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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属ナノ粒子を含んでなる導電性ナノ粒子ペーストであって、
　前記金属ナノ粒子の平均粒子径は、１～１００ｎｍの範囲に選択され、
　該導電性ナノ粒子ペーストは、前記金属ナノ粒子を分散溶媒中に均一に分散してなる分
散液であり、
　該金属ナノ粒子表面は、かかる金属ナノ粒子に含まれる金属元素と配位的な結合が可能
な基として、窒素、酸素、またはイオウ原子を含み、これら原子の有する孤立電子対によ
る配位的な結合が可能な基を有する化合物１種以上により被覆されており、
　前記金属ナノ粒子１００質量部に対して、前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基
を有する化合物一種以上を総和として、１０～２０質量部を含有し、
　前記分散溶媒は、１００℃以上に加熱した際、該分散溶媒１００質量部当たり、金属ナ
ノ粒子表面を被覆する前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化合物を５０
質量部以上溶解可能な、高溶解性を有する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機
物からなる混合溶媒であり、
　前記金属ナノ粒子１００質量部に対して、前記分散溶媒を８～２２０質量部含有し、
　前記分散溶媒を構成する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物は、２０℃～
３００℃の温度範囲においては、前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化
合物に対して、反応性を示さず、
　前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化合物は、１５０℃～３００℃の
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範囲に沸点を有し、２０℃以下の融点を有し、
　前記分散溶媒を構成する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物は、いずれも
、１５０℃～３００℃の範囲に沸点を有し、２０℃以下の融点を有し、
　前記金属ナノ粒子表面を被覆する窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化合
物は、前記金属ナノ粒子に含まれる金属元素と配位的な結合が可能な基として、末端アミ
ノ基（－ＮＨ2）を１以上有するアミン化合物であり、
　前記有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物で構成される分散溶媒は、下記の
（ａ）または（ｂ）の混合溶媒から選択されており、
　（ａ）炭素数１０以上の第一級アルコール類を主な溶媒成分とし、
　分岐のジオール類を、該主な溶媒成分に対して、補足的に添加、配合される低極性の液
状有機物として選択してなる混合溶媒；
　（ｂ）炭素数１０以上のアルカン類を主な溶媒成分とし、
　分岐を有するジアルキルアミン類を、該主な溶媒成分に対して、補足的に添加、配合さ
れる低極性の液状有機物として選択してなる混合溶媒；
　前記導電性ナノ粒子ペーストは、バインダー樹脂成分ならびに酸無水物を含有してなく
、
　該導電性ナノ粒子ペーストは、インクジェット印刷用のペーストであり、
　該ペーストの液粘度（２０℃）は、５　ｍＰａ・ｓ～３０　ｍＰａ・ｓの範囲に選択さ
れ、
　該ペースト中における分散溶媒の容積比率は、６０～８０体積％の範囲に選択されてい
る
ことを特徴とする導電性ナノ粒子ペースト。
【請求項２】
　金属ナノ粒子を含んでなる導電性ナノ粒子ペーストであって、
　前記金属ナノ粒子の平均粒子径は、１～１００ｎｍの範囲に選択され、
　該導電性ナノ粒子ペーストは、前記金属ナノ粒子を分散溶媒中に均一に分散してなる分
散液であり、
　該金属ナノ粒子表面は、かかる金属ナノ粒子に含まれる金属元素と配位的な結合が可能
な基として、窒素、酸素、またはイオウ原子を含み、これら原子の有する孤立電子対によ
る配位的な結合が可能な基を有する化合物１種以上により被覆されており、
　前記金属ナノ粒子１００質量部に対して、前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基
を有する化合物一種以上を総和として、１０～２０質量部を含有し、
　前記分散溶媒は、１００℃以上に加熱した際、該分散溶媒１００質量部当たり、金属ナ
ノ粒子表面を被覆する前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化合物を５０
質量部以上溶解可能な、高溶解性を有する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機
物からなる混合溶媒であり、
　前記金属ナノ粒子１００質量部に対して、前記分散溶媒を８～２２０質量部含有し、
　前記分散溶媒を構成する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物は、２０℃～
３００℃の温度範囲においては、前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化
合物に対して、反応性を示さず、
　前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化合物は、１５０℃～３００℃の
範囲に沸点を有し、２０℃以下の融点を有し、
　前記分散溶媒を構成する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物は、いずれも
、１５０℃～３００℃の範囲に沸点を有し、２０℃以下の融点を有し、
　前記金属ナノ粒子表面を被覆する窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化合
物は、前記金属ナノ粒子に含まれる金属元素と配位的な結合が可能な基として、末端アミ
ノ基（－ＮＨ2）を１以上有するアミン化合物であり、
　前記有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物で構成される分散溶媒は、下記の
（ａ）または（ｂ）の混合溶媒から選択されており、
　（ａ）炭素数１０以上の第一級アルコール類を主な溶媒成分とし、
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　分岐のジオール類を、該主な溶媒成分に対して、補足的に添加、配合される低極性の液
状有機物として選択してなる混合溶媒；
　（ｂ）炭素数１０以上のアルカン類を主な溶媒成分とし、
　分岐を有するジアルキルアミン類を、該主な溶媒成分に対して、補足的に添加、配合さ
れる低極性の液状有機物として選択してなる混合溶媒；
　前記導電性ナノ粒子ペーストは、バインダー樹脂成分ならびに酸無水物を含有してなく
、
　該導電性ナノ粒子ペーストは、スクリーン印刷用のペーストであり、
　該ペーストの液粘度（２５℃）は、５０　Ｐａ・ｓ～２００　Ｐａ・ｓの範囲に選択さ
れ、
　該ペースト中における分散溶媒の容積比率は、２５～４５体積％の範囲に選択されてい
る
ことを特徴とする導電性ナノ粒子ペースト。
【請求項３】
　前記末端アミノ基（－ＮＨ2）を１以上有するアミン化合物は、その沸点が、１５０℃
以上、２５０℃以下の範囲であるモノアルキルアミンである
ことを特徴とする請求項１または２に記載の導電性ナノ粒子ペースト。
【請求項４】
　前記金属ナノ粒子の平均粒子径は、２～１０ｎｍの範囲に選択される
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の導電性ナノ粒子ペースト。
【請求項５】
　前記金属ナノ粒子は、
金、銀、銅、白金、パラジウム、ニッケル、アルミニウムの金属からなるナノ粒子、また
は、金、銀、銅、白金、パラジウム、ニッケル、アルミニウムのうちから選択される二種
以上の金属からなる合金からなるナノ粒子である
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の導電性ナノ粒子ペースト。
【請求項６】
　前記有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物で構成される分散溶媒は、下記の
（ａ’）または（ｂ’）の混合溶媒から選択されている
　（ａ’）１－デカノールを主な溶媒成分とし、
　２－エチル－１，３－ヘキサンジオールを、該主な溶媒成分に対して、補足的に添加、
配合される低極性の液状有機物として選択してなる混合溶媒；
　（ｂ’）テトラデカンを主な溶媒成分とし、
　ビス２－エチルヘキシルアミンを、該主な溶媒成分に対して、補足的に添加、配合され
る低極性の液状有機物として選択してなる混合溶媒；
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の導電性ナノ粒子ペースト。
【請求項７】
