタップ密度は７．０５ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７５％であった。
【０１６６】
比較例１２
　共に実施例１９で使用した鱗片状銀粉６０重量部と球状銀粉４０重量部をプラネタリー
・ミキサーに入れて２分間混合し、混合導電粉を得た。鱗片状銀粉と球状銀粉の体積比は
６０：４０であり、混合導電粉のタップ密度は６．１５ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は５９
％であった。
【０１６７】
比較例１３
　共に実施例２０で使用した鱗片状銀粉５５重量部と球状銀粉４５重量部をプラネタリー
・ミキサーに入れて２分間混合し、混合導電粉を得た。鱗片状銀粉と球状銀粉の体積比は
５５：４５であり、混合導電粉のタップ密度は５．７９ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は５５
％であった。
【０１６８】
比較例１４
　共に参考例２１で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ０５Ｋ）６８０ｇと球状銀粉３
２０ｇをプラネタリー・ミキサーに入れて２分間混合し、混合導電粉を得た。球状銀被覆
銅粉と球状銀粉の体積比は７１：２９であり、混合導電粉のタップ密度は５．４１ｇ／ｃ
ｍ３、相対充填密度は５６％であった。
【０１６９】
比較例１５
　共に参考例２２で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ１０Ｋ）６７０ｇと球状銀粉３
３０ｇをプラネタリー・ミキサーに入れて２分間混合し、混合導電粉を得た。球状銀被覆
銅粉と球状銀粉の体積比は７０：３０であり、混合導電粉のタップ密度は５．７９ｇ／ｃ
ｍ３、相対充填密度は６０％であった。
【０１７０】
比較例１６
　共に実施例２３で使用した鱗片状のＭＡ粉（商品名ＭＡ１０Ｇ）６５重量部と球状銀粉
３５重量部をプラネタリー・ミキサーに入れて２分間混合し、混合導電粉を得た。鱗片状
のＭＡ粉と球状銀粉の体積比は６８：３２であり、混合導電粉のタップ密度は５．７１ｇ
／ｃｍ３、相対充填密度は５９％であった。
【０１７１】
比較例１７
　共に実施例１９で使用した鱗片状銀粉６０重量部と球状銀粉４０重量部を、直径０．２
ｍｍのジルコニアビーズ２ｋｇと共に内容積が３リットルのボールミルに入れて１時間回
転させて混合し、混合導電粉を得た。鱗片状銀粉と球状銀粉の体積比は６０：４０であり
、混合導電粉のタップ密度は５．６３ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は５４％であった。この
試験では、ジルコニアビーズと導電粉を篩いで分離したが、分離に時間がかかり苦労した
。
【０１７２】
　実施例１９～２０および２３と参考例２１～２２で得られた混合導電粉と比較例１２～
１７で得られた混合導電粉を比較すると、実施例１９～２０および２３と参考例２１～２
２で得られた混合導電粉は、その相対充填密度が７０～７５％であったが、比較例１２～
１７で得られた混合導電粉は、その相対充填密度が５４～６０％に留まっていることが確
認された。さらに、直径０．２ｍｍの微細なジルコニアビーズで混合、分散を行った比較
例１７で得られた混合導電粉は、１時間処理で相対充填密度が５６％、２時間処理で相対
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充填密度が５４％になり、時間の経過と共に、僅かではあるが相対充填密度が低下した。
【０１７３】
参考例２４
　参考例２１で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ０５Ｋ）６８０ｇ、および凝集して
いるが一次粒径が１．４μｍ、アスペクト比１．１、相対充填密度５８％の球状銀粉３２
０ｇを秤量し、内容積が３リットルのボールミルに入れて１００時間回転させて混合し、
凝集粒子の解粒と両者の均一分散を行って、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅粉と球状銀
粉の体積比は７１：２９であり、混合導電粉のタップ密度は６．８４ｇ／ｃｍ３、相対充
填密度は７１％であった。
【０１７４】
　上記アルコキシ基含有レゾール型フェノール樹脂（上記と同じ日立化成工業（株）試作
品）３８重量部、上記ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（商品名エポミックＲ１１０）５
７重量部、および上記２－フェニル－４－メチル－イミダゾール（商品名キュアゾール２
Ｐ４ＭＺ）５重量部を均一に混合して、バインダを得た。
【０１７５】
　得られたバインダ４０ｇに、上記で得た混合導電粉４６０ｇおよび溶剤としてエチルカ
