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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無機粒子、
　イソボルニル基を有する化合物、および、
　変性ウレア化合物溶液からなる揺変剤、
を含有することを特徴とする３００～１０００℃の焼結用無機粒子含有ペースト。
【請求項２】
　さらに、アクリル樹脂を含有することを特徴とする請求項１記載の３００～１０００℃
の焼結用無機粒子含有ペースト。
【請求項３】
　前記イソボルニル基を有する化合物の分子量が３００以下であることを特徴とする請求
項１または２記載の３００～１０００℃の焼結用無機粒子含有ペースト。
【請求項４】
　前記イソボルニル基を有する化合物が下記一般式（Ｉ）で表される化合物であることを
特徴とする請求項１～３のいずれか一項記載の３００～１０００℃の焼結用無機粒子含有
ペースト。
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（式中、Ｍは、水酸基で置換されたフェニル基または下記一般式（ＩＩ）で表される構造
を表す。）

（式中、Ｒは炭素原子数１～４のアルキル基を表し、ｎは０～３の整数を表す。）
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項記載の３００～１０００℃の焼結用無機粒子含有ペースト
を用いてなることを特徴とする塗布形成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無機粒子含有ペーストに関し、詳しくは、焼成性に優れ、炭化した有機物の残
存、および、乾燥工程における塗膜のダレの発生が抑制された無機粒子含有ペーストおよ
びそれを用いた塗布形成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属粒子などの導電性物質やガラスフリットなどの誘電体、蛍光体といった無機粒子を
含有する無機粒子含有ペーストは、インクジェット印刷、スクリーン印刷、グラビアオフ
セット印刷といった種々の印刷法により高精細回路を構成するように基板に印刷され、加
熱による硬化、焼結処理を経て基板上に電極や電気配線、誘電体層、蛍光体層などを形成
する。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、バインダー樹脂、アルコキシシラン化合物および銀粒子を含
有する焼結性導電ペーストが開示され、特許文献２には、導電性粉末、アルキルシリケー
ト、有機チタンキレートおよび高粘性溶媒を含有する導電性ペースト組成物が開示されて
いる。また、特許文献３には、カルボン酸含有樹脂、導電粒子、多価アルコール化合物お
よび有機溶剤を含有する導電性ペーストが開示されている。
【０００４】
　上記特許文献等記載のペーストにおいてバインダー樹脂として使用される有機高分子バ
インダーは、印刷性の付与、塗膜の形成の為に用いられるものである。この有機高分子バ
インダーの除去には、高温での加熱を必要とする。また、有機高分子が、加熱処理時に炭
化して残存すると、気泡や膨張の発生、無機物層の特性への悪影響が生じうるという問題
がある。
【０００５】
　上記の有機高分子バインダーの高温処理、残存に関する問題の解決手段として、特許文
献４には、テルペン骨格を有し、２５℃における粘度が特定の範囲である有機化合物とし
て、イソボルニル基を有する化合物を用いた無機粒子含有組成物が提案されている。即ち
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、特許文献４は、無機体或いは無機物層を従来よりも低エネルギーで形成できるとともに
有機化合物に起因する悪影響を低減することが可能な無機粒子含有組成物を提供すること
を目的とし、イソボルニル基を有する化合物が、塗膜の形成に用いることができる一方、
比較的低温で除去が可能であることに着目したものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１０６１４５号公報
【特許文献２】特開２０１１－６０７５２号公報
【特許文献３】特開２０１１－７６８９９号公報
【特許文献４】国際公開２００８／１４９７４８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、イソボルニル基を有する化合物を用いた無機粒子含有ペーストは焼成性
に優れ、低温でイソボルニル基を有する化合物の除去が可能ではあるものの、乾燥工程に
