
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電成分とバインダ樹脂と、バインダ樹脂１００重量部あたり８～１５０重量部のシリ
コーンオイルとを含有

ことを特徴とする導電性ペー
スト。
【請求項２】
　シリコーンオイルを、バインダ樹脂１００重量部あたり１５～１００重量部含有する請
求項１記載の導電性ペースト。
【請求項３】
　バインダ樹脂がアクリル系樹脂であり、当該アクリル系樹脂を溶解する溶剤としてブチ
ルカルビトールアセテートを含有する請求項１記載の導電性ペースト。
【請求項４】
　導電成分として、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｕ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ａｇ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｃ
ｏ、Ｗからなる群より選ばれた１種の金属、２種以上の金属の合金、または２種以上の金
属のめっき複合体からなる金属粉末を用いる請求項１記載の導電性ペースト。
【請求項５】
　導電成分がＡｇ粉末であり、当該Ａｇ粉末を、バインダ樹脂１００重量部あたり５００
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しており、凹版の凹部に充てんしてパターン形成し、次いで形成し
た印刷パターンを、凹版から、少なくともその表面をシリコーンゴムにて形成した転写体
の表面に転写させたのち、転写体から基材表面に転写させて、当該基材表面に、凹版のパ
ターンに対応した導電パターンを形成するために用いられる



～２０００重量部含有する請求項４記載の導電性ペースト。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の導電性ペーストを凹版の凹部に充てんしてパターン形
成し、次いで形成した印刷パターンを、凹版から、少なくともその表面をシリコーンゴム
にて形成した転写体の表面に転写させたのち、転写体から基材表面に転写させて、当該基
材表面に、凹版のパターンに対応した導電パターンを形成することを特徴とする導電パタ
ーンの形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、導電性ペーストと、それを用いた導電パターンの形成方法に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
近年の電子機器の発達により、電気回路等に利用される微細な導電パターンを、精度よく
しかも効率よく形成する技術の重要性が増加する傾向にある。
導電パターンには、線幅が極めて細く微細であっても、表面が平坦でかつエッジがシャー
プに再現されており、しかも断線などの不良を生じないことが必要とされる。
【０００３】
かかる高精度の導電パターンを形成するための代表的な方法としてはフォトリソグラフ法
が挙げられる。しかしフォトリソグラフ法は、使用する設備に極めて高い精度とクリーン
度とが要求され、製造工程が煩雑で、しかも有害な廃液が多量に生じることから環境に対
する負荷や廃液処理に要する負担も大きいという問題がある。このため製造コストが極め
て高くついてしまう。
そこで近年、印刷法を用いて導電パターンを形成することが試みられている。
【０００４】
印刷法は、導電成分とバインダ樹脂とを含む導電性ペーストを用いて、被印刷物上に印刷
パターンを形成したのちこれを乾燥させ、さらに必要に応じて焼成して樹脂を分解除去す
ることで導電パターンを形成する方法であって、製造工程が簡単で量産性に優れている。
印刷法には種々があるが、中でも凹版オフセット印刷法は、微細なパターンを高い寸法精
度で形成できることから、微細な導電パターンの形成に適していると考えられる。
【０００５】
凹版オフセット印刷法においては、まず凹版の表面に形成した、パターンに対応した凹部
内に導電性ペーストを充てんして印刷パターンを形成する。次にこの凹版に、ブランケッ
トなどの転写体を圧接させることで、印刷パターンを転写体の表面に転写させる。そして
この転写体を被印刷物に圧接させることで、印刷パターンを当該被印刷物上に再度転写さ
せたのち乾燥させ、さらに必要に応じて焼成すると導電パターンを形成することができる