ルビトール１５ｇを加えて、撹拌らいかい機で３分間および三本ロールで５分間均一に混
合、分散して、導電ペーストを得た。得られたペーストの粘度は２５℃で４９０ｄＰａ・
ｓであり、チキソ性はチキソトロピックインデックスが５であった。
【０１７６】
（テスト基板の作製と特性評価）
　次に、得られた導電ペーストを用いて、図４に示すポリイミドフィルム６上にテストパ
ターン７（回路幅０．７ｍｍ、回路長さ１３５ｍｍ）を印刷し、乾燥機に入れた後、１７
０℃まで１３分間で昇温し、１７０℃で１時間加熱処理し、テスト基板を得た。
　得られたテスト基板について導体のシート抵抗を測定した結果、８６ｍΩ／□であった
。このテスト基板を用いて、恒温恒湿試験で４，０００時間および気相冷熱試験で３，０
００サイクルの信頼性試験を行った結果、回路抵抗の変化率はそれぞれ８．７％および８
．２％であった。この恒温恒湿試験は８５℃８５％相対湿度中に保管して行い、気相冷熱
試験は－６５℃３０分間～１２５℃３０分間を１サイクルとして行った（以下同じ）。
【０１７７】
　別に、得られた導電ペーストを用いて、厚さ１．０ｍｍのガラス基板上に、対向する電
極間距離が２．０ｍｍのくし形電極を印刷し、上記と同様の条件で加熱処理を行って硬化
させ、耐マイグレーション性テスト基板を得た。
　このテスト基板の耐マイグレーション性を、ウォーター・ドロップ法で試験した（以下
同じ）。すなわち、テスト基板の電極上にろ紙を置き、ろ紙に蒸留水を滴下して濡らした
後、電極間に２０Ｖのバイアス電圧を印加して短絡電流を測定した。短絡電流が５００ｍ
Ａになるまでの時間（以下、短絡時間とする。）を測定した結果、９分２０秒で、銀粉を
導電粉として使用した銀ペースト（以下、これを対照銀ペーストという。）の２６秒に比
べて２０倍以上であり、良好な結果が得られた。
【０１７８】
参考例２５
　参考例２１で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ０５Ｋ）６００ｇおよび凝集してい
るが一次粒径が０．９５μｍ、アスペクト比１．１、相対充填密度５１％の球状銀粉４０
０ｇを秤量し、参考例２４と同様のボールミルを用い、かつ参考例２４と同様の条件で１
８０時間混合し、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅粉と球状銀粉の体積比は６３：３７で
あり、混合導電粉のタップ密度は６．８２ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７０％であった。
【０１７９】
　得られた混合導電粉を使用し、以下参考例２４と同様にして導電ペーストを作製した。
得られた導電ペーストの粘度は２５℃で５１０ｄＰａ・ｓ、チキソ性はチキソトロピック
インデックスが５であった。
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　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は８２ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率は、それぞれ８．５％および８．３％であ
り、短絡時間は８分５０秒（対照銀ペーストの２０倍以上）であった。
【０１８０】
参考例２６
　参考例２１で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ０５Ｋ）７７０ｇおよび凝集してい
るが一次粒径が１．３μｍ、アスペクト比１．１、相対充填密度５６％の球状銀粉２３０
ｇを秤量し、参考例２４と同様のボールミルを用い、かつ参考例２４と同様の条件で２０
０時間混合し、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅粉と球状銀粉の体積比は７９：２１であ
り、混合導電粉のタップ密度は６．８６ｇ／ｃｍ３、相対充填密度分散は相対値で７２％
であった。
【０１８１】
　得られた混合導電粉を使用し、以下参考例２４と同様にして導電ペーストを作製した。
得られた導電ペーストの粘度は２５℃で３４０ｄＰａ・ｓであり、チキソ性はチキソトロ
ピックインデックスが５であった。
　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は８１ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率は、それぞれ７．５％および７．３％であ
り、短絡時間は９分２０秒（対照銀ペーストの２０倍以上）であった。
【０１８２】
参考例２７
　参考例２２で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ１０Ｋ）６５０ｇおよび参考例２４
で使用した球状銀粉３５０ｇを秤量し、参考例２４と同様のボールミルを用い、かつ参考