　基板上に金属ナノ粒子相互の焼結体層からなる、良導電性の微細な配線パターンを形成
する方法であって、
　平均粒子径を１～１００ｎｍの範囲に選択される金属ナノ粒子を含有するペースト状分
散液を用いて、描画される前記微細な配線パターンの塗布層を基板表面上に形成する工程
と、
　該塗布層中に含まれる、金属ナノ粒子に対して焼成処理を行って、該金属ナノ粒子相互
の焼結体層を形成する工程とを有し、
　前記金属ナノ粒子を含有するペースト状分散液として、請求項１～６のいずれか一項に
記載される導電性ナノ粒子ペーストを用い、
　該金属ナノ粒子相互の焼結体層形成は、３００℃を超えない温度に前記塗布層を加熱す
ることによってなされ、
　該焼成処理における加熱を施す際、該金属ナノ粒子表面を被覆する窒素、酸素、イオウ
原子を含む基を有する化合物が、高溶解性を有する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液
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体状有機物からなる混合溶媒を用いる分散溶媒中に、金属ナノ粒子表面からの解離、溶出
がなされて、金属ナノ粒子相互の表面接触が達成され、
　該金属ナノ粒子相互の焼結と、分散溶媒の蒸散除去とがなされる
ことを特徴とする微細配線パターンの形成方法。
【請求項８】
　前記微細な配線パターンの塗布層の、前記ペースト状分散液を用いた描画は、
請求項１に記載の導電性ナノ粒子ペーストを用いて、
インクジェット印刷法を利用してなされる
ことを特徴とする請求項７に記載の微細配線パターンの形成方法。
【請求項９】
　前記微細な配線パターンの塗布層の、前記ペースト状分散液を用いた描画は、
請求項２に記載の導電性ナノ粒子ペーストを用いて、
スクリーン印刷法を利用してなされる
ことを特徴とする請求項７に記載の微細配線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、導電性金属ナノ粒子ペースト、及びそれを利用した微細な配線パターンの形成
方法に関し、より具体的には、スクリーン印刷法、インクジェット印刷法などを用いて、
ガラス基板、セラミック基板等の耐熱性基板上に、デジタル高密度配線に対応した低イン
ピーダンスでかつ微細な配線パターンの形成に利用される導電性金属ナノ粒子ペースト、
及びそれを利用した微細な配線パターンの形成方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
極めて粒子径の小さな金属超微粒子、少なくとも、平均粒子径が１００ｎｍ以下である金
属超微粒子の製造方法の一つとして、特開平３－３４２１１号公報には、ガス中蒸発法を
用いて調製される１０ｎｍ以下の金属超微粒子を、分散溶媒中にコロイド状に分散した分
散液とその製造方法が開示されている。また、特開平１１-３１９５３８号公報などには
、還元にアミン化合物を用いる還元析出法を利用して、平均粒子径が数ｎｍ～数１０ｎｍ
程度の金属超微粒子を湿式で作製し、コロイド状に分散したものとその製造方法が開示さ
れている。この特開平１１－３１９５３８号公報などに開示される、湿式法で作製される
平均粒子径数ｎｍ～数１０ｎｍ程度の金属超微粒子は、コロイド状態を維持するためにそ
の表面が高分子樹脂などで被覆されているものである。
【０００３】
一般に平均粒子径数ｎｍ～数１０ｎｍ程度の金属超微粒子は、その融点よりも格段に低い
温度（例えば、銀であれば、清浄な表面を有する超微粒子では２００℃以下においても）
で焼結することが知られている。これは、金属の超微粒子においては、十分にその粒子径
を小さくすると、粒子表面に存在するエネルギー状態の高い原子の全体に占める割合が大
きくなり、金属原子の表面拡散が無視し得ないほど大きくなる結果、この表面拡散に起因
して、粒子相互の界面の延伸がなされ焼結が行われるためである。
【０００４】
平均粒子径数ｎｍ～数１０ｎｍ程度の金属ナノ粒子は直接表面を接触させると、相互に融
着を生じて、超微粒子が集塊して、分散溶媒中における均一な分散性を失う。そのため、
金属ナノ粒子表面をアルキルアミンなどで均一に被覆し、表面被覆分子層を備えた状態と
して、高い分散性を示す金属ナノ粒子としている。この金属ナノ粒子に加えて、平均粒子
径０．５～２０μmの金属微粉末を金属フィラーとして併用して、この相対的に粒子径の
大きな金属フィラー相互の隙間に、金属ナノ粒子が緻密に充填され、低温焼結体の充填層
を構成し、全体をエポキシ樹脂等のバインダー樹脂の硬化収縮により、金属微粉末相互を
物理的に接触させ、電気導通をとる形態とすることで、良好な通電性を達成できる導電性
金属ペーストへの応用も提案されている。
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【０００５】
この金属微粉末フィラーと金属ナノ粒子とを併用する導電性金属ペーストでは、金属ナノ
粒子の表面を被覆保護しているアルキルアミンなど表面被覆分子を、低温焼成処理に用い
る加熱温度、例えば、２５０℃程度に達した際、かかるアルキルアミンなど表面被覆分子
と反応し、その除去を促進する目的で、加熱した際、アミノ基に対する反応性を示す、酸
無水物、カルボン酸あるいはそれらの誘導体を、ペーストを構成するバインダー樹脂組成
物中に配合している。低温焼成処理の進行に先立ち、アルキルアミンなど表面被覆分子は
配合されている酸無水物との反応を起こし、金属ナノ粒子表面より離脱し、金属ナノ粒子
表面が相互に接触し、併用されている金属微粉末間の隙間に充填された状態となる。その
後、低温焼成に伴い、金属ナノ粒子相互が緻密な焼結体層を構成するとともに、バインダ
ー樹脂に利用するエポキシ樹脂の熱硬化、収縮が進行する結果、金属微粉末間の隙間を圧
縮して、金属微粉末間の隙間を金属ナノ粒子相互が緻密な焼結体層が充密した導電体層が
形成される。すなわち、金属ナノ粒子相互が緻密な焼結体層を構成する結果、凝集に起因
する隙間空間の減少があるものの、バインダー樹脂の硬化、収縮に因って生じる全体の体
積圧縮量と均衡する。得られる金属微粉末間の隙間を金属ナノ粒子相互が緻密な焼結体層
が充密した導電体層では、例えば、銀微粉末と銀ナノ粒子とを併用する導電性銀ペースト
を利用する際、体積固有抵抗率として、５×１０-6　Ω・ｃｍ～１０×１０-6　Ω・ｃｍ
程度が達成されている。
【０００６】
前記の金属微粉末と金属ナノ粒子とを併用する導電性金属ペーストは、従来の金属微粉末
のみを利用する導電性金属ペーストと比較すると、格段に優れた導電性を示す導電体層の
作製を可能とするものの、極めて微細な配線パターンの形成に利用する上では、用いてい
る金属微粉末の平均粒子径に依存して、その描画精度の限界が支配されるため、従来の導
電性金属ペーストにおける限界を実質的に超えるものとはなっていなかった。
【０００７】
極めて微細な配線パターンの形成を目的として、導電性媒体として、金属ナノ粒子のみを
利用し、バインダー樹脂組成物中に配合している導電性金属ペーストも提案されている。
この導電性金属ペーストでは、導電性媒体として、金属ナノ粒子のみを利用するため、そ
の描画精度の限界は、格段の向上が図られている。また、得られる微細な配線パターンに
おいて、バインダー樹脂によって固化、基板面上への固着がなされる、金属ナノ粒子相互
の焼結体層からなる導電体層は、体積固有抵抗率として、３×１０-5　Ω・ｃｍ～１０×
１０-5　Ω・ｃｍ程度の実用上、特に問題の無い程度の良好な導電性は達成されている。
【０００８】
【特許文献１】
特開平３－３４２１１号公報
【特許文献２】
特開平１１-３１９５３８号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
現在、各種電子機器、電子部品の小型化に付随して、配線基板上に形成される回路配線パ
ターンもより一層の微細化が要望されている。さらには、配線パターンの形成に、導電性
金属ペーストを用いた導電体層を利用して、例えば、最小線幅／配線間隔が、２０μｍ／
２０μｍに達する微細な配線パターンを再現性よく、また、安定した通電特性で作製する
ことが要望されている。
【００１０】
例えば、最小線幅／配線間隔が、５０μｍ／５０μｍ程度であれば、上述の金属微粉末フ
ィラーと金属ナノ粒子とを併用する導電性金属ペーストにおいて、例えば、平均粒子径が
１μｍ程度の金属微粉末フィラーを利用することで、必要とする描画精度を達成すること
が可能である。一方、最小線幅／配線間隔が、２０μｍ／２０μｍに達する微細な配線パ
ターンともなると、それに要する描画精度を達成する上では、導電性媒体として、金属ナ
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ノ粒子のみを利用する導電性金属ペーストの利用が望ましいものの、上述する金属ナノ粒
子をバインダー樹脂組成物中に配合している導電性金属ペーストを利用する場合、得られ
る導電体層の体積固有抵抗率は、目標とする通電特性の上限値、１０×１０-5　Ω・ｃｍ
以下ではあるものの、安定した通電特性を高い歩留まりで達成する際に、より好ましい範
囲である、１０×１０-6　Ω・ｃｍ以下という値には達していない。すなわち、最小線幅
の減少に伴い、かかる微細なパターンの描画に適する導電性金属ペーストの塗布膜厚も減