。
【０００６】
とくに焼成によって樹脂を完全に分解、除去する場合には、導電パターンを任意の、目的
とする抵抗値の範囲まで低抵抗化することが容易である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
転写体としては、被印刷物への印刷パターンの転写性を高めるために、少なくともその表
面を、転写時の印刷パターンの離型性に優れたシリコーンゴムによって形成したものが広
く用いられる。
上記の転写体においては、シリコーンゴムの内部に、当該シリコーンゴムを加硫させる際
に生じた比較的低分子量の成分としてシリコーンオイルが含まれており、このシリコーン
オイルが徐々に転写体の表面にブリージングすることで、印刷パターンの離型性が確保さ
れている。
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【０００８】
しかしブリージングしたシリコーンオイルのかなりの部分は、印刷パターンとともに被印
刷物上に移動してしまうため、とくに連続的に印刷を繰り返した際には、内部からのブリ
ージングによるシリコーンオイルの供給が追いつかず、転写体表面のシリコーンオイルの
量が徐々に減少して、印刷パターンの転写体からの離型性が徐々に低下する。またシリコ
ーンゴムは、導電性ペースト中に含まれる溶剤に対する耐性が不十分で、印刷を繰り返す
と溶剤によって徐々に膨潤して変形したり、印刷時の圧縮特性が不均一に変化したりする
。
【０００９】
このため、形成される導電パターンの、とくにエッジ部の形状に乱れを生じるなどの問題
がある。それゆえ従来は、転写体を、印刷をおよそ１００回程度、行うごとに交換する必
要があった。
そこでこの問題を解決するため、特開平９－７１０６１号公報では、印刷を１回ないし数
回、行うごとに、転写体の表面に撥水剤を塗布すること、転写体の表面を、シリコーンゴ
ムよりも導電性ペースト中の溶剤や上記撥水剤などに強いゴムによって形成することが提
案された。
【００１０】
しかしブランケットの表面に、撥水剤をムラなく塗布することは困難であり、ほとんどの
場合、塗布ムラを生じる。そしてこの塗布ムラがそのまま印刷パターンのムラとなって表
れるため、形成される導電パターンの、とくにエッジ部の形状に却って乱れを生じやすい
という問題がある。
本発明の目的は、転写体表面の経時的な変化を抑制しつつ、印刷パターンの、転写体から
被印刷物への転写性を良好な状態で安定させることができるため、凹版オフセット印刷法
などによって、ムラなどのない良好な導電パターンを、転写体を頻繁に交換することなく
連続して形成することができる、新規な導電性ペーストを提供することにある。
【００１１】
また本発明の他の目的は、上記導電性ペーストを用いて、被印刷物上に、良好な導電パタ
ーンを連続的に形成するための導電パターンの形成方法を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
　請求項１記載の発明は、導電成分とバインダ樹脂と、バインダ樹脂１００重量部あたり
８～１５０重量部のシリコーンオイルとを含有

こと
を特徴とする導電性ペーストである。
　請求項１の構成では、凹版オフセット印刷法などによって、印刷パターンを凹版から転
写体に転写させるたびごとに、転写体の表面に、当該印刷パターン中に含まれる新たなシ
リコーンオイルが供給される。
【００１３】
このため転写体の表面には、常に十分な量のシリコーンオイルが存在することになり、印
刷パターンを転写体から被印刷物へ転写させる際の離型性を維持することができる。また
転写体の表面に存在するシリコーンオイルは、導電性ペースト中の溶剤による、とくにシ
リコーンゴム製の転写体の膨潤を抑制するためにも機能する。
したがって請求項１の構成によれば、転写体表面の経時的な変化を抑制しつつ、印刷パタ
ーンの、転写体から被印刷物への転写性を良好な状態で安定させることができるため、凹
版オフセット印刷法などによって、良好な導電パターンを、転写体を頻繁に交換すること
なく連続して形成することが可能となる。
【００１４】
なおシリコーンオイルの量が、バインダ樹脂１００重量部あたり８重量部未満では、導電
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しており、凹版の凹部に充てんしてパター