例２４と同様の条件で２００時間混合し、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅粉と球状銀粉
の体積比は６８：３２であり、混合導電粉のタップ密度は７．２５ｇ／ｃｍ３、相対充填
密度は７５％であった。
【０１８３】
　得られた混合導電粉を使用し、以下参考例２４と同様にして導電ペーストを作製した。
得られた導電ペーストの粘度は２５℃で２９０ｄＰａ・ｓであり、チキソ性はチキソトロ
ピックインデックスが５であった。
　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は５２ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率は、それぞれ４．５％および４．３％であ
り、短絡時間は９分４０秒（対照銀ペーストの２０倍以上）であった。
【０１８４】
参考例２８
　参考例２２で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ１０Ｋ）７００ｇおよび参考例２５
で使用した球状銀粉３００ｇを秤量し、参考例２４と同様のボールミルを用い、かつ参考
例２４と同様の条件で２００時間混合し、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅粉と球状銀粉
の体積比は７３：２７であり、混合導電粉のタップ密度は７．１９ｇ／ｃｍ３、相対充填
密度は７５％であった。
【０１８５】
　ビスフェノールＡＤ型エポキシ樹脂（三井化学（株）製、商品名エポミックＲ７１０）
５０重量部、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（大日本インキ化学工業（株）製、商品名
エピクロンＥＸＡ８３０ＣＲＰ）５０重量部、上記モノエポキサイド（商品名ＥＤ―５０
９）５０重量部および上記２－フェニル－４－メチル－イミダゾール（商品名キュアゾー
ル２Ｐ４ＭＺ）３０重量部を均一に混合して、バインダを得た。
【０１８６】
　得られたバインダ２５ｇに、上記で得た混合導電粉４７５ｇを徐々に加えて、撹拌らい
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かい機で５分間均一に混合、分散して、導電ペーストを得た。得られた導電ペーストの粘
度は２５℃で１２００ｄＰａ・ｓであり、チキソ性はチキソトロピックインデックスが５
であった。
　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は３５ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率は、それぞれ２．５％および１．８％であ
り、短絡時間は８分５０秒（対照銀ペーストの２０倍以上）であった。
【０１８７】
比較例１８
　参考例２１で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ０５Ｋ）５４０ｇおよび参考例２４
で使用した球状銀粉６０ｇを秤量し、参考例２４と同様のボールミルを用い、かつ参考例
２４と同様の条件で１００時間混合し、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅粉と球状銀粉の
体積比は９１：９であり、混合導電粉のタップ密度は６．１３ｇ／ｃｍ３、相対充填密度
は６６％であった。
【０１８８】
　得られた混合導電粉を使用し、以下参考例２４と同様にして導電ペーストを作製した。
得られた導電ペーストの粘度は２５℃で７１０ｄＰａ・ｓであり、チキソ性はチキソトロ
ピックインデックスが４．７であった。
　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は１３０ｍΩ／□と高く、恒温
恒湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率は、それぞれ４６．３％および４４．８
％と、参考例２４～２８のものに比較してかなり高い値であった。短絡時間は１１分２０
秒（対照銀ペーストの２０倍以上）であった。
【０１８９】
比較例１９
　参考例２１で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ０５Ｋ）３００ｇおよび参考例２６
で使用した球状銀粉７００ｇを秤量し、参考例２４と同様のボールミルを用い、かつ参考
例２４と同様の条件で１００時間混合し、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅粉と球状銀粉
の体積比は３３：６７であり、混合導電粉のタップ密度は６．１３ｇ／ｃｍ３、相対充填
密度は６１％であった。
【０１９０】
　得られた混合導電粉を使用し、以下参考例２４と同様にして導電ペーストを作製した。