少させないと、ペーストの滲み、ダレに起因する描画精度の低下を回避できない。そのた
め、得られる導電体層の断面積は、最小線幅の減少と膜厚の減少とが相乗的に影響する減
少を示すので、体積固有抵抗率は、かかる減少を相殺できる程度に低減したものとするこ
とがより望ましい。
【００１１】
本発明は前記の課題を解決するもので、本発明の目的は、例えば、最小線幅／配線間隔が
、２０μｍ／２０μｍに達する、極めて微細な配線パターンの形成に利用可能な高い描画
精度を達成できる、導電性媒体として金属ナノ粒子のみを利用する導電性金属ナノ粒子ペ
ーストであって、配線パターンを形成して、得られる導電体層の体積固有抵抗率を、高い
再現性で１０×１０-6　Ω・ｃｍ以下の好適な範囲とすることが可能とする、低インピー
ダンスでかつ微細な配線パターンの形成に利用される導電性金属ナノ粒子ペースト、及び
それを利用した微細な配線パターンの形成方法を提供することにある。より具体的には、
本発明の目的は、導電性金属ナノ粒子ペーストを用いて、微細な配線パターンに描画され
る塗布層を低温加熱処理して、該金属ナノ粒子相互が低温焼結した焼結体型導電体層を形
成した際、得られる焼結体型導電体層の体積固有抵抗率は、金属ナノ粒子を構成する金属
材料のバルク状態で得られる体積固有抵抗率を基準として、その１０倍以内、好ましくは
、５倍以内の優れた通電特性を高い再現性で得られ、安定した良好な通電特性を有し、高
い信頼性を有する微細配線の形成を可能とする、新規な構成の導電性ナノ粒子ペーストを
提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記の課題を解決すべく、鋭意研究を進める過程において、導電性媒体と
して、上述する金属ナノ粒子のみをバインダー樹脂組成物中に配合している導電性金属ペ
ーストを利用する際、得られる導電体層の体積固有抵抗率は、その金属ナノ粒子を構成す
る金属材料のバルク状態で得られる体積固有抵抗率を基準として、その１０倍を有意に上
回り、通常、３×１０-5　Ω・ｃｍ～１０×１０-5　Ω・ｃｍの範囲に留めている要因を
検討した。その検討において、通常、平均粒子径が０．５μｍ程度の金属微粉末フィラー
を含有する導電性金属ペーストにおいては、バインダー樹脂成分は、熱硬化、収縮を起こ
すことによって、これら金属微粉末フィラー間の機械的接触を密にする役割と、全体の導
電体層を凝縮するバインダー、基板面への固着を図る接着性樹脂の機能を果す必須成分で
あるものの、仮に、膜厚方向においても、緊密な連結がなされる金属ナノ粒子相互の緻密
な焼結体層が一体的に構成される場合には、焼結体相互において、各焼結体表面に位置す
る金属ナノ粒子間の機械的接触を密にする役割、ならびに全体の導電体層を凝縮するバイ
ンダーの機能を利用する必要は無く、バインダー樹脂成分は最早必須成分で無いことを見
出した。また、導電性媒体として、上述する金属ナノ粒子のみをバインダー樹脂組成物中
に配合している導電性金属ペーストでは、含有されるバインダー樹脂を適正な濃度に保持
する有機溶剤中に、金属ナノ粒子表面の被覆分子層を除去する際に利用する、酸無水物な
どをも溶解しているが、加熱処理を進め、被覆分子を酸無水物などと反応させて、除去す
る段階で、含有されるバインダー樹脂成分における熱硬化反応も徐々に進行することに伴
い、ペースト塗布層内における液相成分の流動性が加速度的に低下することも判明した。
このペースト塗布層内における液相成分の流動性低下は、加熱時における微細パターンの
ダレ、拡がり等の抑制に利するものであるが、金属ナノ粒子間の低温焼成に因る、凝集、
体積収縮の進行を遅延する要因ともなることが判明した。すなわち、緻密に積層されてい
る金属ナノ粒子間では、表面の被覆分子層が除去され、微細な球状粒子の金属表面同士が
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直接接触する点から、低温焼結が進行するが、この微細な球状金属粒子の隙間空間を満た
している、バインダー樹脂組成物の熱硬化反応が進行すると、この液相成分の流動性が低
下する結果、低温焼結の進行に伴い凝集、体積収縮を起こすため、隙間空間を占める液相
成分を搾り出す必要があるが、液相成分の流動性低下は、かかる搾り出しを困難なものと
する。従って、金属ナノ粒子間の低温焼成に因る、凝集、体積収縮の進行は、一定水準に
達した時点で中断するため、金属ナノ粒子相互の緻密な焼結体層が形成され、均一な膜厚
形状と良好な導電性は得られてはいるものの、得られる導電体層の体積固有抵抗率は、バ
ルク金属と遜色無い程度には、十分に低い水準に達しないことを解明した。加えて、得ら
れる導電体層は、金属ナノ粒子相互の緻密な焼結体層とそれを固着するバインダー樹脂と
で構成され、単位体積当たりに含まれる焼結体金属の体積比率は限界があり、高い電流密
度に対応する微細配線パターンへと適用する際、配線内で発生する熱の放散に寄与する熱
伝導性にも限界があることを解明した。
【００１３】
以上の知見に基づき、本発明者らは、更なる検討を進め、金属ナノ粒子間の低温焼成に因
る、凝集、体積収縮の進行を中断させる要因を低減、排除すると、形成される金属ナノ粒
子相互の緻密な焼結体層は、一層緻密なものとなるので、全体の導電体層を凝縮するバイ
ンダーは完全に不要となり、また、得られる導電体層の体積固有抵抗率の格段の低減も可
能となることを見出した。具体的には、金属ナノ粒子を含んでなる導電性ナノ粒子ペース
トとする際、金属ナノ粒子表面には、被覆分子層を設けるものの、その表面密度を適正な
範囲とし、一方、分散溶媒は、加熱した際、かかる被覆分子を溶出し、表面から離脱する
遊離溶剤として機能する、高溶解性を有する有機溶剤を利用し、また、バインダー樹脂成
分や被覆剤分子との反応性を示す酸無水物等を含有していない構成とすることで、低温焼
成処理に際して、加熱された分散溶媒中に、被覆剤分子は溶出、離脱する結果、金属ナノ
粒子間の低温焼成が開始し、また、分散溶媒の流動性は低減しないので、金属ナノ粒子間
の低温焼成に因る、凝集、体積収縮の進行に対する抑制要因ともならず、形成される金属
ナノ粒子相互の緻密な焼結体層は、一層緻密なものとなるので、得られる導電体層の体積
固有抵抗率は、格段に低減されることを見出した。その際、分散溶媒は、前記の加熱時に
、被覆剤分子の溶出、離脱を可能とする遊離溶剤として機能する、高沸点の液体状有機物
を利用し、最終的には、低温焼成処理を終える段階では、徐々に蒸散可能なものとすると
よいことを確認し、本発明者らは、これら一連の知見に基づき、本発明を完成するに至っ
た。
【００１４】
すなわち、本発明にかかる導電性ナノ粒子ペーストは、金属ナノ粒子を含んでなる導電性
ナノ粒子ペーストであって、
前記金属ナノ粒子の平均粒子径は、１～１００ｎｍの範囲に選択され、
該導電性ナノ粒子ペーストは、前記金属ナノ粒子を分散溶媒中に均一に分散してなる分散
液であり、
該金属ナノ粒子表面は、かかる金属ナノ粒子に含まれる金属元素と配位的な結合が可能な
基として、窒素、酸素、またはイオウ原子を含み、これら原子の有する孤立電子対による
配位的な結合が可能な基を有する化合物１種以上により被覆されており、
前記金属ナノ粒子１００質量部に対して、前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を
有する化合物一種以上を総和として、１０～３０質量部を含有し、
前記分散溶媒は、１００℃以上に加熱した際、該分散溶媒１００質量部当たり、金属ナノ
粒子表面を被覆する前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化合物を５０質
量部以上溶解可能な、高溶解性を有する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物
からなる混合溶媒であり、
前記金属ナノ粒子１００質量部に対して、前記分散溶媒を８～２２０質量部含有し、
前記分散溶媒を構成する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物は、２０℃～３
００℃の温度範囲においては、前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化合
物に対して、反応性を示さず、
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前記窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化合物は、１５０℃～３００℃の範
囲に沸点を有し、２０℃以下の融点を有し、
前記分散溶媒を構成する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物は、いずれも、
１５０℃～３００℃の範囲に沸点を有し、２０℃以下の融点を有することを特徴とする導
電性ナノ粒子ペーストである。例えば、前記金属ナノ粒子表面を被覆する窒素、酸素、ま
たはイオウ原子を含む基を有する化合物は、モノアルキルアミンであることが好ましい。
【００１５】
本発明にかかる導電性ナノ粒子ペーストでは、前記金属ナノ粒子の平均粒子径は、２～１
０ｎｍの範囲に選択されることがより好ましい。
【００１６】