ン形成し、次いで形成した印刷パターンを、凹版から、少なくともその表面をシリコーン
ゴムにて形成した転写体の表面に転写させたのち、転写体から基材表面に転写させて、当
該基材表面に、凹版のパターンに対応した導電パターンを形成するために用いられる



性ペーストにシリコーンオイルを含有させたことによる上述した作用効果が得られない。
そして印刷を繰り返した際に、転写体表面のシリコーンオイルの量が徐々に減少して、印
刷パターンの転写体からの離型性が徐々に低下したり、とくにシリコーンゴム製の転写体
が、導電性ペースト中の溶剤によって膨潤したりする。
【００１５】
また逆に、シリコーンオイルの量が、バインダ樹脂１００重量部あたり１５０重量部を超
えてもそれ以上の添加効果が得られないだけでなく、過剰のシリコーンオイルの、離型剤
としての機能によって、印刷パターンの、転写体から被印刷物への転写性が低下してしま
う。
したがって請求項１の構成では、シリコーンオイルの量を、前記のようにバインダ樹脂１
００重量部あたり８～１５０重量部とする必要がある。
【００１６】
またシリコーンオイルを添加したことによる、上述した作用効果をより一層、良好に発揮
させるためには、当該シリコーンオイルの、バインダ樹脂１００重量部あたりの含有量は
、上記の範囲内でもとくに１５～１００重量部であるのが好ましい。
したがって請求項２記載の発明は、シリコーンオイルを、バインダ樹脂１００重量部あた
り１５～１００重量部含有する請求項１記載の導電性ペーストである。
【００１７】
バインダ樹脂としては、とくに焼成して導電パターンを形成することを考慮すると、焼成
する分解温度が比較的低いアクリル系樹脂が好ましい。
また、かかるアクリル系樹脂を溶解する溶剤としては、シリコーンオイルとの相溶性にも
優れるため均一な導電性ペーストを形成しうる、ブチルカルビトールアセテートが好まし
い。
したがって請求項３記載の発明は、バインダ樹脂がアクリル系樹脂であり、当該アクリル
系樹脂を溶解する溶剤としてブチルカルビトールアセテートを含有する請求項１記載の導
電性ペーストである。
【００１８】
さらに導電成分としては、とくに焼成して導電パターンを形成することを考慮すると金属
粉末が好ましく、かかる金属粉末としては、導電パターンの導電性等を考慮すると、Ｃｕ
、Ｎｉ、Ａｕ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ａｇ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｃｏ、Ｗからなる群より選
ばれた１種の金属、２種以上の金属の合金、または２種以上の金属のめっき複合体からな
るものが好ましい。
したがって請求項４記載の発明は、導電成分として、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｕ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｃ
ｒ、Ａｇ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｃｏ、Ｗからなる群より選ばれた１種の金属、２種以上の
金属の合金、または２種以上の金属のめっき複合体からなる金属粉末を用いる請求項１記
載の導電性ペーストである。
【００１９】
また上記金属粉末の中では、導電性とコスト、そして耐酸化性、すなわち絶縁性の高い酸
化物を生成しにくい特性を考慮すると、とくにＡｇ粉末が好適であり、その含有割合は、
バインダ樹脂１００重量部あたり５００～２０００重量部であるのが好ましい。
Ａｇ粉末の含有割合が、バインダ樹脂１００重量部あたり５００重量部未満では、とくに
印刷パターンを焼成して導電パターンを形成する際の寸法変化量が大きくなるため、寸法
精度の高い良好な導電パターンを形成するのが容易でない。また、Ａｇ粉末の充てん密度
が低下して、導電パターンの導電性が低下するおそれもある。
【００２０】
一方、Ａｇ粉末の含有割合が、バインダ樹脂１００重量部あたり２０００重量部を超えた
場合には、当該Ａｇ粉末同士を結合させるバインダ樹脂の結合力が弱まるために、やはり
導電パターンの導電性が低下するおそれがある。
したがって請求項５記載の発明は、導電成分がＡｇ粉末であり、当該Ａｇ粉末を、バイン