得られた導電ペーストの粘度は２５℃で９３０ｄＰａ・ｓであり、チキソ性はチキソトロ
ピックインデックスが４．５であった。
　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は６５ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率は、それぞれ４．９％および５．２％であ
った。短絡時間は４分２０秒（対照銀ペーストの１０倍）で、各実施例の約半分以下であ
った。
【０１９１】
比較例２０
　参考例２１で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ０５Ｋ）４００ｇおよび参考例２５
で使用した球状銀粉６００ｇを秤量し、参考例２４と同様のボールミルを用い、かつ参考
例２４と同様の条件で２００時間混合し、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅粉と球状銀粉
の体積比は４３：５７であり、混合導電粉の混合導電粉のタップ密度は６．４３ｇ／ｃｍ
３、相対充填密度は６５％であった。
【０１９２】
　得られた混合導電粉を使用し、以下参考例２４と同様にして導電ペーストを作製した。
得られた導電ペーストの粘度は２５℃で７９０ｄＰａ・ｓであり、チキソ性はチキソトロ
ピックインデックスが５．１であった。



(30) JP 4677900 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は８０ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率は、それぞれ５．６％および５．１％であ
った。短絡時間は５分２０秒（対照銀ペーストの約１２倍）で、各実施例のものより短い
ものであった。
【０１９３】
実施例２９
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、実施例１で使用した鱗片状銀粉を使用した。
球状粒子として、凝集しているが一次粒径が１．１μｍで、アスペクト比１．１、相対充
填密度５３％の銀粉を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は約１４であった。
【０１９４】
　上記の鱗片状粒子６０重量部と球状粒子４０重量部をＶブレンダーで２７０時間混合し
、球状粒子の解粒と両者の均一分散を行って、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子
の体積比は６０：４０であり、混合導電粉のタップ密度は８．１２ｇ／ｃｍ３、相対充填
密度は７７％であった。
【０１９５】
　参考例２８で使用したと同じバインダ２５ｇに、上記で得た混合導電粉４７５ｇを徐々
に加えて、参考例２８と同様に混合、分散して、導電ペーストを得た。得られた導電ペー
ストの粘度は２５℃で１１５０ｄＰａ・ｓであり、チキソ性はチキソトロピックインデッ
クスが５．０であった。
【０１９６】
　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は３４ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率は、それぞれ０．８％および０．６％であ
り、短絡時間は１０分２０秒（対照銀ペーストの２０倍以上）であった。
【０１９７】
　また、テストパターンを印刷後、遠赤外線乾燥機で１９０℃まで５分間で昇温し、１９
０℃で１０分間保持して加熱処理し、テスト基板を得た。テスト基板のシート抵抗は２７
ｍΩ／□であり、恒温恒湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率は、それぞれ０．
４％および０．５％であった
【０１９８】
比較例２１
　参考例２８で使用したと同じバインダ２５ｇに、実施例２９で使用した鱗片状粒子２８
５ｇと実施例２９で使用した凝集している球状粒子１９０ｇを加え、撹拌らいかい機で混
合、分散させたが、粘度が高く、均一混合ができなかった。鱗片状粒子と球状粒子の体積
比は、実施例２９と同様に６０：４０であった。
【０１９９】
実施例３０
　実質的に単分散された鱗片状粒子として、実施例３で使用した鱗片状銀粉を使用した。
球状粒子としては、実施例２９で使用した球状粒子を使用した。鱗片状粒子と球状粒子の
粒径比は約８であった。
【０２００】
　上記の鱗片状粒子８０重量部と球状粒子２０重量部をボールミルで１６０時間混合し、
混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は８０：２０であり、混合導電粉のタ
ップ密度は７．６７ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７３％であった。
【０２０１】