また、前記金属ナノ粒子として、
金、銀、銅、白金、パラジウム、ニッケル、アルミニウムの金属からなるナノ粒子、また
は、金、銀、銅、白金、パラジウム、ニッケル、アルミニウムのうちから選択される二種
以上の金属からなる合金からなるナノ粒子を利用することできる。
【００１７】
加えて、本発明にかかる導電性ナノ粒子ペーストを、インクジェット印刷用のペーストと
する際には、
該ペーストの液粘度（２０℃）は、５　ｍＰａ・ｓ～３０　ｍＰａ・ｓの範囲に選択され
、
該ペースト中における分散溶媒の容積比率は、６０～８０体積％の範囲に選択されている
ことがより好ましい。また、本発明にかかる導電性ナノ粒子ペーストを、スクリーン印刷
用のペーストとする際には、
該ペーストの液粘度（２５℃）は、５０　Ｐａ・ｓ～２００　Ｐａ・ｓの範囲に選択され
、
該ペースト中における分散溶媒の容積比率は、２５～４５体積％の範囲に選択されている
ことがより好ましい。
【００１８】
更には、本発明は、上述する本発明にかかる導電性ナノ粒子ペーストを利用して、良導電
性の微細な配線パターンを形成する方法の発明をも提供しており、
すなわち、本発明にかかる微細配線パターンの形成方法は、基板上に金属ナノ粒子相互の
焼結体層からなる、良導電性の微細な配線パターンを形成する方法であって、
平均粒子径を１～１００ｎｍの範囲に選択される金属ナノ粒子を含有するペースト状分散
液を用いて、描画される前記微細な配線パターンの塗布層を基板表面上に形成する工程と
、
該塗布層中に含まれる、金属ナノ粒子に対して焼成処理を行って、該金属ナノ粒子相互の
焼結体層を形成する工程とを有し、
前記金属ナノ粒子を含有するペースト状分散液として、上述する形態のいずれかの本発明
にかかる導電性ナノ粒子ペーストを用い、
該金属ナノ粒子相互の焼結体層形成は、３００℃を超えない温度に前記塗布層を加熱する
ことによってなされ、
該焼成処理における加熱を施す際、該金属ナノ粒子表面を被覆する窒素、酸素、イオウ原
子を含む基を有する化合物が、高溶解性を有する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体
状有機物からなる混合溶媒を用いる分散溶媒中に、金属ナノ粒子表面からの解離、溶出が
なされて、金属ナノ粒子相互の表面接触が達成され、
該金属ナノ粒子相互の焼結と、分散溶媒の蒸散除去とがなされることを特徴とする微細配
線パターンの形成方法である。
【００１９】
本発明にかかる微細配線パターンの形成方法では、微細な配線パターンの塗布層を、前記
ペースト状分散液を用いて描画する際、スクリーン印刷法、あるいは、インクジェット印
刷法を利用することが可能であり、
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描画に、インクジェット印刷法を利用する場合には、上記の構成に調製される、本発明に
かかるインクジェット印刷用のペーストを利用することが望ましく、また、描画に、スク
リーン印刷法を利用する場合には、上記の構成に調製される、本発明にかかるスクリーン
印刷用のペーストを利用することが望ましい。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明をより詳細に説明する。
【００２１】
本発明の超ファイン回路印刷用の低温焼結型導電性金属ナノ粒子ペーストは、特に、デジ
タル高密度配線に対応した低インピーダンスでかつ極めて微細な回路形成に利用される超
ファイン印刷用であるため、導電性媒体として含有する金属ナノ粒子は、目標とする超フ
ァイン印刷の線幅、ならびに、加熱焼成処理後の膜厚に応じて、その平均粒子径は１～１
００ｎｍの範囲に選択する。好ましくは、平均粒子径を２～１０ｎｍの範囲に選択する。
含有される金属ナノ粒子自体の平均粒子径を前記の範囲に選択することで、スクリーン印
刷法、インクジェット印刷法などの既知の方法により、極めて微細な線幅のパターンへの
塗布を可能としている。
【００２２】
このように、極めて微細な金属ナノ粒子を用いる際には、乾燥粉体の形態では、粒子同士
が接触すると、各々の金属ナノ粒子が付着することにより凝集を起こし、そのような凝集
体は、本発明が目的とする高密度印刷用には適さないものとなる。このナノ粒子同士の凝
集を防ぐために、金属ナノ粒子の表面に低分子による被覆層を設け、液体中に分散された
状態となっているものを利用する。すなわち、本発明の導電性ナノ粒子ペーストにおいて
は、塗布膜を加熱処理して、含有されている金属ナノ粒子同士、その接触界面における融
着を起こすように、金属ナノ粒子の表面には、酸化膜が実質的に存在しない状態となって
いるものを利用する。
【００２３】
具体的には、原料とする金属ナノ粒子は、その表面は、かかる金属ナノ粒子に含まれる金
属元素と配位的な結合が可能な基として、窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有す
る化合物１種以上により被覆された状態とする。すなわち、かかる金属ナノ粒子に含まれ
る金属元素と配位的な結合が可能な基として、窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を
有する化合物１種以上により、金属ナノ粒子の金属表面を均一に被覆した状態とする、例
えば、末端アミノ基を１以上有するアミン化合物などにより被覆された状態を保持しつつ
、一種以上の有機溶剤中に分散されてなる金属ナノ粒子の分散液を用いる。
【００２４】
この被覆層の役割は、加熱処理を施すまでは、金属ナノ粒子が互いにその金属表面が直接
接触しない状態であるので、導電性ペースト中に含有される金属ナノ粒子の凝集が抑制さ
れ、保管時の耐凝集性を高く維持するものである。また、仮に塗布を行う際など、水分や
大気中の酸素分子と接しても、金属ナノ粒子の表面は、既に被覆層で覆われており、水分
子や酸素分子との直接的な接触に至らないので、水分や大気中の酸素分子による金属超微
粒子表面の自然酸化膜の形成も抑制する機能をも有する。
【００２５】
この金属ナノ粒子表面の均一な被覆に利用される化合物は、金属元素と配位的な結合を形
成する際、窒素、酸素、またはイオウ原子上の孤立電子対を有する基を利用するもので、
例えば、窒素原子を含む基として、アミノ基が挙げられる。また、イオウ原子を含む基と
しては、スルファニル基（－ＳＨ）、スルフィド型のスルファンジイル基（－Ｓ－）が挙
げられる。また、酸素原子を含む基としては、ヒドロキシ基（－ＯＨ）、エーテル型のオ
キシ基（－Ｏ－）が挙げられる。
【００２６】
利用可能なアミノ基を有する化合物の代表として、アルキルアミンを挙げることができる
。なお、かかるアルキルアミンは、金属元素と配位的な結合を形成した状態で、通常の保
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管環境、具体的には、４０℃に達しない範囲では、脱離しないものが好適であり、沸点が
６０℃以上の範囲、好ましくは１００℃以上、より好ましくは、１５０℃以上の範囲とな
るものが好ましい。一方、導電性ナノ粒子ペーストの加熱処理を行う際には、金属ナノ粒
子表面から離脱した後、最終的には、分散溶媒とともに、蒸散することが可能であること
が必要であり、少なくとも、沸点が３００℃を超えない範囲、通常、２５０℃以下の範囲
となるものが好ましい。例えば、アルキルアミンとして、そのアルキル基は、Ｃ８～Ｃ１
８の範囲に選択され、アルキル鎖の末端にアミノ基を有するものが用いられる。例えば、
前記Ｃ８～Ｃ１８の範囲のアルキルアミンは、熱的な安定性もあり、また、室温付近での
蒸気圧もさほど高くなく、室温等で保管する際、含有率を所望の範囲に維持・制御するこ
とが容易であるなど、ハンドリング性の面から好適に用いられる。
【００２７】
一般に、かかる配位的な結合を形成する上では、第一級アミン型のものがより高い結合能
を示し好ましいが、第二級アミン型、ならびに、第三級アミン型の化合物も利用可能であ
る。また、１，２－ジアミン型、１，３－ジアミン型など、近接する二以上のアミノ基が
結合に関与する化合物も利用可能である。また、ポリオキシアルキレンアミン型のエーテ
ル型のオキシ基（－Ｏ－）を鎖中に含む、鎖状のアミン化合物を用いることもできる。そ
の他、末端のアミノ基以外に、親水性の末端基、例えば、水酸基を有するヒドロキシアミ
ン、例えば、エタノールアミンなどを利用することもできる。
【００２８】
また、利用可能なスルファニル基（－ＳＨ）を有する化合物の代表として、アルカンチオ
ールを挙げることができる。なお、かかるアルカンチオールも、金属元素と配位的な結合
を形成した状態で、通常の保管環境、具体的には、４０℃に達しない範囲では、脱離しな
いものが好適であり、沸点が６０℃以上の範囲、好ましくは１００℃以上、より好ましく
は、１５０℃以上の範囲となるものが好ましい。一方、導電性ナノ粒子ペーストの加熱処
理を行う際には、金属ナノ粒子表面から離脱した後、最終的には、分散溶媒とともに、蒸
散することが可能であることが必要であり、少なくとも、沸点が３００℃を超えない範囲
、通常、２５０℃以下の範囲となるものが好ましい。例えば、アルカンチオールとして、
そのアルキル基は、Ｃ４～Ｃ２０が用いられ、さらに好ましくはＣ８～Ｃ１８の範囲に選
