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(57)【要約】
本発明は、プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト
組成物に係り、より詳しくは酸化が抑制された銅ナノ粒
子を含み、電気伝導度、基板との接着力および印刷性に
優れたプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成
物に関する。具体的に、本発明によるプリンテッドエレ
クトロニクス用銅ペースト組成物は、表面に有機物が薄
くコーティングされた銅ナノ粒子または銅－異種金属ナ
ノ粒子を使用することによって大気圧でも優れた伝導度
および印刷性を示すことができ、特に、銅－異種金属ナ
ノ粒子を使用する場合、接着力が優れるので、高価の銀
粒子に代わって多様なプリンテッドエレクトロニクス分
野に適用することができる。
【選択図】図 1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  ａ）表面に有機物がコーティングされた銅（Ｃｕ）ナノ粒子、銅－異種金属ナノ粒子ま
たはこれらの混合物４０乃至９０重量％；
  ｂ）バインダー樹脂１乃至３０重量％；
  ｃ）モノマーおよびオリゴマー１乃至２０重量％；
  ｄ）硬化剤０．１乃至３重量％；および
  ｅ）残量の溶媒
を含むことを特徴とするプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物。
【請求項２】
  前記ナノ粒子は、平均粒子大きさが５０乃至１，０００ｎｍであることを特徴とする請
求項１に記載のプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物。
【請求項３】
  前記異種金属が亜鉛またはアルミニウムであることを特徴とする請求項１に記載のプリ
ンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物。
【請求項４】
  前記銅－異種金属が、銅１００重量部に対して異種金属１乃至３０重量部が混合された
ことを特徴とする請求項１に記載のプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物。
【請求項５】
  前記有機物がアミンであることを特徴とする請求項１に記載のプリンテッドエレクトロ
ニクス用銅ペースト組成物。
【請求項６】
  前記有機物が粒子の０．１乃至４重量％であることを特徴とする請求項１に記載のプリ
ンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物。
【請求項７】
  前記ａ）が、純粋な銅ナノ粒子に有機物がコーティングされたもの３０－７０重量部と
、銅－異種金属ナノ粒子に有機物がコーティングされたもの７０－３０重量部とが混合さ
れた１００重量部であることを特徴とする請求項１に記載のプリンテッドエレクトロニク
ス用銅ペースト組成物。
【請求項８】
  前記バインダー樹脂が、セルロース系、エポキシ系、ポリエステル系樹脂およびこれら
のうちの一つ以上混合して製造された共重合体からなる群より選択された１種以上のもの
であることを特徴とする請求項１に記載のプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組
成物。
【請求項９】
  前記モノマーおよびオリゴマーが、アクリル系、ウレタン系およびエポキシ系からなる
群より選択された１種以上のものであることを特徴とする請求項１に記載のプリンテッド
エレクトロニクス用銅ペースト組成物。
【請求項１０】
  前記硬化剤が、ジメチルアミノプロピルメタクリルアミド、イソシアネート、無水フタ
ル酸からなる群より選択された１種以上のものであることを特徴とする請求項１に記載の
プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物。
【請求項１１】
  前記溶媒が、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコ
ール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエー
テルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ
ブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリ
コールモノエチルエーテルアセテート、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メチルエーテルアセテート、メチルピロリドン、テルピネオー