おいて著しい塗膜のダレが発生することがあるという問題があった。
【０００８】
　そこで本発明の目的は、焼成性に優れ、炭化した有機物の残存、および、乾燥工程にお
ける塗膜のダレの発生が抑制された無機粒子含有ペーストおよびそれを用いた塗布形成物
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者等は上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、無機粒子、イソボルニル基を有
する化合物、および、変性ウレア化合物溶液からなる揺変剤を含有する無機粒子含有ペー
ストとすることで上記課題を解決しうることを見出し、本発明を完成するに至った。
　ここで、本発明において、変性ウレア化合物溶液とは、イソシアネート単量体あるいは
これらのアダクト体と有機アミンとの反応物をいう。
【００１０】
　即ち、本発明の無機粒子含有ペーストは、無機粒子、イソボルニル基を有する化合物、
および、変性ウレア化合物溶液からなる揺変剤を含有することを特徴とするものである。
【００１１】
　本発明の無機粒子含有ペーストは、さらに、アモルファスシリカを含有することが好ま
しい。
【００１２】
　本発明の無機粒子含有ペーストは、さらに、アクリル樹脂を含有することが好ましい。
【００１３】
　本発明の無機粒子含有ペーストは、前記アモルファスシリカが、親水性シリカであるこ
とが好ましい。
【００１４】
　本発明の無機粒子含有ペーストは、前記イソボルニル基を有する化合物の分子量が３０
０以下であることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明の無機粒子含有ペーストは、前記イソボルニル基を有する化合物が下記一
般式（Ｉ）で表される化合物であることが好ましい。
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（式中、Ｍは、水酸基で置換されたフェニル基または下記一般式（ＩＩ）で表される構造
を表す。）

（式中、Ｒは炭素原子数１～４のアルキル基を表し、ｎは０～３の整数を表す。）
【００１６】
　本発明の塗布形成物は、上記いずれかの無機粒子含有ペーストを用いてなることを特徴
とするものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、焼成性に優れ、炭化した有機物の残存、および、乾燥工程における塗膜
のダレの発生が抑制された無機粒子含有ペーストおよびそれを用いた塗布形成物を提供す
ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は参考例の結果を表すグラフ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の無機粒子含有ペーストは、無機粒子、イソボルニル基を有する化合物、および
、変性ウレア化合物溶液からなる揺変剤を含有することを特徴とするものである。イソボ
ルニル基を有する化合物は、バインダーとして用いることができる性質を有しながら、比
較的低温で揮発する。これにより、焼成時の炭化した有機物の残存、いわゆる残炭の発生
が抑制される。さらに、本発明者等により、イソボルニル基を有する化合物、および、変
性ウレア化合物溶液からなる揺変剤を含有することにより、イソボルニル基を有する化合
物をバインダーとして使用したときに問題となる、塗膜のダレの発生が抑制されることが
見出された。これは、主にペースト中で三次元構造を形成し、擬塑性およびチクソトロピ
ー性を付与させるものと考えられる。
【００２０】
　本発明の無機粒子含有ペーストは、基板上への印刷ないし塗布、乾燥、焼成工程（加熱
による硬化、焼結処理）を経て、基板上に電極や電気配線、誘電体層、蛍光体層などを形
成することにより用いられる。
　印刷ないし塗布の方法は特に限定されず、公知の方法によることができる。印刷方法と
しては、インクジェット印刷、スクリーン印刷、グラビア印刷、グラビアオフセット印刷
等が挙げられる。これら印刷方法により印刷することで、下地層の特殊な処理を必要とせ
ずに、高精細な回路を形成することができる。
　乾燥工程は、熱風循環式乾燥炉などを用いた公知の方法によることができる。
　焼成工程は、含まれる無機粒子の種類によっても異なりうるが、好ましくは３００～１
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０００℃、より好ましくは５００～９００℃である。また、焼成は有酸素下、大気中、無