　参考例２８で使用したと同じバインダ３０ｇに、上記で得た混合導電粉４７０ｇを徐々
に加えて、参考例２８と同様に混合、分散して、導電ペーストを得た。得られた導電ペー
ストの粘度は２５℃で９６０ｄＰａ・ｓであり、チキソ性はチキソトロピックインデック
スが５．０であった。
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【０２０２】
　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は３６ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率は、それぞれ０．９％および０．７％であ
り、短絡時間は１１分３０秒（対照銀ペーストの２０倍以上）であった。
【０２０３】
比較例２２
　参考例２８で使用したと同じバインダ３０ｇに、実施例３０で使用した鱗片状粒子３７
６ｇと実施例２９で使用した凝集している球状粒子９４ｇを加え、撹拌らいかい機で混合
、分散させたが、粘度が高く、均一混合ができなかった。鱗片状粒子と球状粒子の体積比
は、実施例３０と同じ８０：２０であった。
【０２０４】
参考例３１
　参考例２１で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ０５Ｋ）７５０重量部と実施例４で
使用した凝集している球状粒子２５０重量部を内容積が４リットルのロッキングミルで２
００時間混合し、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅粉と球状粒子の体積比は７７：２３で
あり、混合導電粉のタップ密度は６．７８ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７１％であった。
【０２０５】
　参考例２８で使用したと同じバインダ３５ｇに、上記で得た混合導電粉４６５ｇを徐々
に加えて、参考例２８と同様に混合、分散して、導電ペーストを得た。得られた導電ペー
ストの粘度は２５℃で１０３０ｄＰａ・ｓであり、チキソ性はチキソトロピックインデッ
クスが４．９であった。
【０２０６】
　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は３８ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率はそれぞれ０．８％および１．１％であり
、短絡時間は９分４０秒（対照銀ペーストの２０倍以上）であった。
　また、厚さ０．４ｍｍの両面銅貼積層板に形成された直径０．２ｍｍのビアホールにこ
の導電ペーストを印刷充填したところ、充填することができた。
【０２０７】
比較例２３
　参考例２８で使用したと同じバインダ３５ｇに、参考例３１で使用した鱗片状粒子３４
８．７５ｇと参考例３１で使用した凝集している球状粒子１１６．２５ｇを加え、撹拌ら
いかい機で混合、分散させたが、粘度が高く、均一混合ができなかった。鱗片状粒子と球
状粒子の体積比は、参考例３１と同じ７３：２３であった。
【０２０８】
参考例３２
　実質的に単分散された粒子として、参考例２２で使用した球状銀被覆銅粉（商品名ＧＢ
１０Ｋ）を使用した。球状粒子として、凝集しているが一次粒径が１．１μｍで、アスペ
クト比１．１、相対充填密度５０％の球状銀粉を使用した。球状銀被覆銅粉と球状粒子の
粒径比は約１０であった。
【０２０９】
　上記の球状銀被覆銅粉７００重量部と球状粒子３００重量部を内容積が４リットルのボ
ールミルで２００時間混合し、混合導電粉を得た。球状銀被覆銅粉と球状粒子の体積比は
７３：２７であり、混合導電粉のタップ密度は７．２１ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７５
％であった。
【０２１０】
　参考例２８で使用したと同じバインダ２５ｇに、上記で得た混合導電粉４７５ｇを徐々
に加えて、参考例２８と同様にして混合、分散して、導電ペーストを得た。得られた導電
ペーストの粘度は２５℃で１０３０ｄＰａ・ｓであり、チキソ性はチキソトロピックイン
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デックスが４．９であった。
【０２１１】
　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は３２ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率はそれぞれ０．７％および０．６％であり
、短絡時間は８分５０秒（対照銀ペーストの２０倍以上）であった。
　また、厚さ０．４ｍｍの両面銅貼積層板に形成された直径０．２ｍｍのビアホールにこ
の導電ペーストを印刷充填したところ、充填することができた。
【０２１２】
比較例２４