ダ樹脂１００重量部あたり５００～２０００重量部含有する請求項４記載の導電性ペース
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トである。
【００２１】
さらに請求項６記載の発明は、請求項１～５のいずれかに記載の導電性ペーストを凹版の
凹部に充てんしてパターン形成し、次いで形成した印刷パターンを、凹版から、少なくと
もその表面をシリコーンゴムにて形成した転写体の表面に転写させたのち、転写体から基
材表面に転写させて、当該基材表面に、凹版のパターンに対応した導電パターンを形成す
ることを特徴とする導電パターンの形成方法である。
【００２２】
請求項６の構成によれば、上述した本発明の導電性ペーストの働きによって、被印刷物上
に、良好な導電パターンを連続的に形成することが可能となる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明を説明する。
〔導電性ペースト〕
本発明の導電性ペーストは、前記のように導電成分とバインダ樹脂とシリコーンオイルと
を含有するものである。
（シリコーンオイル）
上記のうちシリコーンオイルとしては、常温もしくは印刷時の温度条件下で液状を呈する
、種々のシリコーンオイルが、何れも使用可能である。かかるシリコーンオイルとしては
、例えばストレートシリコーンオイルに分類されるジメチルシリコーンオイル、メチルフ
ェニルシリコーンオイル、メチルハイドロジェンシリコーンオイルや、これらストレート
シリコーンオイルの分子中に種々の有機基を導入した変性シリコーンオイルなどがあげら
れる。
【００２４】
シリコーンオイルの、導電性ペースト中での含有割合は、バインダ樹脂１００重量部あた
り８～１５０重量部に限定され、その中でもとくに１５～１００重量部であるのが好まし
い。これらの理由は先に説明したとおりである。
（導電成分）
導電成分としては金属粉末の他、導電性を有する金属化合物の粉末、カーボンブラックや
グラファイト粉末等の炭素粉末などが挙げられ、特に金属粉末が好適に使用される。
【００２５】
金属粉末としては、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｕ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ａｇ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｃ
ｏ、Ｗからなる群より選ばれた１種の金属、２種以上の金属の合金、または２種以上の金
属のめっき複合体（例えば銀メッキ銅）からなるものがあげられる。
金属粉末は、印刷パターンを焼成してバインダ樹脂を除去することで導電パターンを形成
する際の寸法安定性を高めて、導電パターンの寸法精度を向上するという観点から、その
充填密度が高いほど好ましい。
【００２６】
また形成される導電パターンの導電性は、使用する金属粉末自体の体積固有抵抗のみで決
まるものではなく、パターン中での金属粉末間の接触抵抗によっても大きく左右される。
例えば、パターン内部に金属粒子が高密度で充填されていても、金属粉末間の接触抵抗が
大きければ、導電パターンの全体としての導電性は低くなる。
それゆえ金属粉末としては、金属粉末同士の接触面を大きくすることを考慮して鱗片状や
、あるいは球状でかつ粒径の小さいものが好ましく使用されるが、例えば粟状などの、他
の形状のものを排除するものではない。
【００２７】
上記金属粉末としては、とくにＡｇ粉末が好適に使用され、かかるＡｇ粉末の、導電性ペ
ースト中での含有割合は、バインダ樹脂１００重量部あたり５００～２０００重量部であ
るのが好ましい。これらの理由も、先に説明したとおりである。
なお、より良好な特性を有する導電パターンを形成することを考慮すると、Ａｇ粉末の、
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導電性ペースト中での含有割合は、上記の範囲内でもとくに、バインダ樹脂１００重量部
あたり１０００～１４００重量部であるのがさらに好ましい。
【００２８】
（バインダ樹脂）
バインダ樹脂としては、例えばアクリル系樹脂、セルロース系樹脂、ポリエステル－メラ
ミン樹脂、メラミン樹脂、エポキシ－メラミン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ア