択され、アルキル鎖の末端にスルファニル基（－ＳＨ）を有するものが用いられる。例え
ば、前記Ｃ８～Ｃ１８の範囲のアルカンチオールは、熱的な安定性もあり、また、室温付
近の蒸気圧もさほど高くなく、室温等で保管する際、含有率を所望の範囲に維持・制御す
ることが容易であるなど、ハンドリング性の面から好適に用いられる。一般に、第一級チ
オール型のものがより高い結合能を示し好ましいが、第二級チオール型、ならびに、第三
級チオール型の化合物も利用可能である。また、１，２－ジチオール型などの、二以上の
スルファニル基（－ＳＨ）が結合に関与するものも、利用可能である。
【００２９】
また、利用可能なヒドロキシ基を有する化合物の代表として、アルカンジオールを挙げる
ことができる。一例として、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレン
グリコールなどのグリコール類などを挙げることができる。なお、かかるアルカンジオー
ルも、金属元素と配位的な結合を形成した状態で、通常の保管環境、具体的には、４０℃
に達しない範囲では、脱離しないものが好適であり、沸点が６０℃以上の範囲、通常、１
００℃以上の範囲、より好ましくは、１５０℃以上の範囲となるものが好ましい。一方、
導電性ナノ粒子ペーストの加熱処理を行う際には、金属ナノ粒子表面から離脱した後、最
終的には、分散溶媒とともに、蒸散することが可能であることが必要であり、少なくとも
、沸点が３００℃を超えない範囲、通常、２５０℃以下の範囲となるものが好ましい。例
えば、１，２－ジオール型などの、二以上のヒドロキシ基が結合に関与するものなどが、
より好適に利用可能である。
【００３０】
本発明の導電性金属ナノ粒子ペーストでは、含有される金属ナノ粒子は前述の窒素、酸素
、またはイオウ原子を含み、これら原子の有する孤立電子対による配位的な結合が可能な
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基を有する化合物１種以上を、表面被覆層として有する状態で、分散溶媒中に分散されて
いる。かかる表面被覆層は、保管している際、金属ナノ粒子相互の表面が直接接触するこ
とを回避する機能は果せる範囲で、不必要に過剰な被覆分子が存在しないように、適正な
被覆比率を選択する。すなわち、加熱して、低温焼成する際、共存している分散溶媒中に
、これら被覆層分子を溶出、離脱することが可能である、適正な含有量であって、被覆保
護機能を達成できる範囲に被覆比率を選択する。例えば、導電性金属ナノ粒子ペーストに
調製した際、前記金属ナノ粒子１００質量部に対して、前述の窒素、酸素、またはイオウ
原子を含み、これら原子の有する孤立電子対による配位的な結合が可能な基を有する化合
物１種以上が総和として、一般に、１０～３０質量部を、より好ましくは、１０～２０質
量部を含有するように、被覆比率を選択することが好ましい。なお、かかる金属ナノ粒子
１００質量部に対して、その表面を被覆している、窒素、酸素、またはイオウ原子を含み
、これら原子の有する孤立電子対による配位的な結合が可能な基を有する化合物１種以上
の総和は、金属ナノ粒子の平均粒子径にも依存する。すなわち、金属ナノ粒子の平均粒子
径がより小さくなると、金属ナノ粒子１００質量部当たりの、ナノ粒子表面の表面積総和
は、平均粒子径に反比例して増加するため、被覆分子の総和は、それに従って、より高い
比率を必要とする。その点を考慮に入れ、金属ナノ粒子の平均粒子径を２～１０ｎｍの範
囲に選択する際には、金属ナノ粒子１００質量部に対して、その表面を被覆している被覆
分子の総和は、１０～３０質量部の範囲に選択することが好ましい。
【００３１】
本発明の導電性金属ナノ粒子ペーストに含有される分散溶媒として利用される有機溶剤は
、室温においては、上述の表面被覆層を設けた金属ナノ粒子を分散させる役割を有するが
、加熱した際には、金属ナノ粒子表面の被覆層分子を溶出、離脱することが可能である溶
媒としての機能を発揮する。その際、加熱状態における被覆層分子の溶出段階において、
蒸散が顕著に進行しない高沸点の液体状有機物を利用する。従って、１００℃以上に加熱
した際、好ましくは、該分散溶媒１００質量部当たり、金属ナノ粒子表面を被覆する前記
窒素、酸素、またはイオウ原子を含む基を有する化合物を５０質量部以上溶解可能な、高
溶解性を有する有機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物からなる混合溶媒を利用
する。また、１００℃以上に加熱した際、金属ナノ粒子表面を被覆する前記窒素、酸素、
またはイオウ原子を含む基を有する化合物に対して、任意な組成の相溶物を形成できる有
機溶剤一種、あるいは二種以上の液体状有機物からなる混合溶媒、特には、高い相溶性を
示すものを利用すると一層好ましい。
【００３２】
具体的には、被覆層分子が、窒素、酸素、またはイオウ原子を含み、これら原子の有する
孤立電子対による配位的な結合が可能な基を利用して、金属ナノ粒子表面上に配位してい
る際、残る炭化水素鎖、骨格部分に対する親和性を利用して、分散溶媒に含まれる有機溶
剤は、被覆層分子で覆われた金属ナノ粒子の分散状態の維持、あるいは互いの相溶性を達
成させる機能を発揮する。金属ナノ粒子表面への配位的な結合に起因する、被覆層分子の
親和力は、物理的吸着よりも強固ではあるものの、加熱に伴って、急速に低下する一方、
温度上昇に付随して、有機溶剤の示す溶解特性が増す結果、両者の均衡する温度以上に加
熱すると、温度上昇に従って、加速度的に被覆層分子の脱離、溶出が促進される。最終的
には、加熱中に存在する分散溶媒の中に、金属ナノ粒子表面の被覆層分子の殆ど全てが溶
解され、金属ナノ粒子表面には、実質的に被覆層分子が残留していない状態が達成される
。
【００３３】
勿論、この被覆層分子の金属ナノ粒子表面からの溶出過程と再付着過程とは、熱的平衡関
係にあるため、加熱時における、該分散溶媒に対する被覆層分子の溶解度は十分に高いこ
とがより望ましい。積層されている金属ナノ粒子相互の隙間に浸潤している分散溶媒へ、
被覆層分子の溶出が一旦なされても、かかる狭い隙間を介して、塗布層内部から外縁部へ
と、被覆層分子が拡散・流出するには、更なる時間を要する。金属ナノ粒子相互の焼結が
進行する間における、被覆層分子の再付着を効果的に抑制する上では、上記する高い溶解
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性を示す有機溶剤の利用が望ましい。
【００３４】
すなわち、分散溶媒として利用される有機溶剤は、金属ナノ粒子表面の被覆層分子に対す
る親和性を示すものの、室温付近では、かかる有機溶剤中へ金属ナノ粒子表面の被覆層分
子は、容易には溶出することはないが、加熱に付随して、溶解度が上昇し、１００℃以上
に加熱した際には、かかる有機溶剤中へ被覆層分子が溶出可能となるものが利用される。
例えば、金属ナノ粒子の表面に被覆層を形成している化合物、例えば、アルキルアミンな
どアミン化合物に対しては、そのアルキル基部分と親和性を示す、鎖状の炭化水素基を含
有するが、かかるアミン化合物の溶解性が高すぎ、室温付近でも、金属ナノ粒子表面の被
覆層が消失するような高い極性を示す溶剤ではなく、非極性溶剤あるいは低極性溶剤を選
択することが好ましい。加えて、本発明の導電性金属ナノ粒子ペーストを実際に利用する
際、低温焼成処理を行う温度においても、熱分解などを起こすことがない程度には熱的な
安定性を有し、また、沸点は、少なくとも、１００℃以上で、好ましくは、１５０℃以上
、３００℃を超えない範囲であるが好ましい。また、微細なラインを形成する際、その塗
布の工程において、導電性金属ナノ粒子ペーストを所望の液粘度範囲に維持することが必
要であり、そのハンドリング性の面を考慮すると、室温付近では容易に蒸散することのな
い、前記の高沸点を示す、無極性溶媒あるいは低極性溶媒、例えば、炭素数１０以上のア
ルカン類である、テトラデカンなど、炭素数１０以上の第一級アルコール類である、１－
デカノールなどが好適に用いられる。
【００３５】
一方、本発明にかかる導電性金属ナノ粒子ペーストは、種々な塗布法、例えば、スクリー
ン印刷法、インクジェット印刷法を適用して、微細なパターンの描画に利用される。従っ
て、本発明にかかる導電性金属ナノ粒子ペーストは、採用する描画手法に応じて、それぞ
れ適合する液粘度を有するものに、調製することが望ましい。例えば、微細配線パターン
の描画にスクリーン印刷法を利用する際には、該ナノ粒子を含有する分散液は、その液粘
度を、５０～２００Ｐａ・ｓ（２５℃）の範囲に選択することが望ましい。その際、該ペ
ースト中における分散溶媒の容積比率は、２５～４５体積％の範囲に選択されていること
がより好ましい。一方、インクジェット印刷法を利用する際には、液粘度を、５～３０　
ｍＰａ・ｓ（２０℃）の範囲に選択することが望ましい。その際、該ペースト中における
分散溶媒の容積比率は、６０～８０体積％の範囲に選択されていることがより好ましい。
該ナノ粒子を含有する分散液の液粘度は、用いるナノ粒子の平均粒子径、分散濃度、用い
ている分散溶媒の種類に依存して決まり、前記の三種の因子を適宜選択して、目的とする
液粘度に調節することができる。
【００３６】
例えば、分散溶媒として、上述する高沸点を示す、無極性溶媒あるいは低極性溶媒に加え