酸素下などの条件を、無機粒子の特性に合わせて適宜選択することができる。例えば、大
気中で焼成すると酸化しやすい金属を用いる場合は、無酸素下で焼成を行うことが好まし
い。
【００２１】
　本発明の無機粒子含有ペーストは、下記式で表されるチキソ比が１．０～４．０である
ことが好ましく、１．１～３．０であることがより好ましい。なお、下記粘度値は２５℃
における粘度値である。粘度値は、公知のコーンプレート型粘度計により測定することが
できる。
チキソ比＝
［剪断速度１０ｓ－１での粘度値］／［剪断速度１００ｓ－１での粘度値］
【００２２】
　以下、各成分について詳述する。
【００２３】
［無機粒子］
　無機粒子は、基板上に電極や電気配線、誘電体層、蛍光体層などを形成するために用い
られるものであればいずれでもよく、用途に応じて適宜選択される。無機粒子として例え
ば、金属、金属酸化物、ガラス、蛍光体の粒子が挙げられる。また、金属粒子を使用する
場合に、結着材としてガラス粒子を添加してもよい。
【００２４】
　金属粒子としては、銀、銅、アルミニウム、金、白金、ニッケル、錫、亜鉛などからな
る群から選ばれた少なくとも１種類の金属の他、その合金等が挙げられる。
　金属酸化物としては上記金属の酸化物の他、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄ
ｅ）、酸化インジウムなどを用いることができる。
　上記金属粒子、金属酸化物粒子の、レーザー回折・散乱法で測定した平均粒径（Ｄ５０
）は、好ましくは、０．０１～５０μｍ、より好ましくは、０．１～１５μｍである。
　金属粒子、金属酸化物粒子の配合量は、ペーストの不揮発成分（乾燥工程でペースト中
から揮発せず膜に残存する成分）を基準として、７０～９９．９質量％であることが好ま
しい。７０質量％未満であると焼成後の金属粒子または金属酸化物粒子の焼結が起き難く
なるため好ましくない。一方、９９．９質量％を超えると、良好な印刷性を得ることが困
難となる。
【００２５】
　ガラス粒子（ガラスフリット）としては、酸化鉛、酸化ビスマス、酸化亜鉛、酸化リチ
ウム、またはアルカリホウケイ酸塩を主成分とするものが好適に用いられる。ガラス粒子
の具体例として例えば、ＰｂＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２系、ＰｂＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２－
Ａｌ２Ｏ３系、ＺｎＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２系、ＺｎＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２－Ａｌ２Ｏ

３系、ＰｂＯ－ＺｎＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２系、ＰｂＯ－ＺｎＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２－
Ａｌ２Ｏ３系、Ｂｉ２Ｏ３－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２系、Ｂｉ２Ｏ３－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２－
Ａｌ２Ｏ３系、Ｂｉ２Ｏ３－ＺｎＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２系、Ｂｉ２Ｏ３－ＺｎＯ－Ｂ２

Ｏ３－ＳｉＯ２－Ａｌ２Ｏ３系等のガラス粒子が挙げられる。
【００２６】
　酸化鉛を主成分とするガラスフリットとしては、例えば、酸化物基準の質量％で、Ｐｂ
Ｏが４８～８２％、Ｂ２Ｏ３が０．５～２２％、ＳｉＯ２が３～３２％、Ａｌ２Ｏ３が０
～１２％、ＢａＯが０～１５％、ＴｉＯ２が０～２．５％、Ｂｉ２Ｏ３が０～２５％の組
成を有する非晶性ガラスフリットが好ましい。
【００２７】
　酸化ビスマスを主成分とするガラスフリットとしては、酸化物基準の質量％で、Ｂｉ２

Ｏ３が６～８８％、Ｂ２Ｏ３が５～３０％、ＳｉＯ２が５～２５％、Ａｌ２Ｏ３が０～５
％、ＢａＯが０～２０％、ＺｎＯが１～２０％の組成を有する非晶性ガラスフリットが好
ましい。
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【００２８】
　酸化亜鉛を主成分とするガラスフリットとしては、酸化物基準の質量％で、ＺｎＯが２