ミノ樹脂、ポリイミド、ポリウレタン、ポリビニルブチラール、ポリエステルなどが挙げ
られる。
中でも、前記のようにとくに焼成して導電パターンを形成することを考慮すると、アクリ
ル系樹脂が好ましい。
【００２９】
アクリル系樹脂としては、熱可塑性アクリル系樹脂、熱硬化性アクリル系樹脂、紫外線硬
化性アクリル系樹脂等の、アクリル酸、メタクリル酸もしくはこれらのエステル類を主成
分とするアクリル系の主鎖を備えた種々のアクリル系樹脂が、いずれも使用可能である。
またアクリル系樹脂としては、導電性ペーストに使用される溶剤に対する溶解性に優れた
、重量平均分子量Ｍｗが１００００～５０００００程度のものが好ましい。
【００３０】
さらにアクリル系樹脂としては、５００℃以上の高温で焼成すると完全に分解し、ガス化
してパターン中から除去しうるものが好ましい。
（その他の成分）
導電性ペーストには、上記各成分の他に、種々の成分を配合することができる。
例えば導電性ペーストには、焼成後の導電パターン中で、バインダ樹脂に代わってバイン
ダとして機能させるべく、ガラスフリット等の無機の結着剤を添加してもよい。その添加
量は特に限定されないが、バインダ樹脂１００重量部に対して５～２０重量部であるのが
好ましい。
【００３１】
溶剤は、前記バインダ樹脂を溶解するとともに導電性粉末やガラスフリットを分散して、
凹版オフセット印刷に適した粘度を有する導電性ペーストを形成するためのものである。
シリコーンオイルは、溶剤の種類によって、つまり溶剤との相溶性の大小に応じて、バイ
ンダ樹脂とともに溶剤中に溶解する場合と、溶解せずに、導電性粉末やガラスフリットと
ともに溶剤中に分散する場合とがあるが、この何れでも構わない。
【００３２】
上記溶剤としては、従来公知の種々の溶剤の中から、例えばその沸点が１５０℃以上であ
るものが好適に使用される。溶剤の沸点が１５０℃未満では印刷時に乾燥しやすくなって
、導電性ペーストが経時変化を起こしやすくなるためである。
かかる溶剤の具体例としては、例えばアルコール類〔ヘキサノール、オクタノール、ノナ
ノール、デカノール、ウンデカノール、ドデカノール、トリデカノール、テトラデカノー
ル、ベンタデカノール、ステアリルアルコール、セリルアルコール、シクロヘキサノール
、テルピネオールなど〕や、アルキルエーテル類〔エチレングリコールモノブチルエーテ
ル（ブチルセロソルブ）、エチレングリコールモノフェニルエーテル、ジエチレングリコ
ール、ジエチレングリコールモノブチルエーテル（ブチルカルビトール）、セロソルブア
セテート、ブチルセロソルブアセテート、カルビトールアセテート、ブチルカルビトール
アセテートなど〕があげられ、この中から１種または２種以上が、印刷適性や作業性等を
考慮して適宜、選択される。
【００３３】
とくにブチルカルビトールアセテートは、アクリル樹脂を好適に溶解しうる上、前述した
ようにシリコーンオイルとの相溶性にも優れており、均一な導電性ペーストを形成できる
ため、好適に使用される。
なお溶剤として高級アルコールを使用する場合は、導電性ペーストの乾燥性や流動性が低
下するおそれがあるため、これらよりも乾燥性が良好なブチルカルビトール、ブチルセロ
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ソルブ、エチルカルビトール、ブチルセロソルブアセテート、ブチルカルビトールアセテ
ートなどを併用すればよい。
【００３４】
溶剤は、導電性ペーストの粘度が５０～２０００ポイズ（Ｐ）程度、特に２００～１００
０Ｐ程度となるように、その添加量を調整するのが好ましい。
導電性ペーストの粘度がこの範囲を下回るか、あるいは逆に上回った場合には、そのいず
れにおいても、導電性ペーストの印刷適性が低下して、微細なパターンを形成できなくな
るおそれがあるからである。
導電性ペーストは、上記の各成分を配合し、十分に攪拌混合したのち、混練することによ
って調製される。
【００３５】
〔導電パターンの形成方法〕
本発明の導電パターンの形成方法は、上記本発明の導電性ペーストを凹版の凹部に充てん
してパターン形成し、次いで形成した印刷パターンを、凹版から、少なくともその表面を
シリコーンゴムにて形成した転写体の表面に転写させたのち、転写体から基材表面に転写