ルおよびこれらの混合物からなる群より選択された１種以上のものであることを特徴とす
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る請求項１に記載のプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物。
【請求項１２】
  請求項１によるプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物を基材に印刷した後
、乾燥および焼成を遂行する段階を含むことを特徴とする電子印刷（プリンテッドエレク
トロニクス）方法。
【請求項１３】
  前記基板がポリイミドフィルムであることを特徴とする請求項１２に記載の電子印刷（
プリンテッドエレクトロニクス）方法。
【請求項１４】
  前記印刷がスクリーン印刷であることを特徴とする請求項１２に記載の電子印刷（プリ
ンテッドエレクトロニクス）方法。
【請求項１５】
  前記焼成が１５０－２００℃で行われることを特徴とする請求項１２に記載の電子印刷
（プリンテッドエレクトロニクス）方法。
【請求項１６】
  請求項１２による電子印刷（プリンテッドエレクトロニクス）方法によって製造された
電子印刷（プリンテッドエレクトロニクス）物品。
【請求項１７】
  前記 電子印刷（プリンテッドエレクトロニクス）物品が軟性回路基板であることを特
徴とする請求項１６に記載の電子印刷（プリンテッドエレクトロニクス）物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物に係り、より詳しくは酸
化が抑制された銅ナノ粒子を含み、電気伝導度、基板との接着力および印刷性に優れたプ
リンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
  プリンテッドエレクトロニクス（ｐｒｉｎｔｅｄ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ）技術は、
溶液工程が可能な多様な機能性インク素材（ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｉｎｋ　ｍａｔｅｒ
ｉａｌｓ）を直接印刷工程を用いて多様な電子素子および部品あるいはモジュールを製作
する技術であって、ＲＦＩＤタグ、照明、ディスプレイ、太陽電池、電池（Ｂａｔｔｅｒ
ｙ）など半導体や素子、回路などが用いられるほとんど全ての領域に適用することができ
る。
【０００３】
  このようなプリンテッドエレクトロニクスに使用されるインク材料のうち、導電性イン
ク材料は各種電子素子の電極、配線などに主に使用され、この時形成される導電性ライン
に必要な最も重要な物性は伝導度であり、その次に重要な要求事項は低い工程温度、低い
製造単価およびインクの安定性などが挙げられる。現在主に用いられていたり活発に研究
されている導電性インク材料としては、導電性高分子溶液、金属ナノ粒子が分散された溶
液、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）分散溶液およびこれに対する複合体材料が挙げられ
る。
【０００４】
  現在最も活発に研究されている金属ナノ粒子の場合、高い伝導度を有しているが、これ
らを分散させるために使用される分散剤を除去するために比較的に高い焼成温度（＞１５
０℃）が要求され、製造単価も高い方である。
【０００５】
  最近までこのような金属インクペーストとしては主に球形のマイクロ（μｍ）大きさの
銀（Ａｇ）から構成された組成物が用いられており、銀から構成されたペーストは製造し
やすく安定性が優れ印刷後にも安定的であるという長所があるため広く応用されているが
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、価格が流動的であり高いため生産製品の単価に良くない影響を与えるしかなく、球形の
マイクロ銀粒子は低温で高い電気伝導度を実現しにくいという短所がある。
【０００６】
  このような問題を解決するために、各種印刷工程で高価の銀を代替できると共に既存び
工程にそのまま適用が可能な銅（Ｃｕ）から構成されたペースト組成物に対する関心が高
まっているが、銅は大気圧で酸化がよく起こるという短所がある。
【０００７】
  よって、このような従来の多くの費用がかかる銀組成物や銅組成物の酸化問題を解決し
、下部基板との接着力が向上した銅ペースト組成物に対する開発が切実であるのが実情で
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前記のような問題点を解決するために、本発明は、銅の酸化が抑制され優れた電気伝導
度、接着力および印刷性を示すことができるプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト
組成物を提供することを目的とする。
【０００９】
  本発明はまた、前記プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物を用いて優れた
電気伝導度、接着力および印刷性を示すことができるプリンテッドエレクトロニクス方法
および前記方法によって製造されたプリンテッドエレクトロニクス物品を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
  前記目的を達成するために、本発明は、
  ａ）表面に有機物がコーティングされた銅（Ｃｕ）ナノ粒子、銅－異種金属ナノ粒子ま
たはこれらの混合物４０乃至９０重量％；
  ｂ）バインダー樹脂１乃至３０重量％；
  ｃ）モノマーおよびオリゴマー１乃至２０重量％；
  ｄ）硬化剤０．１乃至３重量％；および
  ｅ）残量の溶媒
を含むことを特徴とするプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物を提供する。
【００１１】
  また、本発明は、プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物を基材に印刷した
後、乾燥および焼成を遂行する段階を含むことを特徴とするプリンテッドエレクトロニク
ス方法を提供する。また、本発明は、前記プリンテッドエレクトロニクス方法によって製
造されたプリンテッドエレクトロニクス物品を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によるプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物は、湿式合成法で合成
され表面に有機物が薄くコーティングされた銅ナノ粒子、銅－異種金属ナノ粒子またはこ
れらの混合物を用いることによって大気圧でも優れた伝導度および印刷性を示すことがで
き、特に銅－異種金属ナノ粒子を用いる場合、接着力が優れるので、高価の銀粒子に代わ
って多様なプリンテッドエレクトロニクス分野に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】合成例１で合成された銅ナノ粒子を示す写真である。
【図２】合成例１で合成された銅ナノ粒子のＥＤＡＸ表面分析結果を示すグラフである。
【図３】合成例１で合成された銅ナノ粒子の熱分析および有機物含量測定結果を示すグラ
フである。
【図４】実施例１の組成物をポリイミドフィルムの上に印刷し焼成した結果を示す写真で
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ある。
【図５】実施例１の組成物の印刷性を評価した結果を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
  本発明による乾燥および焼成が同時に可能な印刷用（プリンテッドエレクトロニクス用
）銅ペースト組成物は、ａ）表面に有機物がコーティングされた銅（Ｃｕ）ナノ粒子、銅
－異種金属ナノ粒子またはこれらの混合物４０乃至９０重量％；ｂ）バインダー樹脂１乃
至３０重量％；ｃ）モノマーおよびオリゴマー１乃至２０重量％；ｄ）硬化剤０．１乃至
３重量％；およびｅ）残量の溶媒を含むことを特徴とする。
【００１５】
  以下、各成分について説明する。
  ａ）表面に有機物がコーティングされた銅ナノ粒子
市中で一般に販売されている１μｍ以上の銅粒子は低温で粒子間融着が起こりにくいため
低抵抗を実現するのが難しく、長時間加熱して融着させる場合、酸化が先に起こりながら
伝導度を完全に失う短所がある。また、市中で販売される銅粒子の場合、表面にコーティ
ングされた有機物がないため容易に酸化される。
【００１６】
  本発明で使用可能な表面に有機物がコーティングされた銅ナノ粒子は、純粋な銅ナノ粒
子に有機物がコーティングされるか、銅－異種金属ナノ粒子に有機物がコーティングされ
るか、またはこれらの混合物であり得る。前記で異種金属は当分野で通常使用する銅より
酸化が速い金属であれば制限なく使用されてもよいが、亜鉛またはアルミニウムであるの
が好ましい。また、純粋銅ナノ粒子はポリイミドおよびポリマー基板との接着力において
ポリマー成分を添加しても優れた結果を示さず、特に焼成時に粒子同士が融着しながら粒
子間境界面が大きくなり、これにより収縮率が大きくなるため基板との収縮率差によって
接着力が良くない短所があるが、銅より酸化が速い金属、具体的な一例として亜鉛やアル
ミニウムを固溶体形態に銅－異種金属ナノ粒子を形成する場合、粒子間融着時に粒子間境
界面の大きさを調節しながら基板との収縮率差を減らすことによって接着力が良くなる長
所がある。前記銅－異種金属ナノ粒子において、前記銅と異種金属の含量比率は銅１００
重量部に対して異種金属が１乃至３０重量部で混合されていることがよい。