５～６０％、Ｋ２Ｏが２～１５％、Ｂ２Ｏ３が２５～４５％、ＳｉＯ２が１～７％、Ａｌ

２Ｏ３が０～１０％、ＢａＯが０～２０％、ＭｇＯが０～１０％の組成を有する非晶性ガ
ラスフリットが好ましい。
【００２９】
　ガラス粒子の平均粒径（Ｄ５０）は、レーザー回折・散乱法で測定することができ、好
ましくは０．３～５．０μｍ、より好ましくは０．５～３．０μｍである。平均粒径が０
．３μｍ未満であると、収率が著しく低下しコスト高となり、５．０μｍを超えると、薄
膜の形成や、焼成時の均一な収縮が困難となり、ライン形状や緻密性が劣化する。
【００３０】
　ガラス粒子の軟化点は、好ましくは５３０～６５０℃である。ガラス軟化点が５３０℃
未満であると、得られる回路において十分な緻密性を得ることが困難となり、６５０℃を
超えると抵抗値が上昇する。また、ガラス粒子の熱膨張係数α３００は、６０×１０－７

～１１０×１０－７であることが好ましい。
【００３１】
　ガラス粒子の配合量は、ペーストの不揮発成分（乾燥工程でペースト中から揮発せず膜
に残存する成分）を基準として、７０～９９．９質量％であることが好ましい。７０質量
％未満であると、焼成後の回路の基板への良好な密着性を得ることが困難となる。一方、
９９．９質量％を超えると、良好な印刷性を得ることが困難となる。
【００３２】
［イソボルニル基を有する化合物］
　本発明において、イソボルニル基を有する化合物は、溶剤として用いられる。イソボル
ニル基を有することで、その立体構造故に高粘度となり、無機粒子を分散させつつ好適な
印刷適性を保持することができると考えられる。イソボルニル基を有する化合物としては
分子量が３００以下であるものが好ましい。また、焼結処理により揮発するものであるこ
とが好ましく、沸点が１５０～３５０℃の範囲であるものが好ましい。イソボルニル基を
有する化合物としては、例えば、１－イソボルニル－３，３－ジメチル－２－メチレンノ
ルボルナン、（メタ）アクリル酸イソボルニル、５‐イソボルニル‐２‐メトキシフェノ
ール、イソボルニルシクロヘキサノール、イソボルニルフェノール、５‐［２‐（イソボ
ルニルオキシ）エチル］シクロペンタジエンが挙げられる。
【００３３】
　上記イソボルニル基を有する化合物の配合量は、組成物全体を基準として、０．１～９
０質量％が好ましく、５～９０質量％がより好ましく、１０～６０質量％がさらに好まし
い。０．１質量％未満であると、ペーストとして十分な粘度が得られないため、好ましく
ない。一方、９０質量％を超えると、ペーストとしての流動性を損なうため、好ましくな
い。
【００３４】
　上記イソボルニル基を有する化合物の粘度（２５℃における）としては、１０００～１
００００ｄＰａ・ｓが好ましく、３０００～７０００ｄＰａ・ｓがより好ましい。粘度は
例えばコーンプレート型粘度計により測定することができる。
【００３５】
　本発明において、イソボルニル基を有する化合物としては、下記一般式（Ｉ）で表され
るものが好ましい。
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（式中、Ｍは、水酸基で置換されたフェニル基または下記一般式（ＩＩ）で表される構造
を表す。）

（式中、Ｒは炭素原子数１～４のアルキル基を表し、ｎは０～３の整数を表す。）
【００３６】
　上記一般式（Ｉ）で表される化合物としては、イソボルニルシクロヘキサノール、イソ
ボルニルフェノール等が挙げられる。
【００３７】
［変性ウレア化合物溶液］
　本発明の無機粒子含有ペーストは、揺変剤として、変性ウレア化合物溶液（イソシアネ
ート単量体あるいはこれらのアダクト体と有機アミンとの反応物）を含む。
　この変性ウレア化合物溶液によれば、主にペースト中で三次元構造を形成し、擬塑性お
よびチクソトロピー性を付与させるものと考えられる。
　このような変性ウレア化合物溶液としては、ＢＹＫ－４１０、ＢＹＫ－４１１、ＢＹＫ
－４２０、官報公示整理番号　化審法７－８８５にかかる物質等が挙げられる。
　変性ウレア化合物溶液の配合量は、組成物全体を基準として、０．０１～５質量％が好
ましく、０．０５～３質量％がより好ましく、０．１～１．５質量％がさらに好ましい。
０．０１質量％未満であると、ダレ抑止効果が得られないことがあり好ましくない。一方
、５質量％を超えると、ペーストとしての流動性を損うことがあるため好ましくない。
【００３８】
［アモルファスシリカ］
　本発明の無機粒子含有ペーストは、アモルファスシリカを含有することが好ましい。ア
モルファスシリカは非晶質のシリカであり、合成品、天然品のいずれであってもよいが好