させて、当該基材表面に、凹版のパターンに対応した導電パターンを形成する方法である
。
【００３６】
（凹版）
凹版としては、平板状の基板の表面に、印刷パターンに対応した所定の凹部を形成した平
板状のものや、平板状のものを円筒状に巻き付けたもの、最初から円筒状に形成したもの
、あるいは円柱状のものなどがあげられる。
基板は、表面の平滑性が重要である。平滑性が悪いと、導電性ペーストを、例えばドクタ
ーブレードによって凹版の凹部に充てんする際に、凹版表面の、凹部以外の個所に導電性
ペーストのかき残りが生じて、非画線部の汚れ（地汚れ）が発生する。
【００３７】
平滑性の程度については特に限定されないが、十点平均粗さで表しておよそ１μｍ以下程
度であるのが好ましく、０．５μｍ以下程度であるのがさらに好ましい。
基板としては、たとえばソーダライムガラス、ノンアルカリガラス、石英ガラス、低アル
カリガラス、低膨張ガラスなどのガラス製の基板のほか、フッ素樹脂、ポリカーポネート
（ＰＣ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリエステル、ポリメタクリル樹脂等の樹
脂板、ステンレス、銅、ニッケル、低膨脹合金アンバー等の金属基板などが使用可能であ
る。中でも、最も安価に表面平滑性の良好な凹版を製造できる上、パターンのエッジ形状
を非常にシャープに形成することが可能なガラス製のものを用いるのが好ましい。
【００３８】
ただし、ＬＳＩなどの分野でフォトリソグラフ用の印刷原版などに用いられるノンアルカ
リガラスは非常に高価であるため、凹版オフセット印刷用の凹版程度の精度であれば、ソ
ーダライムガラスで十分である。
凹版の凹部は、フォトリングラフ法、エッチング法もしくは電鋳法等により形成される。
凹部の深さは、目的とする印刷パターンの厚みに応じて適宜、設定すればよいが、凹部内
への導電性ペーストの残り（通常は、その深さの約半分量程度の導電性ペーストが凹部内
へ残る）や、あるいは溶剤の蒸発による印刷後の厚みの減少などを考慮すると、およそ１
～５０μｍ程度、特に３～２０μｍ程度であるのが好ましい。
【００３９】
（転写体）
転写体は、その表面をシリコーンゴムにて形成したものであれば特に限定されないが、導
電性ペーストの離型性を示す指標としての表面エネルギーの値が１５～３０ｄｙｎ／ｃｍ
、特に１８～２５ｄｙｎ／ｃｍであるものが好ましい。
かかる転写体は導電性ペーストの離型性に優れており、凹版から転写された印刷パターン
をほぼ１００％、被印刷物上に転写することができる。
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【００４０】
シリコーンゴムとしては加熱硬化型（ＨＴＶ）、室温硬化型（ＲＴＶ）等の種々のシリコ
ーンゴムがあげられるが、特に室温硬化型の付加型シリコーンゴムが、硬化の際に副生成
物を全く発生せず、寸法精度において優れている。
転写体の表面の硬さは、印刷精度などを考慮すると、日本工業規格ＪＩＳ　Ｋ６３０１ - 1

9 7 5「加硫ゴム物理試験方法」に規定されたスプリング式硬さ（ＪＩＳ　Ａ硬さ）で表し
て２０～７０°、特に３０～６０°であるのが好ましい。
【００４１】
表面の硬さがこの範囲を超える硬い転写体は、凹版オフセット印刷において凹版に圧接し
た際に、その表面が凹部内に十分に圧入されないため、凹部内の導電性ペーストが転写体
の表面に十分に転写されず、精度のよい印刷を行えないおそれがある。また表面の硬さが
この範囲未満の柔らかい転写体は、凹版オフセット印刷において凹版や被印刷物に圧接し
た際に表面の変形が大きくなるため、やはり精度のよい印刷を行えないおそれがある。
【００４２】
また転写体の表面は、これも印刷精度などを考慮すると平滑で、その表面の凹凸などが印
刷に影響を及ぼさないことが好ましく、具体的には十点平均粗さで表して１．０μｍ以下
、特に０．５μｍ以下であるのが好ましい。
転写体の形状はブランケット状（シート状）のもの（円筒状の胴に巻き付けるなどして使
用）、ローラ状のもの、あるいは印刷ずれの生じないものであればパット印刷等に用いら
れる曲面状の弾性体などであってもよい。
【００４３】
（凹版オフセット印刷）
凹版オフセット印刷においては、まず前記凹版の、印刷パターンに対応した凹部に、従来
同様にドクターブレード等を用いて、本発明の導電性ペーストを充てんして印刷パターン