て、液粘度を調整するとともに、加熱した際、被覆層分子の溶出に利し、一方、室温付近
では、被覆層分子の離脱を抑制する機能、さらには、離脱に対する補償機能を示すような
、比較的に低極性の液状有機物を添加、配合することができる。かかる補足的に添加、配
合される低極性の液状有機物は、主な溶媒成分に対して、均一な混合を達成でき、また、
その沸点は、主な溶媒成分と同様に高沸点であることが望ましい。例えば、主な溶媒成分
が、炭素数１０以上の第一級アルコール類である、１－デカノールなどである際には、２
－エチル－１，３－ヘキサンジオールなどの分岐のジオール類、また、主な溶媒成分が、
炭素数１０以上のアルカン類である、テトラデカンなどである際には、ビス２－エチルヘ
キシルアミンなどの分岐を有するジアルキルアミン類などを、補足的に添加、配合される
低極性の液状有機物に利用することができる。
【００３７】
本発明にかかる導電性金属ナノ粒子ペーストは、加熱した際、重合を起こし、硬化する熱
硬化型のエポキシ樹脂成分など、バインダー樹脂成分や被覆剤分子との反応性を示す酸無
水物等を含有していない構成とすることで、低温焼成処理を進める過程においても、内部
で、重合物の生成は無く、分散溶媒自体の流動性を顕著に低下させる要因を排除している
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。
【００３８】
加熱処理に際して、金属ナノ粒子の表面を被覆しているアルキルアミンなどの被覆層分子
は上述の分散溶媒中に溶出、離脱され、金属ナノ粒子相互の凝集を抑制していた被覆層が
消失し、徐々に金属ナノ粒子の融着、融合による凝集が進行し、最終的にランダムチェー
ンが形成される。その際、金属ナノ粒子相互の低温焼結が進行するとともに、ナノ粒子間
の隙間空間が減少し、全体の体積収縮が起こり、ランダムチェーンが相互に緻密な接触を
達成する。そのナノ粒子間の隙間空間が減少する際、この隙間空間を占めている分散溶媒
は、流動性を保持するので、ナノ粒子間の隙間が隘路となっても、外部への押し出され、
全体の体積収縮が進行する。この低温焼成過程における、加熱処理温度は、３００℃以下
、好ましくは、２５０℃以下の範囲に選択する際、被覆層分子は上述の分散溶媒中に溶出
、離脱がなされ、得られる金属ナノ粒子の焼結体は、不均一な金属ナノ粒子の凝集を反映
する表面の凹凸の無い、表面が滑らかで鏡面状を示すとともに、より緻密で、極めて低抵
抗、例えば、体積固有抵抗率は１０×１０-6Ω・cm以下の導電体層となる。一方、全体の
体積収縮に伴い、外部への押し出される分散溶媒と、それに溶解する被覆層分子は、加熱
を継続する間に、徐々に蒸散して、最終的に得られる金属ナノ粒子の焼結体は、残余する
有機物量は、極限られたものとなる。具体的には、ハインダー樹脂成分として、前記の低
温焼成工程を終えた後も、得られる金属ナノ粒子の焼結体中に残留し、導電体層の構成要
素となる熱硬化性樹脂成分などを含有していないので、導電体層中における金属ナノ粒子
の焼結体自体の体積占有率が高いものとなる。その結果、金属ナノ粒子の焼結体自体の低
い体積抵抗率に加えて、かかる導電体層全体の熱伝導率も、その金属体の体積占有率の高
さによって、格段に優れたものとなる。その双方の利点から、流れる電流密度が高い場合
における、微細配線パターンを形成する上で、本発明にかかる導電性金属ナノ粒子ペース
トを利用する微細配線パターンの形成はより適するものとなる。
【００３９】
本発明にかかる微細配線パターンの形成方法では、塗布方法に従って、液粘度を適正化し
た上述の導電性金属ナノ粒子ペーストを利用して、目的とする微細なパターンの塗布層を
形成する。高い再現性と、描画精度で、微細なパターン描画を行う上では、スクリーン印
刷法、あるいは、インクジェット印刷法を応用することが好ましい。なお、スクリーン印
刷法、インクジェット印刷法のいずれを利用する場合であっても、描画される微細パター
ンの最小配線幅に対して、描画される分散液塗布層の平均厚さは、最小配線幅の１／５～
１／１の範囲に選択する必要がある。従って、最終的に得られる緻密な金属焼結体層の平
均膜厚は、塗布層中に含有される分散溶媒の蒸散、焼結に伴う凝集・収縮を考慮すると、
最小配線幅の１／１０～１／２の範囲に選択することがより合理的である。かかる要件と
対応させて、スクリーン印刷法、インクジェット印刷法に適合する導電性金属ナノ粒子ペ
ーストでは、上述するペースト中における分散溶媒の容積比率範囲を選択することが望ま
しい。
【００４０】
一方、作製される微細な配線パターンは、プリント配線基板において、種々の電子部品を
実装する際の回路配線として利用するため、金、銀、銅、白金、パラジウム、ニッケル、
アルミニウムのいずれかを選択することが好ましい。あるいは、金、銀、銅、白金、パラ
ジウム、ニッケル、アルミニウムのうちから選択される二種以上の金属からなる合金を選
択することもできる。従って、本発明にかかる導電性金属ナノ粒子ペーストで利用する金
属ナノ粒子は、金、銀、銅、白金、パラジウム、ニッケル、アルミニウムの金属からなる
ナノ粒子、または、金、銀、銅、白金、パラジウム、ニッケル、アルミニウムのうちから
選択される二種以上の金属からなる合金からなるナノ粒子を、その利用用途に応じて、選
択することが望ましい。
【００４１】
前記の金属ナノ粒子では、低温焼成過程における、加熱処理温度は、３００℃以下、好ま
しくは、２５０℃以下の範囲に選択する際も、清浄な金属表面を保持する限り、良好な焼
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結体を形成することができる。さらには、室温付近でも、これら金属ナノ粒子は、その金
属表面を直接接触させると、互いに、融着して、凝集してしまい易い。そのため、例えば
、市販されている金属ナノ粒子分散液を原料として、分散溶媒を所望の有機溶剤への変換
し、また、適正な分散溶媒の含有比率、液粘度の調整を図って、本発明にかかる導電性金
属ナノ粒子ペーストを調製する際、例えば、下記する手順を利用することが望ましい。
【００４２】
原料に利用する、金属ナノ粒子分散液としては、金属ナノ粒子の表面をアルキルアミンな
どの表面被覆分子で被覆保護し、かかるアルキルアミンなどの表面被覆分子の溶解性は乏
しく、沸点が１００℃以下の無極性溶媒、あるいは、低極性溶媒中に均一に分散されるも
のを利用する。先ず、アルキルアミンなどの表面被覆分子の離脱を抑制しつつ、該金属ナ
ノ粒子分散液に含有される分散溶媒の除去を行う。該分散溶媒の除去は、減圧留去の手法
が適当であるが、この減圧留去の間に、金属ナノ粒子表面の表面被覆分子の脱離を抑制す
るため、該被覆層分子に対して、親和性が優り、かつ、減圧留去される分散溶媒よりも、
沸点が有意に高い保護用の溶媒成分を添加、混合した上で、減圧留去を行う。例えば、減
圧留去される分散溶媒がトルエンであり、金属ナノ粒子の被覆層分子として、アルキルア
ミンである、ドデシルアミンを利用している場合、前記保護用の溶媒成分として、ジオー
ル系溶媒、例えば、ジプロピレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコ
ール、エチレングリコールなどの各種グリコール類を少量添加する。加えて、ドデシルア
ミンなどの、金属ナノ粒子の被覆層分子として利用する、アルキルアミンに代えて、金属
ナノ粒子の被覆層分子に利用可能であり、より沸点の高い別種のアミン類を添加すること
もできる。この別種のアミン類は、分散溶媒の減圧留去に際し、当初に存在する金属ナノ
粒子の被覆層分子の一部を置換する目的で利用することもできる。この別種のアミン類な
どの、置換される被覆層分子成分には、各種グリコール類などの保護用の溶媒成分との親
和性を有し、同時に、アミノ基などの配位結合可能な基を具える、沸点の高い液状有機化
合物が利用可能である。例えば、２－エチルヘキシルアミンや、ジェファーミンＥＤＲ１
４８（２，２－（エチレンジオキシ）ビスエチルアミン）などが利用可能である。
【００４３】
当初含まれていた、沸点の低い分散溶媒を減圧留去した後、その工程に利用した、ジオー
ル系溶媒などの保護用の溶媒成分、あるいは、被覆層分子の一部置換に利用した被覆層分
子成分が残留する混合物となる。これらの余剰な添加物を除去するとともに、原料に利用
する金属ナノ粒子分散液中に混入している高沸点の高分子成分などを除去するため、適当
な極性を示す極性溶媒を利用して、洗浄を行う。なお、かかる洗浄に利用する極性溶媒は
、金属ナノ粒子表面の被覆層分子を離脱するには至らないものの、不要な有機物成分の溶
解が可能なものとする。加えて、上記の洗浄後、表面に被覆層を有する金属ナノ粒子と、
かかる極性溶媒との固－液相の分離が容易になされる、例えば、表面に被覆層を有する金
属ナノ粒子に対する、分散特性が然程高くなく、静置することで、表面に被覆層を有する
金属ナノ粒子の沈降が進行する極性溶媒を利用することが望ましい。最終的に洗浄を終え
、固－液相の分離により、極性溶媒層を除いた後、金属ナノ粒子の沈降層に浸潤している
極性溶媒を蒸散させて、除去するが、その蒸散除去が室温でも容易に達成てきる、揮発性
を有する極性溶媒を利用することが望ましい。これらの要件を考慮すると、アセトンなど