ましくは合成品である。また、沈降法、ゲル法等によって製造される湿式シリカ、燃焼法
、アーク法等によって製造される乾式シリカのいずれであってもよい。アモルファスシリ
カとしては親水性、疎水性のいずれでもよいが、塗膜のダレ発生防止効果が大きいことか
ら親水性のものが好ましい。アモルファスシリカの具体例としては、日本アエロジル社製
のAEROSIL（アエロジル　登録商標）50、130、200、200V、200CF、200FAD、300、300CF、
380、OX50、TT600、MOX80、MOX170、COK84、日本シリカ工業社製のNipsil（登録商標）AQ
、AQ-S、VN3、LP、L300、N-300A、ER-R、ER、RS-150、 ES、NS、NS-T、NS-P、NS-KR、NS-
K、NA、KQ、KM、DS、信越化学社製のKMPX-100Ｋ、日本触媒社製シーホスターKE-P10、KE-
E10等が挙げられる。アモルファスシリカは１種を単独で用いてもよく、２種以上を組み
合わせて用いてもよい。これらの中でも一次粒子径が５～５０ｎｍのものが好ましく、５
～２０ｎｍのものがより好ましい。また、比表面積は５０～５００ｍ２／ｇのものが好ま
しい。
　アモルファスシリカの配合量は、組成物全体を基準として、０．０１～２０質量％が好
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ましく、０．１～１０質量％がより好ましく、０．５～５質量％がさらに好ましい。０．
０１質量％未満であると、ダレ抑止効果が得られないことがあり好ましくない。一方、２
０質量％を超えると、ペーストとしての流動性を損うことがあるため好ましくない。
【００３９】
［アクリル樹脂］
　本発明の無機粒子含有ペーストは、ダレ発生防止に効果があることより、アクリル樹脂
を含むことが好ましい。アクリル樹脂としては、例えば、アクリル酸、アクリル酸エステ
ル類、メタクリル酸、およびメタクリル酸エステル類からなる群から選ばれる１種以上の
モノマーの重合体、共重合体が挙げられる。また、これら（メタ）アクリル酸および／ま
たは（メタ）アクリル酸エステルと、エチレン性不飽和結合を有する他のモノマーとの共
重合体であってもよい。（メタ）アクリル酸エステルの具体例として、メチル（メタ）ア
クリレート、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘ
キシル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）ア
クリレートグリシジル（メタ）アクリレート等が挙げられ、中でもメチルメタクリレート
が好ましい。アクリル樹脂の市販品としては、三菱レイヨン社製のダイヤナール ＬＲ－
１５５、ダイヤナール ＬＲ－０１６、ダイヤナール ＬＲ－１７７、ＬＲ－９８１、積水
化学工業社製エスレックＡＳシリーズ、ＤＩＣ社製アクリディックシリーズ等が挙げられ
る。
　アクリル樹脂としては、重量平均分子量１００００～３０００００が好適である。重量
平均分子量が１００００未満であると印刷後の乾燥工程で塗膜のダレを抑制する効果が乏
しくなる。一方、重量平均分子量が３０００００を超えると、ペーストの粘度が高くなり
すぎ印刷し難くなることがある。より好ましくは１３０００～１２００００の範囲である
。なお、重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ（ＧＰＣ）にて測定
した標準ポリスチレン換算の値である。
　アクリル樹脂の配合割合は、組成物全体を基準として、０．０１～１５質量％であるこ
とが好ましく、０．１～１０質量％がより好ましく、０．１～７質量％がさらに好ましい
。０．０１質量％未満であると印刷後の乾燥工程において塗膜のダレを抑制する効果が乏
しくなる、塗膜強度が低下しハンドリング時に傷が付くなどの不具合が生じやすくなる。
一方、１５質量％を超えると焼成時の残炭（未燃焼成分の残存）が生じやすくなり、良好
な焼成物が得られない場合がある。
【００４０】
（その他の溶剤）
　本発明の無機粒子含有ペーストは、さらに粘度調整や印刷適性の向上を目的に、イソボ
ルニル基を有する化合物に加えてそれ以外の溶剤を含むことが好ましい。具体的には、メ
チルエチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類；トルエン、キシレン、テトラメチ
ルベンゼンなどの芳香族炭化水素類；セロソルブ、メチルセロソルブ、カルビトール、メ