　参考例２８で使用したと同じバインダ２５ｇに、参考例３２で使用した球状銀被覆銅粉
３３２．５ｇと参考例３２で使用した凝集している球状粒子１４２．５ｇを加え、撹拌ら
いかい機で混合、分散させたが、粘度が高く、均一混合ができなかった。鱗片状粒子と球
状粒子の体積比は、参考例３２と同じ７３：２７であった。
【０２１３】
実施例３３
　実質的に単分散された粒子として、実施例２３で使用した鱗片状のＭＡ粉（商品名ＭＡ
１０Ｇ）を使用した。球状粒子として、凝集しているが一次粒径が１．１μｍ、アスペク
ト比が１．２、相対充填密度が５６％の銀粉を使用した。鱗片状のＭＡ粉と球状粒子の粒
径比は約１３であった。
【０２１４】
　上記の鱗片状のＭＡ粉７００重量部と球状粒子３００重量部を内容積が３リットルのボ
ールミルで３５０時間混合し、混合導電粉を得た。鱗片状のＭＡ粉と球状粒子の体積比は
７３：２７であり、混合導電粉のタップ密度は７．３０ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７６
％であった。
【０２１５】
　参考例２８で使用したと同じバインダ２５ｇに、上記で得た混合導電粉４７５ｇを徐々
に加えて、参考例２８と同様にして混合、分散して、導電ペーストを得た。得られた導電
ペーストの粘度は２５℃で１０９０ｄＰａ・ｓであり、チキソ性はチキソトロピックイン
デックスが５．０であった。
【０２１６】
　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は３１ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率はそれぞれ０．６％および０．８％であり
、短絡時間は９分３０秒（対照銀ペーストの２０倍以上）であった。
【０２１７】
比較例２５
　参考例２８で使用したと同じバインダ２５ｇに、実施例３３で使用した鱗片状のＭＡ粉
（商品名ＭＡ１０Ｇ）３３２．５ｇと実施例３３で使用した凝集している球状粒子１４２
．５ｇを加え、撹拌らいかい機で混合、分散させたが、粘度が高く、均一混合ができなか
った。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は、実施例３３と同じ７３：２７であった。
【０２１８】
実施例３４
　実質的に単分散された粒子として、実施例２３で使用した鱗片状のＭＡ粉（商品名ＭＡ
１０Ｇ）を使用した。球状粒子として、実施例３３で使用した球状銀粉を使用した。鱗片
状のＭＡ粉と球状粒子の粒径比は約１２であった。
【０２１９】
　上記の鱗片状のＭＡ粉６５重量部と球状粒子３５重量部をＶブレンダーで３２０時間混
合し、混合導電粉を得た。鱗片状のＭＡ粉と球状粒子の体積比は６８：３２であり、混合
導電粉のタップ密度は７．２５ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７５％であった。



(33) JP 4677900 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

【０２２０】
　参考例２４で使用したと同じバインダ２０ｇに、上記で得た混合導電粉４８０ｇおよび
溶剤としてエチルカルビトール１５ｇを加えて、参考例２４と同様に混合、分散して導電
ペーストを得た。得られた導電ペーストの粘度は２５℃で９８０ｄＰａ・ｓであり、チキ
ソ性はチキソトロピックインデックスが５．０であった。
【０２２１】
　この導電ペーストを用いて、参考例２４と同様にして各テスト基板を作製し、参考例２
４と同様にして各特性を評価した。その結果、シート抵抗は２９ｍΩ／□であり、恒温恒
湿試験および気相冷熱試験の回路抵抗の変化率はそれぞれ０．５％および０．６％であり
、短絡時間は１０分２０秒（対照銀ペーストの２０倍以上）であった。
【０２２２】
比較例２６
　参考例２４で使用したと同じバインダ２０ｇに、実施例３４で使用した鱗片状のＭＡ粉
（商品名ＭＡ１０Ｇ）３１２ｇと実施例３４で使用した凝集している球状粒子１６８ｇを
加え、撹拌らいかい機で混合、分散させたが、粘度が高く、均一混合ができなかった。鱗
片状のＭＡ粉と球状粒子の体積比は、実施例３４と同じ６８：３２であった。
【０２２３】
実施例３５
　実施例１で使用した鱗片状銀粉と、実施例５で使用した球状銀粉とを用いた。鱗片状粒
子と球状粒子の粒径比は１５であった。
　上記の鱗片状粒子６０重量部と球状粒子４０重量部をＶブレンダーで９６時間混合し、
混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は６０：４０であり、混合導電粉のタ
ップ密度は７．７５ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７４％であった。
【０２２４】
　シリコーン樹脂（エマソン＆カミング（Ｅｍｅｒｓｏｎ　＆　Ｃｕｍｉｎｇ）社製、商