【００１７】
  本発明で前記ナノ粒子は球状であり、平均粒子大きさが５０乃至１，０００ｎｍ、好ま
しくは１００乃至５００ｎｍであり、表面に有機物がコーティングされ酸化が抑制された
ものであることを特徴とする。本発明による銅ナノ粒子は、一定以上の酸素が存在する大
気圧上で熱が加えられても表面にコーティングされた有機膜によって酸化が抑制される。
【００１８】
  前記有機物は、アミン、脂肪酸、脂肪族アミンまたはメルカプト類であってもよく、表
面有機物の含量は０．１乃至１０重量％であるのが好ましい。前記範囲内の場合、銅の酸
化を防止しながら目的する電気伝導度を同時に満足させることができる。
【００１９】
  前記銅ナノ粒子は、通常の方法、例えば、湿式合成法を用いて製造することができる。
【００２０】
　発明のペースト組成物において前記銅ナノ粒子は４０乃至９０重量％で含まれ、４０重
量％未満で添加される場合、相対的にバインダー含量が高くなり所望の伝導度を達成する
ことができず、９０重量％を超える場合、印刷のための粘弾性特性が急激に悪くなりなが
ら印刷性能が顕著に落ちる問題がある。好ましくは、本発明のペースト組成物において前
記銅ナノ粒子は純粋な銅ナノ粒子３０－７０重量部と銅－異種金属ナノ粒子７０－３０重
量部が混合されていることがよい。
【００２１】
  ｂ）バインダー樹脂
本発明ではペースト組成物に接着力および印刷のためのレオロジー特性を付与するために
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バインダー樹脂を含む。
【００２２】
  本発明で使用可能なバインダー樹脂としては、セルロース（Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ）系、
例えば、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロ
キシプロピルメチルセルロース、セルロースアセテーブチレート、カルボキシルメチルセ
ルロース、ヒドロキシエチルセルロース、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂およびこ
れらのうちの一つ以上混合して製造された共重合体であることがよい。
【００２３】
  本発明で前記バインダー樹脂は１乃至３０重量％で含まれ、１重量％未満で添加される
場合、ペーストの粘度が高くなるため印刷性が悪くなり、前記含量が３０重量％を超える
場合、ペーストの粘度が低くなりながら印刷後にパターンが広く広がり、焼成後に伝導度
および分散安定性が低下し保管安定性が低下するようになる。
【００２４】
  ｃ）モノマーまたはオリゴマー
  本発明では組成物の流動性（Ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ）特性を高めるためにモノマーまたは
オリゴマーを使用する。
【００２５】
  本発明で使用可能なモノマーおよびオリゴマーとしては、アクリル系、ウレタン系およ
びエポキシ系からなる群より選択された１種以上、例えば、ウレタンアクリレート、多官
能基アクリレート、ポリエステルアクリレートウレタンなどを用いることができ、分子量
が１０，０００以下であるのが好ましい。
【００２６】
  本発明で前記モノマーまたはオリゴマーは１乃至２０重量％で含まれ、１重量％未満で
添加される場合、バインダーによって弾性特性が過度に高くなることがあり、２０重量％
を超過する場合、流動性が過度に増加することがある。
【００２７】
  ｄ）硬化剤
  前記バインダー、およびモノマーおよびオリゴマーの組み合わせのみでは多様なプリン
テッドエレクトロニクスで基板との接着力を確保できないため、熱焼成によって硬化が可
能な硬化剤と共に添加して接着力を高めることができる。
【００２８】
  本発明で使用可能な硬化剤としては、ジメチルアミノプロピルメタクリルアミド、イソ
シアネート、無水フタル酸などを使用することができる。
【００２９】
  本発明で前記硬化剤は０．１乃至３重量％で含まれ、０．１重量％未満で添加される場
合、十分に硬化が起こらないため接着力の確保が難しく、３重量％を超過する場合、未反
応硬化剤によってむしろ接着力を低下させることがある。
【００３０】
  ｅ）溶媒
  本発明ではペーストの粘度を調節しナノ粒子の分散を強化するために溶媒を使用する。
  本発明に使用可能な溶媒としては、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、
テトラエチレングリコール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリ
コールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエ
チレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエー
テル、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、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メチルエーテルアセテート、メチルピロ
リドン、テルピネオール、などを用いることができ、含量は組成物中の残部の量で含まれ
る。
【００３１】
  また、本発明のプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物は、前記成分以外に
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必要によって当業界で通常使用される添加剤、例えば、酸化防止剤、ｐＨ調節剤などを追
加的に含むことができる。
【００３２】
  本発明はまた、前記プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物を基材に印刷し
た後、乾燥および焼成を遂行する段階を含むプリンテッドエレクトロニクス方法および前
記方法によって製造されたプリンテッドエレクトロニクス物品を提供する。
【００３３】
  本発明によるプリンテッドエレクトロニクス方法では通常使用する多様な印刷工程が適
用可能である。例えば、前記印刷は、スクリーン（Ｓｃｒｅｅｎ）印刷、グラビアオフ－
セット（Ｇｒａｖｕｒｅ　ｏｆｆ－ｓｅｔ）印刷、グラビアダイレクト（Ｇｒａｖｕｒｅ
　ｄｉｒｅｃｔ）印刷、インプリンティングなどがあり、好ましくは、スクリーン印刷法
である。また、印刷の対象である基板は公知の多様な基板が適用可能であり、例えば、軟
性回路基板、ガラス基板などに印刷できる。好ましくは、前記基板は軟性回路基板であり
、特にポリイミド（ＰＩ）フィルムであることがよい。
【００３４】
  本発明の前記ペースト組成物は各印刷工程に適合するように最適化されるのが好ましく
、ポリイミド（ＰＩ）フィルムにスクリーン印刷方法を適用する場合、本発明のペースト
組成物は１０，０００乃至５０，０００センチポアズ（ｃｐｓ）の粘度範囲を有するのが
好ましい。
【００３５】
  本発明の銅ペースト組成物は、前記のように印刷工程を行った後、当分野で通常使用さ
れる焼成方法によって焼成することができ、好ましくは、窒素、酸素またはアルゴン熱風
単独、ＭＩＲ（Ｍｉｄｄｌｅ　ｉｎｆｒａ　ｒｅｄ）ランプ、または熱風とＭＩＲランプ
を同時に使用して乾燥および焼成することができる。
【００３６】
  具体的に、本発明による組成物は、２２０℃以下、好ましくは１５０乃至２００℃の熱
い窒素または酸素を供給しながら乾燥、焼成するか、１５０乃至２００℃のＭＩＲランプ
で乾燥、焼成するのが好ましい。
【００３７】
  一般的な銅ペースト組成物が大気圧に容易に酸化される反面、本発明による組成物は表
面に有機物がコーティングされた銅ナノ粒子を使用することによって大気圧での酸化を最
大限抑制できるため電気伝導度が優れるだけでなく、接着力および印刷性が優れているの
で、高価の銀粒子に代わって多様なプリンテッドエレクトロニクス分野（例えば、ＲＦＩ
Ｄタグ、照明、ディスプレイ、太陽電池、電池（Ｂａｔｔｅｒｙ）、半導体、電子素子、
回路など）に多様に適用が可能であり、特に軟性回路基板の製造において好ましく適用で
きる。
【００３８】
  以下、本発明の理解のために好ましい実施例を提示するが、下記の実施例は本発明を例
示するものに過ぎず、本発明の範囲が下記の実施例に限定されるのではない。
【実施例】
【００３９】
  合成例１:純粋銅ナノ粒子の合成
  金属前駆体として銅前駆体ＣｕＣｌ２３０ｇを水４５０ｍｌに溶解させた水溶液に、ト
リエチルアミン２２．３ｇを添加し、緑色の混合溶液がゲル相の薄緑色物質に変わるまで
強制攪拌を実施した。その後、ヒドラジン２７．５ｇを徐々に投入して溶液が暗紅色また
は濃い赤色に変わるまで強制攪拌を実施した。この時、反応温度は４５℃で維持した。
【００４０】
  遠心分離および沈殿を通じて暗紅色の粉末を回収しメタノールで数回洗浄および回収を
繰り返した後、大気圧雰囲気で保管した。
【００４１】
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  前記で製造された銅ナノ粒子を観察した結果、図１に示されているように、製造された
銅ナノ粒子は１００－１２０ｎｍの球状であった。また、ＥＤＡＸ表面分析結果、図２に
示されているように、銅酸化物が殆どない銅粒子であるのを確認した。
【００４２】
  また、空気を吹き込みながら熱分析を通じて表面の有機物含量を測定した結果、図３に
示されているように、有機物含量はほぼ２％程度に測定され、２００℃以下では酸化が抑
制されるが、２００℃以上では酸化が進行することを確認した。