チルカルビトール、ブチルカルビトール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジ
プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル
、トリエチレングリコールモノエチルエーテルなどのグリコールエーテル類；酢酸エチル
、酢酸ブチル、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、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセ
テートなどの酢酸エステル類；エタノール、プロパノール、エチレングリコール、プロピ
レングリコール、テルピネオールなどのアルコール類；オクタン、デカンなどの脂肪族炭
化水素；石油エーテル、石油ナフサ、水添石油ナフサ、ソルベントナフサなどの石油系溶
剤が挙げられ、これらを１種単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。その中で
も、アルコール類、および石油系溶剤の少なくとも何れか１種を含むことが特に好ましい
。アルコール類の中では、単環式モノテルペンアルコール化合物がさらに好ましく、テル
ピネオール類（ターピネオール類とも称する）が最も好ましい。アルコール類の具体例と
してはターピネオールＣ（日本テルペン化学社製）等が挙げられ、石油系溶剤の具体例と
してはカクタスファインＳＦ－０２（ジャパンエナジー社製）等が挙げられる。
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【００４１】
（その他の成分）
　本発明の無機粒子含有ペーストには、本発明の効果を損なわない限り、電極や電気配線
、誘電体層、蛍光体層、無機物層の形成に用いられる無機粒子含有ペーストに一般に配合
される成分を配合することができる。そのような成分としては、バインダー、上記以外の
溶剤、着色剤、消泡剤、レベリング剤、表面張力低下剤、希釈剤、可塑化剤、フィラー、
カップリング剤、安定剤、酸化防止剤、分散剤等が挙げられる。
【００４２】
　本発明の無機粒子含有ペーストが上記以外のバインダーを含む場合に、使用可能なバイ
ンダーとしては特に限定されるものではなく、例えば、ポリエステル樹脂、ウレタン変性
ポリエステル樹脂、エポキシ変性ポリエステル樹脂、アクリル変性ポリエステル樹脂など
の各種変性ポリエステル樹脂、ポリエーテルウレタン樹脂、ポリカーボネートウレタン樹
脂、アクリルウレタン樹脂、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体、エポキシ樹脂、フェノー
ル樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリアミドイミド、ポリイミド、ポリアミド、ニト
ロセルロース、セルロース・アセテート・ブチレート（ＣＡＢ）、セルロース・アセテー
ト・プロピオネート（ＣＡＰ）などの変性セルロース類などが挙げられる。
【００４３】
　本発明の無機粒子含有ペーストの製造方法は特に限定されず、公知の方法により製造す
ることができる。例えば、上記各成分を攪拌装置を用いて混合し、３本ロール等で分散す
る方法が挙げられる。
【００４４】
　本発明の無機粒子含有ペーストは、好適には、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、フェノ
ール樹脂、ガラス等からなるプリント基板、フレキシブル基板、ＰＥＴなどのフィルム基
板などの上に印刷ないし塗布され、加熱による焼結処理を施すことで、電極や電気配線、
誘電体層、蛍光体層、無機物層等を形成することに用いられる。具体的な用途としては、
例えば、微細配線基板を用いた電子部品、プリント配線板、アンテナ回路、コンデンサー
等の電子部品、フラットパネルディスプレイと言われる液晶ディスプレイ、プラズマディ
スプレイ、有機ＥＬディスプレイ、電界放出ディスプレイ等の電極部材や電子回路、ＩＣ
実装、パワーデバイス等の電気的接合部材、ＲＦＩＤ用タグ、太陽電池、燃料電池等の電
極、熱線遮蔽、電磁波遮蔽の微細配線への適用を挙げることができる。
【００４５】
　本発明の塗布形成物は、本発明の無機粒子含有ペーストを用いてなることを特徴とする
ものである。即ち、フィルムや基板上に本発明の無機粒子含有ペーストを、回路を形成す
るように塗布ないし印刷した後、乾燥、焼成工程（加熱による硬化、焼結処理）を行うこ
とにより製造される。印刷、乾燥、焼成方法、およびフィルムや基板については上記した