品名エコシル（ＥＣＯＳＩＬ）ＣＮ）１００重量部に対してジブチルスズ（試薬）３重量
部を加えて均一に混合し、バインダとした。上記で得た混合導電粉９２重量部と上記で得
たバインダ８重量部を乳鉢で混合した後、３本ロールミルで２分間均一に分散して、導電
ペーストを得た。
【０２２５】
　次に、表面を剥離剤で処理した厚さ１９μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
フィルム上に、上記で得た導電ペーストを０．１５ｍｍの厚さに塗工した。さらに、その
上面に空気を巻き込まないようにして、上記と同じＰＥＴフィルムを密着させて積層した
。これを８０℃の熟成炉中で４時間保管して、厚さ０．１５ｍｍの熱伝導シートの両面に
ＰＥＴフィルムを積層したＰＥＴフィルム付熱伝導シート（以下、フィルム付熱伝導シー
トとする。）を得た。その後、両面のフィルムを剥離し、レーザーフラッシュ法で貫層方
向の熱伝導率を測定した結果、１３Ｗ／ｍ・Ｋであった。
【０２２６】
　上記で得たフィルム付熱伝導シートを、２ｃｍ角でそのコーナー部の外に１ｍｍ角の突
起が形成された形状に打ち抜いた後、片面のＰＥＴフィルムを剥がして、２ｃｍ角で厚さ
が３ｍｍのアルミニウム板の上に、熱伝導シートを接触させて押しつけ、次いで表面に残
っているＰＥＴフィルムを剥がした。剥がす際には、突起部のフィルムをつかんだので、
容易に剥がすことができた。その後、ステンレス板を熱伝導シートに押し当てて、そのま
ま万力ではさんで締め付けたところ、万力から取り出しても両者は一体となっていた。こ
の後、アルミニウム板とステンレス板に挟まれた熱伝導シートのコーナー部に、エッジが
テーパー状となっているスクレーパーを差し込んだところ、熱伝導シートは損傷したが、
アルミニウム板とステンレス板を容易に剥がすことができた。
【０２２７】
実施例３６
　実施例３で使用した鱗片状銀粉と、参考例１１で使用した球状銀粉（小粒子）を使用し
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　上記の鱗片状粒子８０重量部と球状粒子２０重量部をボールミルで８０時間混合し、混
合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は８０：２０であり、混合導電粉のタッ
プ密度は７．６５ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７３％であった。
　上記で得た混合導電粉９１．５重量部と実施例３５で得たバインダ８．５重量部を実施
例３５と同様に混合、分散して、導電ペーストを得た。
【０２２８】
　得られた導電ペーストを用いて、実施例３５と同様にして、厚さ０．１５ｍｍの熱伝導
シートの両面にＰＥＴフィルムを積層したフィルム付熱伝導シートを得た。その後、両面
のＰＥＴフィルムを剥離し、レーザーフラッシュ法で貫層方向の熱伝導率を測定した結果
、８．７Ｗ／ｍ・Ｋであった。また、実施例３５と同様にアルミニウム板とステンレス板
で、フィルム付熱伝導シートのＰＥＴフィルムを剥離した熱伝導シートをはさみ、一体と
することができた。
【０２２９】
実施例３７
　実施例５で使用した鱗片状銀粉と、参考例１１で使用した球状銀粉（小粒子）を使用し
た。鱗片状粒子と球状粒子の粒径比は約１５であった。
　上記の鱗片状粒子７５重量部と球状粒子２５重量部をＶブレンダーで１２０時間混合し
、混合導電粉を得た。鱗片状粒子と球状粒子の体積比は７５：２５であり、混合導電粉の
タップ密度は７．８１ｇ／ｃｍ３、相対充填密度は７４％であった。
　上記で得た混合導電粉９２．３重量部と実施例３５で得たバインダ７．７重量部を実施
例３５と同様に混合、分散して、導電ペーストを得た。
【０２３０】
　得られた導電ペーストを用いて、実施例３５と同様にして、厚さ０．１５ｍｍの熱伝導
シートの両面にＰＥＴフィルムを積層したフィルム付熱伝導シートを得た。その後、両面
のＰＥＴフィルムを剥離し、レーザーフラッシュ法で熱伝導率を測定した結果、１４Ｗ／
ｍ・Ｋであった。また、実施例３５と同様にアルミニウム板とステンレス板で、フィルム
付熱伝導シートのフィルムを剥離した熱伝導シートをはさみ、一体とすることができた。
【０２３１】
比較例２７
　比較例３で得た混合導電粉９０重量部と実施例３５で得たバインダ１０重量部を乳鉢で
混合したが、ばさばさのままでペースト状にできなかった。
【０２３２】
比較例２８
　比較例６で得た混合導電粉９０重量部と実施例３５で得たバインダ１０重量部を乳鉢で
混合したが、ばさばさのままでペースト状にできなかった。
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【図２】

【図３】

【図４】
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