を形成する。
次にこの凹版に転写体を圧接させて、印刷パターンを転写体に転写したのち、この転写体
を被印刷物に圧接させて、印刷パターンを、当該被印刷物上に再度転写する。
【００４４】
そして印刷パターンを乾燥させると、凹版オフセット印刷が完了する。
（焼成）
印刷後の印刷パターンは、単に乾燥するだけで、導電パターンとして使用しうる場合もあ
るが、より低抵抗化された導電パターンを形成するには焼成して、バインダ樹脂を除去す
るのが好ましい。
この焼成により、印刷パターン中のバインダ樹脂が分解し、ガス化してパターン中から除
去される。それとともに導電性粉末が焼結されて、任意の、目的とする抵抗値の範囲まで
低抵抗化された導電パターンが形成される。
【００４５】
また、前記のようにガラスフリット等の無機の結着剤を添加している場合は、当該結着剤
が溶融し、導電性粉末間に浸透して、バインダ樹脂に代わってバインダとして機能するた
め、導電パターンの強度を高めることができる。
またシリコーンオイルは、場合によっては先の乾燥工程で一部が蒸発、除去されることも
あるが、その大部分は印刷パターン中に残っており、それがこの焼成によって分解、除去
される。
【００４６】
焼成の温度は特に限定はされないが、アクリル系樹脂等のバインダ樹脂やシリコーンオイ
ルを完全に分解、除去するためには５００℃以上であるのが好ましい。ただしあまりに高
温であると、昇温および降温に長時間を要するなど、膨大なエネルギー消費を生じるおそ
れがある。それゆえ被印刷物の耐熱温度等も併せ考慮した上で、好適な焼成温度を設定す
るのが望ましいが、通常は６５０℃以下、特に６００℃以下であるのが好ましい。
【００４７】
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上記の形成方法によって導電パターンを形成する対象物としては、配線基板の電気回路の
他、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）の前面および背面電極や、あるいはＰＤＰな
どの表示素子の前面に配置されて電磁波をシールドする電磁波シールド部材等が挙げられ
る。これらの、比較的面積の広い被印刷物に対して導電パターンを形成する際に、本発明
の形成方法は特に有効である。
【００４８】
【実施例】
以下、実施例、比較例を挙げて本発明を説明する。
実施例１
〔導電性ペーストの調製〕
下記の各成分を十分にかく拌、混合したのち、３本ロールで混練して導電性ペーストを調
製した。
【００４９】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
なおアクリル系樹脂としては、共栄社化学 (株 )製の商品名オリコックス（重量平均分子量
Ｍｗ：５００００～２０００００）を用いた。銀粉末としては、平均粒径５μｍの鱗片状
のものを用いた。さらにジメチルシリコーンオイルとしては、信越化学工業 (株 )製のＫＦ
９６を用いた。
【００５０】
〔導電パターンの形成〕
上記の導電性ペーストを、下記の凹版、および転写体としてのシリコーンブランケットを
使用した凹版オフセット印刷法によって、被印刷物としてのガラス基板の表面に印刷した
。
（凹版）
ソーダライムガラス製の、平板状の基板の表面に、幅１５０μｍ、深さ３０μｍの直線を
、１５０μｍのピッチで多数、ストライプ状に形成したもの。
【００５１】
（シリコーンブランケット）
最表面に、スプリング式硬さ（ＪＩＳ　Ａ硬さ）が４０°の、付加型ＲＴＶシリコーンゴ
ムの層（十点平均粗さ０．３μｍ）を形成したもの。
次に、クリーンオーブンを用いて、１００℃で１時間、加熱乾燥させることで、上記凹版
のパターンに対応したストライプ状の印刷パターンを形成した。
そしてこの印刷パターンを形成したガラス基板を、オーブンを用いて、さらに５５０℃で
１時間、焼成して樹脂とシリコーンオイルとを完全に分解、除去して導電パターンを形成
した。
【００５２】
上記導電パターンの形成工程を、同じ凹版、および同じシリコーンブランケットを用いて
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１０００回、連続して行った後、印刷１回目と１０００回目に形成した導電パターンを、
電子顕微鏡を用いて観察した。そうしたところ印刷１回目の導電パターンは、図１に示す