【００４３】
  合成例２:銅－亜鉛ナノ粒子の合成
金属前駆体として銅前駆体ＣｕＣｌ２３０ｇの代わりに銅前駆体ＣｕＣｌ２２７ｇと亜鉛
前駆体３ｇを使用したことを除いては、前記合成例１と同様な方法で銅－亜鉛ナノ粒子を
合成した。
【００４４】
  合成例３:銅－アルミニウムナノ粒子の合成
  金属前駆体として銅前駆体ＣｕＣｌ２３０ｇの代わりに銅前駆体ＣｕＣｌ２２７ｇとア
ルミニウム前駆体３ｇを使用したことを除いては、前記合成例１と同様な方法で銅－アル
ミニウムナノ粒子を合成した。
【００４５】
  実施例１:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  反応器にエチルセルロース重合体１０ｇ、溶媒としてテルピネオール７２ｇおよびブチ
ルカルビトール１８ｇを入れ、樹脂が完全に溶けるまで６５℃で攪拌した。樹脂が完全に
溶けると、前記合成例１で製造された銅ナノ粒子３０ｇにバインダー樹脂８ｇを入れ完全
に混じるまでペーストミキサーを用いて一定以上の速度で攪拌した。このように製造され
た銅ペーストに３官能基以上のアクリル系単量体のうちのジペンタアリールスリトールヒ
ドロキシペンタアクリレート（ＤＰＨＡ）２．６ｇ程度を添加した後、２００℃未満の温
度でラジカルを発生して熱硬化が可能な硬化剤で０．２ｇを添加して完成した。約１分間
追加攪拌を行ってペースト組成物を完成した。
【００４６】
  実施例２:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  前記合成例１で製造された銅ナノ粒子３０ｇの代わりに前記合成例２で製造された銅－
亜鉛ナノ粒子３０ｇを使用したことを除いては、前記実施例１と同様な方法でペースト組
成物を製造した。
【００４７】
  実施例３:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  前記合成例１で製造された銅ナノ粒子３０ｇの代わりに前記合成例１で製造された銅ナ
ノ粒子１５ｇおよび合成例２で製造された銅－亜鉛ナノ粒子１５ｇを使用したことを除い
ては、前記実施例１と同様な方法でペースト組成物を製造した。
【００４８】
  実施例４:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  前記合成例１で製造された銅ナノ粒子３０ｇの代わりに前記合成例１で製造された銅ナ
ノ粒子１５ｇおよび合成例３で製造された銅－アルミニウムナノ粒子１５ｇを使用したこ
とを除いては、前記実施例１と同様な方法でペースト組成物を製造した。
【００４９】
  実施例５:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  アクリル系単量体の代わりに分子量が２，０００以上である多官能基のウレタンアクリ
レート系のオリゴマーを使用したことを除いては、前記実施例１と同様な方法でペースト
組成物を製造した。
【００５０】
  実施例６:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  アクリル系単量体の代わりに分子量５００以上であるビスフェノール系のエポキシオリ
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ゴマーを使用したことを除いては、前記実施例１と同様な方法でペースト組成物を製造し
た。
【００５１】
  実施例７:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  エチルセルロース重合体１０ｇの代わりにエチルセルロース重合体８ｇおよびエポキシ
樹脂２ｇを使用したことを除いては、前記実施例１と同様な方法でペースト組成物を製造
した。
【００５２】
  実施例８:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  エチルセルロース重合体１０ｇの代わりにエチルセルロース重合体８ｇおよびエポキシ
樹脂２ｇを使用し、アクリル系単量体の代わりにウレタン系単量体を使用したことを除い
ては、前記実施例１と同様な方法でペースト組成物を製造した。
【００５３】
  実施例９:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  エチルセルロース重合体１０ｇの代わりにエチルセルロース重合体８ｇおよびエポキシ
樹脂２ｇを使用し、アクリル系単量体の代わりにエポキシ系単量体を使用したことを除い
ては、前記実施例１と同様な方法でペースト組成物を製造した。
【００５４】
  実施例１０:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  前記合成例１で製造された銅ナノ粒子３０ｇの代わりに前記合成例１で製造された銅ナ