の、低沸点のケトン類などの利用が好ましい。
【００４４】
前記極性溶媒を利用する、不要な残存有機物の除去を終え、固－液相分離により極性溶媒
と分離し、金属ナノ粒子の沈降層に浸潤している極性溶媒の蒸散、除去を行う。この溶媒
の除去・乾燥を行った、表面に被覆層を有する金属ナノ粒子に、上述する高沸点の分散溶
媒成分を加えて、ペースト状の分散液に再調製する。なお、最終的に調製されるペースト
状の分散液は、上述するように、分散溶媒成分の体積比率は相対的に低いものとされるの
で、均一な分散液とする上では、過度な攪拌が必要となる。それを回避するため、沸点が
７０℃を超えない非極性溶媒、例えば、炭素数６以下のアルカンであるヘキサンなどを希
釈用溶媒に利用して、均一な分散化を図る。溶媒の除去・乾燥を行った際、表面に被覆層
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を有する金属ナノ粒子以外に、凝集を生じた金属ナノ粒子塊が混入する場合もあり、前記
のヘキサンなどを希釈用溶媒に利用して、均一な分散化を図った再分散液を、サブ・ミク
ロン穴径のフィルター、例えば、０．２μｍメンブランフィルターで濾過して、凝集を生
じた金属ナノ粒子塊を除く。その後、均一な分散化に利用した、ヘキサンなどの低沸点希
釈用溶媒を、その沸点差を利用して、選択的に減圧留去を行うことで、目的とする高沸点
の分散溶媒中に、表面に被覆層を有する金属ナノ粒子が均一に分散した、ペースト状の分
散液に調製される。
【００４５】
本発明にかかる導電性金属ナノ粒子ペーストは、上述する手順で分散溶媒の変更と、不要
な有機物の除去を図るので、金属ナノ粒子表面を被覆する被覆分子量を適正な範囲に調整
した上、加熱した際、この被覆分子の溶出に利用される高沸点の分散溶媒を適正な量を含
有するものとなる。なお、当初の分散溶媒を除去する工程において、原料に利用する、金
属ナノ粒子分散液に、ジオール成分（ジプロピレングリコール、ジエチレングリコール、
プロピレングリコール、エチレングリコール等）を添加して、加熱攪拌する操作を施すこ
とに伴い、分散液中に混入している余剰な有機物等の相当部分は、かかるジオール成分中
に一旦溶解した状態となる。その後、アセトンなどの極性溶媒による洗浄において、ジオ
ール成分と共に、該ジオール成分中に一旦溶解した余剰な有機物等のアセトンなどの極性
溶媒への溶解の促進がなされる。
【００４６】
一方、最終的に、目的とする高沸点の分散溶媒中に分散させる際、主な分散溶媒とする、
１－デカノールに加えて、補足的に添加、配合される低極性の液状有機物として、２－エ
チル－１，３－ヘキサンジオールなどを添加し、ヘキサンなどの希釈用溶媒を利用して、
均一な分散化を図ることで、極性を示す１－デカノール中において、アミン化合物を被覆
層分子とする金属ナノ粒子の分散を維持することに役立つ。また、主な分散溶媒とする、
テトラデカンに加えて、補足的に添加、配合される低極性の液状有機物として、ビス２－
エチル－ヘキシルアミンなどを添加し、ヘキサンなどの希釈用溶媒を利用して、均一な分
散化を図ることで、非極性溶媒のテトラデカン中において、アミン化合物を被覆層分子と
する金属ナノ粒子の分散を維持することに役立つ。
【００４７】
なお、加熱処理の間に、得られる焼結体層と下地の基板面との界面には、残余する有機成
分が集結され、焼結後、基板面と焼結体層との接触を密に維持する機能を果す。かかる密
な接触は、得られる焼結体層の基板面への固定にも、一定の貢献を示す。
【００４８】
【実施例】
以下に、実施例を示し、本発明をより具体的に説明する。これら実施例は、本発明におけ
る最良の実施形態の一例ではあるものの、本発明はこれら実施例により限定を受けるもの
ではない。
【００４９】
（実施例１）
スクリーン印刷に適する液粘度を示す、銀ナノ粒子を導電性媒体として含むペースト状の
分散液を下記の手順で調製した。
【００５０】
銀ナノ粒子原料として、市販されている銀の超微粒子分散液（商品名：独立分散超微粒子
Ａｇ１Ｔ　真空冶金製）、具体的には、銀超微粒子３５質量部、アルキルアミンとして、
ドデシルアミン（分子量１８５．３６、沸点２４８℃）７質量部、有機溶剤として、トル
エン５８質量部を含む、平均粒子径３ｎｍの銀超微粒子の分散液を利用した。
【００５１】
　１Ｌのナス型フラスコ中にて、前記銀超微粒子分散液Ａｇ１Ｔ、５００ｇ（Ａｇ３５ｗ
ｔ％含有：真空冶金製）に、ジェファーミンＥＤＲ１４８（２，２－（エチレンジオキシ
）ビスエチルアミン；Ｈ2Ｎ－ＣＨ2ＣＨ2－Ｏ－ＣＨ2ＣＨ2－Ｏ－ＣＨ2ＣＨ2－ＮＨ2：サ
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ンテクノケミカル製）を８７．５ｇ（対Ａｇ固形分に対して、５０ｗｔ％）、ジプロピレ
ングリコールを５２．５ｇ（対Ａｇ固形分に対して、３０ｗｔ％）添加・混合し、８０℃
で１時間加熱攪拌した。攪拌終了後、減圧濃縮により、Ａｇ１Ｔ中に含まれる分散溶媒ト
ルエンを脱溶剤した。
【００５２】
脱溶剤後の混合物を２Ｌのビーカーに移し、極性溶媒アセトン、１，０００ｇを添加して
、常温で３分間攪拌後、静置した。前記処理において、Ａｇナノ粒子は、極性溶剤アセト
ンを添加、攪拌し、静置する間に、ビーカー底部に沈降した。一方、上澄みには、混合物
中に含有される、不要な有機成分が溶解し、茶褐色のアセトン溶液が得られた。この上澄
み層を除去した後、再度、沈降物にアセトン８００ｇを添加、攪拌、静置して、Ａｇナノ
粒子を沈降させた後、上澄みのアセトン溶液層を除去した。上澄みアセトン層の着色状態
を観察しながら、さらに、沈降物にアセトン５００ｇを添加し、同様の操作を繰り返した
。次いで、前段の沈降物にアセトン３００ｇを添加し、攪拌、静置を行った時点で、上澄
みアセトン層に目視した範囲では、着色は見出されなくなった。
【００５３】
この上澄みアセトン層を除去した後、ビーカー底部に沈降したＡｇナノ粒子中に残余する
アセトン溶媒を揮発させ、乾燥を行ったところ、青色の微粉末が得られた。得られた青色
の微粉末に、カルコール１０９８（１－デカノール、融点６．８８℃、沸点２３２℃：花
王製）を１６．７ｇ、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール（沸点２４４℃、和光純薬
製）を７．２ｇ、ヘキサンを３００ｇ添加し、７０℃で３０分間加熱攪拌した。この加熱
攪拌によって、青色の微粉末状を呈していたＡｇナノ粒子は再分散され、均一な分散液と
なった。攪拌終了後、０．２μｍメンブランフィルターで濾過を行った後、濾液中のヘキ
サンを減圧濃縮により脱溶剤した。
【００５４】
溶媒ヘキサンの除去に伴い、均一な濃紺色のペースト状のナノ粒子分散液が得られた。こ
のペースト状分散液（ナノ粒子ペースト）の液粘度は、１５０Ｐａ・ｓ（スパイラル粘度
計、測定温度２３℃）であった。このナノ粒子ペーストの全体組成は、導電性媒体のＡｇ
ナノ粒子１７５質量部に対して、有機物成分が総和として５０質量部、具体的には、主分
散溶媒となる１－デカノールが１６．７質量部、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール
が７．２質量部、それ以外の有機物（ドデシルアミン等）が２６．１質量部残留するもの
であった。従って、このナノ粒子ペースト中、固形成分であるＡｇナノ粒子の体積比率は
、２２．２体積％、有機成分の体積比率は、７７．８体積％、そのうち、分散溶媒の比率
は、３６．９体積％に相当する。
【００５５】
スライドグラス上に、得られたナノ粒子ペーストを用いて、ステンレス＃５００メッシュ
のスクリーン版を利用して、１０×５０ｍｍ幅のパターンを、塗布時の平均膜厚３０μｍ
で、スクリーン印刷方式により印刷した。印刷後、スライドグラス上のナノ粒子ペースト
塗布層に対して、２５０℃４０分の熱処理を施し、含まれる銀ナノ粒子相互の焼成処理を
行って、銀ナノ粒子の焼結体層からなる導電体層パターンを形成した。かかる導電体層パ
ターンの表面は、鏡面状の光沢を示し、その平均膜厚は、５μｍであった。また、前記平
均膜厚を有する均一導電体層として、体積固有抵抗率を測定したところ、３．５μΩ・ｃ
ｍであった。なお、銀バルクの抵抗率は、１．５９μΩ・ｃｍ（２０℃）であり、得られ
た銀ナノ粒子の焼結体層の体積固有抵抗率は、銀バルクの抵抗率と比較しても、遜色の無
い値であった。
【００５６】
（実施例２）
インクジェット印刷に適する液粘度を示す、銀ナノ粒子を導電性媒体として含む分散液を
下記の手順で調製した。
【００５７】
１Ｌのナス型フラスコ中にて、前記銀超微粒子分散液Ａｇ１Ｔ、５００ｇ（Ａｇ３５ｗｔ
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％含有：真空冶金製）に、２－エチルヘキシルアミン（沸点１６９℃：東京化成製）を８
７．５ｇ（対Ａｇ固形分に対して、５０ｗｔ％）、ジプロピレングリコールを５２．５ｇ
（対Ａｇ固形分に対して、３０ｗｔ％）添加・混合し、８０℃で１時間加熱攪拌した。攪
拌終了後、減圧濃縮により、Ａｇ１Ｔ中に含まれる分散溶媒トルエンを脱溶剤した。
【００５８】
脱溶剤後の混合物を２Ｌのビーカーに移し、極性溶媒アセトン、１，０００ｇを添加して
、常温で３分間攪拌後、静置した。前記処理において、Ａｇナノ粒子は、極性溶剤アセト