ようにエッジ部に形状の乱れのない良好なものであった。また印刷１０００回目の導電パ
ターンも図１とほとんど変わらない、エッジ部に形状の乱れのない良好なものであった。
【００５３】
また１０００回の形成工程の間、シリコーンブランケットの表面を目視にて観察したが、
その表面に導電性ペーストの残留は見られなかった。また１０００回の形成工程を行った
後のシリコーンブランケットの表面を観察したが、膨潤などは見られず、使用前の状態を
維持していた。
比較例１
シリコーンオイルを含有させなかったこと以外は実施例１と同様にして導電性ペーストを
調製し、この導電性ペーストを使用したこと以外は実施例１と同様にして、導電パターン
の形成工程を、同じ凹版、および同じシリコーンブランケットを用いて１０００回、連続
して行った。そして印刷１回目と１０００回目の導電パターンを、電子顕微鏡を用いて観
察したところ、印刷１回目の導電パターンは、図１とほとんど変わらない、エッジ部に形
状の乱れのない良好なものであった。しかし印刷１０００回目の導電パターンは、図２に
示すように、エッジ部に形状の大きな乱れが観察された。
【００５４】
また１０００回の形成工程の間、シリコーンブランケットの表面を目視にて観察したとこ
ろ、５００回目あたりから導電性ペーストの残留が観察された。そして、残留した導電ペ
ーストを１回ごとに除去して作業を続けたが、回数が進むごとに導電ペーストの残留量が
増加した。また１０００回の形成工程を行った後のシリコーンブランケットの表面を観察
したところ、膨潤しているのが確認された。
【００５５】
比較例２
シリコーンオイルの含有割合を、アクリル系樹脂１００重量部に対して３重量部としたこ
と以外は実施例１と同様にして導電性ペーストを調製し、この導電性ペーストを使用した
こと以外は実施例１と同様にして、導電パターンの形成工程を、同じ凹版、および同じシ
リコーンブランケットを用いて１０００回、連続して行った。そして印刷１回目と１００
０回目の導電パターンを、電子顕微鏡を用いて観察したところ、印刷１回目の導電パター
ンは、図１とほとんど変わらない、エッジ部に形状の乱れのない良好なものであった。し
かし印刷１０００回目の導電パターンは、図２と同様に、エッジ部に形状の大きな乱れが
観察された。
【００５６】
また１０００回の形成工程の間、シリコーンブランケットの表面を目視にて観察したとこ
ろ、８００回目あたりから導電性ペーストの残留が観察された。そして、残留した導電ペ
ーストを１回ごとに除去して作業を続けたが、回数が進むごとに導電ペーストの残留量が
増加した。また１０００回の形成工程を行った後のシリコーンブランケットの表面を観察
したところ、膨潤しているのが確認された。
【００５７】
比較例３
シリコーンオイルの含有割合を、アクリル系樹脂１００重量部に対して３００重量部とし
たこと以外は実施例１と同様にして導電性ペーストを調製し、この導電性ペーストを使用
したこと以外は実施例１と同様にして、導電パターンの形成工程を、同じ凹版、および同
じシリコーンブランケットを用いて１０００回、連続して行った。そして印刷１回目と１
０００回目の導電パターンを、電子顕微鏡を用いて観察したところ、印刷１回目の導電パ
ターンから既に、図２と同様に、エッジ部に形状の大きな乱れが観察され、この状態が１
０００回目まで続いた。
【００５８】
なお１０００回の形成工程の間、シリコーンブランケットの表面を目視にて観察したが、
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その表面に導電性ペーストの残留は見られなかった。また１０００回の形成工程を行った
後のシリコーンブランケットの表面を観察したが、膨潤などは見られず、使用前の状態を
維持していた。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１で形成した印刷１回目の導電パターンの、とくにエッジ部の状
態を示す平面図である。
【図２】本発明の比較例１で形成した印刷１０００回目の導電パターンの、とくにエッジ
部の状態を示す平面図である。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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