ノ粒子１５ｇおよび合成例２で製造された銅－亜鉛ナノ粒子１５ｇを使用し、アクリル系
単量体の代わりにウレタン系単量体を使用したことを除いては、前記実施例１と同様な方
法でペースト組成物を製造した。
【００５５】
  実施例１１:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  前記合成例１で製造された銅ナノ粒子３０ｇの代わりに前記合成例１で製造された銅ナ
ノ粒子１５ｇおよび合成例２で製造された銅－亜鉛ナノ粒子１５ｇを使用し、アクリル系
単量体の代わりにエポキシ系単量体を使用したことを除いては、前記実施例１と同様な方
法でペースト組成物を製造した。
【００５６】
  実施例１２:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  エチルセルロース重合体１０ｇの代わりにエチルセルロース重合体８ｇおよびエポキシ
樹脂２ｇを使用し、前記合成例１で製造された銅ナノ粒子３０ｇの代わりに前記合成例１
で製造された銅ナノ粒子１５ｇおよび合成例２で製造された銅－亜鉛ナノ粒子１５ｇを使
用したことを除いては、前記実施例１と同様な方法でペースト組成物を製造した。
【００５７】
  実施例１３:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  エチルセルロース重合体１０ｇの代わりにエチルセルロース重合体８ｇおよびエポキシ
樹脂２ｇを使用し、前記合成例１で製造された銅ナノ粒子３０ｇの代わりに前記合成例１
で製造された銅ナノ粒子１５ｇおよび合成例２で製造された銅－亜鉛ナノ粒子１５ｇを使
用し、アクリル系単量体の代わりにウレタン系単量体を使用したことを除いては、前記実
施例１と同様な方法でペースト組成物を製造した。
【００５８】
  実施例１４:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  エチルセルロース重合体１０ｇの代わりにエチルセルロース重合体８ｇおよびエポキシ
樹脂２ｇを使用し、前記合成例１で製造された銅ナノ粒子３０ｇの代わりに前記合成例１
で製造された銅ナノ粒子１５ｇおよび合成例２で製造された銅－亜鉛ナノ粒子１５ｇを使
用し、アクリル系単量体の代わりにエポキシ系単量体を使用したことを除いては、前記実
施例１と同様な方法でペースト組成物を製造した。
【００５９】
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  比較例１:プリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物の製造
  前記合成例１で製造された銅ナノ粒子３０ｇの代わりにアルドリッチ社から購入した銅
粒子３０ｇを使用したことを除いては、前記実施例１と同様な方法でペースト組成物を製
造した。
【００６０】
  試験例１
  前記実施例１乃至１４および比較例１で製造された銅ペースト組成物の物性評価のため
に、各組成物をパターンが形成されている２９０メッシュスクリーン網を通してポリイミ
ドフィルムの上に印刷し、形成された塗膜を５０℃で乾燥後、２００℃で３分間熱風で焼
成した後（図４）、マルチテスターで印刷されたパターンに直接測定して伝導度を測定し
、印刷されたパターンをＡＳＴＭ　Ｄ３３５９の方法で接着力評価を行い、その結果を下
記表１に示した。
【００６１】
  また、各５０／５０、７０／７０、９０／９０、１１０／１１０（線幅／空いた空間）
で印刷性を評価し、その結果を下記表１および図５（実施例１の組成物）に示した。断線
がないものは“ｏ”、断線があるものは“ｘ”と示した。
【００６２】
【表１】

【００６３】
  上記表１に示されているように、本発明による実施例１乃至１４の銅ペースト組成物は
、市販される一般の銅ナノ粒子を用いた組成物に比べて伝導度、接着力および印刷性が優
れていることを確認した。
【００６４】
  特に、同一な組成物で銅－異種金属ナノ粒子を用いた場合、接着力が大きく増加するこ
とを確認し、銅－亜鉛ナノ粒子が下部接着力に最も大きい効果を示した。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明によるプリンテッドエレクトロニクス用銅ペースト組成物は、湿式合成法で合成
され、表面に有機物が薄くコーティングされた銅ナノ粒子、銅－異種金属ナノ粒子または
これらの混合物を使用することによって大気圧でも優れた伝導度および印刷性を示すこと
ができ、特に、銅－異種金属ナノ粒子を使用する場合、接着力が優れるので、高価の銀粒
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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