ンを添加、攪拌し、静置する間に、ビーカー底部に沈降した。一方、上澄みには、混合物
中に含有される、不要な有機成分が溶解し、茶褐色のアセトン溶液が得られた。この上澄
み層を除去した後、再度、沈降物にアセトン８００ｇを添加、攪拌、静置して、Ａｇナノ
粒子を沈降させた後、上澄みのアセトン溶液層を除去した。上澄みアセトン層の着色状態
を観察しながら、さらに、沈降物にアセトン５００ｇを添加し、同様の操作を繰り返した
。次いで、前段の沈降物にアセトン３００ｇを添加し、攪拌、静置を行った時点で、上澄
みアセトン層に目視した範囲では、着色は見出されなくなった。
【００５９】
この上澄みアセトン層を除去した後、ビーカー底部に沈降したＡｇナノ粒子中に残余する
アセトン溶媒を揮発させ、乾燥を行ったところ、青色の微粉末が得られた。得られた青色
の微粉末に、ビス２－エチルヘキシルアミン（沸点２６３℃、東京化成製）を２３．４ｇ
、Ｎ１４（テトラデカン、融点５．８６℃、沸点２５３．５７℃、日鉱石油化学製）を９
３．６ｇ、ヘキサンを３００ｇ添加し、７０℃で３０分間加熱攪拌した。この加熱攪拌に
よって、青色の微粉末状を呈していたＡｇナノ粒子は再分散され、均一な分散液となった
。攪拌終了後、０．２μｍメンブランフィルターで濾過を行った後、濾液中のヘキサンを
減圧濃縮により脱溶剤した。
【００６０】
溶媒ヘキサンの除去に伴い、均一な濃紺色の高流動性ペースト型ナノ粒子分散液が得られ
た。この高流動性ペースト分散液（ナノ粒子インク）の液粘度は、１０　ｍＰａ・ｓ（Ｂ
型回転粘度計、測定温度２０℃）であった。このナノ粒子分散液の全体組成は、導電性媒
体のＡｇナノ粒子１７５質量部に対して、有機物成分が総和として１５２．８質量部、具
体的には、ビス２－エチルヘキシルアミンが２３．４質量部、主分散溶媒のテトラデカン
が９３．６質量部、それ以外の有機物（ドデシルアミン等）が３５．８質量部残留するも
のであった。従って、このナノ粒子ペースト中において、固形成分であるＡｇナノ粒子の
体積比率は、７．８体積％、有機成分の体積比率は、９２．２体積％、そのうち、分散溶
媒の比率は、７１．１体積％に相当する。
【００６１】
スライドグラス上に、得られたナノ粒子インクを用いて、インクジェット塗布により、１
０×５０ｍｍ幅のパターンを、塗布時の平均膜厚１０μｍで、インクジェット印刷方式に
より印刷した。印刷後、スライドグラス上のナノ粒子インク塗布層に対して、２３０℃６
０分の熱処理を施し、含まれる銀ナノ粒子相互の焼成処理を行って、銀ナノ粒子の焼結体
層からなる導電体層パターンを形成した。かかる導電体層パターンの表面は、鏡面状の光
沢を示し、その平均膜厚は、１μｍであった。また、前記平均膜厚を有する均一導電体層
として、体積固有抵抗率を測定したところ、３．０μΩ・ｃｍであった。
【００６２】
（比較例１）
スクリーン印刷に利用可能な液粘度を示す、銀ナノ粒子を導電性媒体として含むペースト
状の分散液を下記の手順で調製した。
【００６３】
１Ｌのナス型フラスコ中にて、前記銀超微粒子分散液Ａｇ１Ｔ、５００ｇ（Ａｇ３５ｗｔ
％含有：真空冶金製）に、カルコール１０９８（１－デカノール：花王製）を１６．７ｇ
、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール（和光純薬製）を７．２ｇ添加し、４０℃で３
０分間加熱攪拌した。攪拌終了後、減圧濃縮により、Ａｇ１Ｔに由来する分散溶媒トルエ
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ンを脱溶剤した。
【００６４】
トルエンの選択的な脱溶剤に伴い、均一な濃紺色のペースト状のナノ粒子分散液が得られ
た。このペースト状分散液（ナノ粒子ペースト）の液粘度は、８０Ｐａ・ｓ（スパイラル
粘度計、測定温度２３℃）であった。このナノ粒子ペーストの全体組成は、導電性媒体の
Ａｇナノ粒子１７５質量部に対して、有機物成分が総和として６５質量部、具体的には、
主分散溶媒となる１－デカノールが１６．７質量部、２－エチル－１，３－ヘキサンジオ
ールが７．２質量部、それ以外の有機物（ドデシルアミン）が４１．１質量部残留するも
のであった。従って、このナノ粒子ペースト中、固形成分であるＡｇナノ粒子の体積比率
は、１７．９体積％、有機成分の体積比率は、８２．１体積％、そのうち、分散溶媒の比
率は、２９．９体積％に相当する。なお、上述する実施例１に記載されるナノ粒子ペース
トと異なり、本例のナノ粒子ペーストでは、アセトン溶媒を利用する洗浄処理を施さず、
トルエンの選択的な脱溶剤処理を行っていることに付随して、両者間に、含有組成ならび
に液粘度の相違が生じている。
【００６５】
スライドグラス上に、得られたナノ粒子ペーストを用いて、ステンレス＃５００メッシュ
のスクリーン版を利用して、１０×５０ｍｍ幅のパターンを、塗布時の平均膜厚２５μｍ
で、スクリーン印刷方式により印刷した。印刷後、スライドグラス上のナノ粒子ペースト
塗布層に対して、２５０℃４０分の熱処理を施し、含まれる銀ナノ粒子相互の焼成処理を
行って、銀ナノ粒子の焼結体層からなる導電体層パターンを形成した。かかる導電体層パ
ターンの平均膜厚は、５μｍであったが、その表面には多数の亀裂が生成しており、また
、体積固有抵抗率の測定を試みたところ、上述の実施例１において用いた測定条件では測
定不能であった。すなわち、その体積固有抵抗率は、１０μΩ・ｃｍを超えると推定され
る。
【００６６】
（比較例２）
インクジェット印刷に利用可能な液粘度を示す、銀ナノ粒子を導電性媒体として含むペー
スト状の分散液を下記の手順で調製した。
【００６７】
１Ｌのナス型フラスコ中にて、前記銀超微粒子分散液Ａｇ１Ｔ、５００ｇ（Ａｇ３５ｗｔ
％含有：真空冶金製）に、ビス２－エチルヘキシルアミン（東京化成製）を２３．４ｇ、
Ｎ１４（テトラデカン、日鉱石油化学製）を９３．６ｇ添加し、４０℃で３０分間加熱攪
拌した。攪拌終了後、減圧濃縮により、Ａｇ１Ｔに由来する分散溶媒トルエンを脱溶剤し
た。
【００６８】
トルエンの選択的な脱溶剤に伴い、均一な濃紺色の高流動性ペースト型ナノ粒子分散液が
得られた。この高流動性ペースト分散液（ナノ粒子インク）の液粘度は、１０　ｍＰａ・
ｓ（Ｂ型回転粘度計、測定温度２０℃）であった。このナノ粒子分散液の全体組成は、導
電性媒体のＡｇナノ粒子１７５質量部に対して、有機物成分が総和として１５７質量部、
具体的には、ビス２－エチルヘキシルアミンが２３．４質量部、主分散溶媒のテトラデカ
ンが９３．６質量部、それ以外の有機物（ドデシルアミン等）が４０質量部残留するもの
であった。従って、このナノ粒子ペースト中において、固形成分であるＡｇナノ粒子の体
積比率は、７．６６体積％、有機成分の体積比率は、９２．３４体積％、そのうち、分散
溶媒の比率は、６９．４５体積％に相当する。
【００６９】
スライドグラス上に、得られたナノ粒子インクを用いて、インクジェット塗布により、１
０×５０ｍｍ幅のパターンを、塗布時の平均膜厚１０μｍで、インクジェット印刷方式に
より印刷した。印刷後、スライドグラス上のナノ粒子インク塗布層に対して、２３０℃６
０分の熱処理を施し、含まれる銀ナノ粒子相互の焼成処理を行って、銀ナノ粒子の焼結体
層からなる導電体層パターンを形成した。かかる導電体層パターンの表面は、鏡面状の光
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体層として、体積固有抵抗率を測定したところ、１０　μΩ・ｃｍであった。
【００７０】
【発明の効果】
本発明の導電性ナノ粒子ペーストにおいては、導電性媒体として、平均粒子径１００ｎｍ
以下の金属ナノ粒子を利用し、その表面は、金属ナノ粒子に含まれる金属元素と配位的な
結合が可能な基として、窒素、酸素、またはイオウ原子を含み、これら原子の有する孤立
電子対による配位的な結合が可能な基を有する化合物１種以上、例えば、末端アミノ基を
１以上有するアミン化合物一種以上により被覆された状態とした上で、かかるアミン化合
物に対する親和性を有する有機溶剤成分一種以上を含んでなる分散溶媒中に均一に分散さ
せており、室温近傍において保管する際には、金属ナノ粒子は、その表面に存在する窒素
、酸素、またはイオウ原子を含む化合物による被覆層によって、凝集・沈降が防止されて
いる。一方、塗布した後、低温で加熱処理を進める段階で、被覆層を構成する窒素、酸素
、またはイオウ原子を含む化合物は、前記分散溶媒中に含有される相溶性を有する有機溶
剤成分の作用によって、離脱・溶出する結果、金属ナノ粒子表面が露呈し、金属ナノ粒子
相互の緻密な接触と、低温焼成とを可能としている。その過程と共に、分散溶媒は徐々に
蒸散して、ペースト塗布層全体の体積減少も進行するので、金属ナノ粒子の焼成により形
成される焼結体においては、分散溶媒が浸潤する隙間空間の低減に起因して、金属ナノ粒
子相互がより緻密に焼結された状態となる。従って、本発明にかかる導電性ナノ粒子ペー
ストは、微細なパターン印刷性に加えて、基板上に塗布、焼成した際、表面形状がなめら
かで、また、低抵抗かつ微細な回路を形成できる、高密度な回路印刷用の低温焼結型導電
性金属ペーストとして利用される。
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