通りである。本発明の塗布形成物は、用いる無機粒子含有ペーストに含まれる無機粒子の
種類により、導電回路、導体回路、誘電体回路、蛍光体回路等とすることができる。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例、比較例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例
、比較例により何ら制限されるものではない。
【００４７】
（ガラスペーストの調製）
　表１に示す配合割合（質量比）で各成分を配合して３本ロールミルにて練肉することで
、実施例１～８、比較例１～２のガラスペースト組成物を得た。なお、粘度は約２００ｄ
Ｐａ・ｓ（東機産業社製コーンプレート型粘度計、５回転値）に調整した。
【００４８】
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【表１】

※１… テルソルブＭＴＰＨ （日本テルペン化学社製）
※２… ターピネオールＣ （日本テルペン化学社製）
※３…カクタスファインＳＦ－０２ （石油系溶剤、ジャパンエナジー社製）
※４…ＢＹＫ―Ｄ４１０（ビッグケミー・ジャパン社製）
※５…アエロジルＲ９７４（日本アエロジル社製）
※６…アエロジル♯２００ （日本アエロジル社製）
※７…エスレックＡＳ Ｍ－３２１０（積水化学工業社製、不揮発分４５％）
※８…ＰｂＯ ６０％、Ｂ２Ｏ３ ２０％、ＳｉＯ２１５％、Ａｌ２Ｏ３ ５％の組成を有
し、熱膨張係数α３００＝７０×１０－７／℃、ガラス転移点４４５℃の性質のものを、
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粉砕して平均粒径１．６μｍとしたもの
【００４９】
（試験方法）
　得られたガラスペーストを、シリンジにて一定量（０．０５ｍＬ）計り取り、ガラス板
に垂らした。次いで、ラックにガラス板を垂直に立てかけて、熱風循環式乾燥炉にて８０
℃で３分間乾燥した。
【００５０】
（評価方法）
　乾燥後、ダレの長さ（量）を測定した。結果は表２の通りである。
【００５１】
（試験結果）
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【表２】

【００５２】
　実施例１～８のいずれにおいても、変性ウレア化合物を含まない比較例１よりダレ量が
低減された結果が得られた。特に、変性ウレア化合物に加えてアモルファスシリカを含む
、実施例５～８はダレ低減効果が大きい。さらにその中でも、変性ウレア化合物と親水性
アモルファスシリカとを含む、実施例６～８は、ダレ低減効果が非常に大きかった。
　これに対し、変性ウレア化合物の代わりに、脂肪酸アミドであるステアリン酸アミドを
用いた比較例２では、逆にダレ量が増加する結果となった。
【００５３】
　以上の結果から、イソボルニル基を有する化合物と無機粒子とを含むペーストに変性ウ
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レア化合物を含有させることが、ダレ低減に有効であることがわかった。また、変性ウレ
ア化合物に加えて、アモルファスシリカを含有するとダレ低減効果がより高く、その中で
も、変性ウレア化合物と親水性アモルファスシリカとを含有するとダレ低減効果が非常に
高いことがわかった。
【００５４】
［参考例］
　表３に示す配合割合（質量比）で各成分を配合して３本ロールミルにて練肉することで
、イソボルニルシクロヘキサノールを含まないガラスペースト組成物を得た（参考例１）
。参考例１にかかるガラスペースト組成物と、上記比較例１にかかるガラスペースト組成
物それぞれについて、東機産業社製コーンプレート型粘度計（５回転値）により各温度に
おける粘度を測定した。結果を下記表４および図１に示す。
【００５５】
【表３】

【００５６】
【表４】

【００５７】
　表４および図１から明らかなように、イソボルニルシクロヘキサノールを含まないガラ
スペースト組成物は加熱による粘度低下はそれほどでもないが、イソボルニルシクロヘキ
サノールを含むガラスペーストでは、加熱による粘度低下が顕著であった。このことは、
イソボルニル基を有する化合物が良好な焼成性をもたらしうる一方で、イソボルニル基を
有する化合物を用いた無機粒子含有ペーストにおいては加熱による粘度低下が生じ、その
結果塗膜のダレが発生しうることを示しているといえる。
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