
JP 5768553 B2 2015.8.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銀化合物を錯化剤により溶解して得られた銀錯体溶液と還元剤溶液とを混合し、銀錯体
を還元して製造するに際し、上記還元剤溶液に、上記銀錯体溶液に含有される銀に対して
０．１～２０質量％の水溶性高分子を添加して、銀粒子が得られ、
　上記銀粒子を、液温が３５℃以下のアルカリ性溶液又は水で洗浄し、
　上記銀粒子を上記洗浄前若しくは洗浄後であって、かつ、乾燥前に、界面活性剤及び分
散剤により表面処理することを特徴とする銀粉の製造方法。
【請求項２】
　上記アルカリ性溶液は、水酸化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム水溶液、水酸化カル
シウム水溶液、アンモニア水の何れかを用いることを特徴とする請求項１記載の銀粉の製
造方法。
【請求項３】
　上記銀化合物は塩化銀であることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の銀粉の製造
方法。
【請求項４】
　上記表面処理を還元後、上記洗浄前に行うことを特徴とする請求項１乃至請求項３のい
ずれか１項記載の銀粉の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、解砕し易い銀粉及びその製造方法に関するものであり、更に詳しくは、例え
ば、湿式法により製造した銀粒子スラリーを乾燥して解砕し、銀粒子を回収する際に、解
砕しやすい銀粉の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器における配線層や電極などの形成には、樹脂型銀ペーストや焼成型銀ペースト
のような銀ペーストが多用されている。即ち、これらの銀ペーストを各種基材上に塗布又
は印刷した後、加熱硬化又は加熱焼成することによって、配線層や電極等となる導電膜を
形成することができる。
【０００３】
　例えば、樹脂型銀ペーストは、銀粉、樹脂、硬化剤、溶剤などからなり、導電体回路パ
ターン又は端子の上に印刷し、１００℃～２００℃で加熱硬化させて導電膜とし、配線や
電極を形成することができる。また、焼成型銀ペーストは、銀粉、ガラス、溶剤などから
なり、導電体回路パターン又は端子の上に印刷し、６００℃～８００℃に加熱焼成して導
電膜とし、配線や電極を形成することができる。これらの銀ペーストで形成された配線や
電極では、銀粉が連なることで電気的に接続した電流パスが形成されている。
【０００４】
　銀ペーストに使用される銀粉は、粒径が０．１μｍから５μｍであり、形成する配線の
太さや電極の厚さ等によって使用される銀粉の粒径が異なる。また、銀ペースト中に均一
に銀粉を分散させることにより、均一な太さの配線又は均一な厚さの電極を形成すること
ができる。
【０００５】
　銀ペースト用の銀粉に求められる特性は、用途及び使用条件により様々である。一般的
で且つ重要な特性は、粒径が均一で凝集が少なく、銀ペースト中への分散性が高いことで
ある。銀粉の粒径が均一で且つ銀ペースト中への分散性が高いと、硬化又は焼成が均一に
進み、低抵抗で強度の大きい導電膜を形成できるからである。逆に、銀粉の粒径が不均一
で分散性が悪いと、印刷膜中に銀粒子が均一に存在しなくなるため、配線や電極の太さや
厚さが不均一となるばかりか、硬化又は焼成が不均一となることで導電膜の抵抗が大きく
なったり、導電膜が脆く弱いものになったりしやすくなるからである。
【０００６】
　粒径の均一な微粒子を得る方法としては、硝酸銀や塩化銀等を錯化剤により溶解して得
た銀錯体を含む溶液と還元剤溶液を混合し、銀錯体を還元して銀粒子を得る湿式法が一般
的である。しかしながら、湿式法で微粒子を製造する場合には、多量の還元剤を用いると
ともに表面に分散剤などを吸着させる方法が一般的であり、不純物品位の増加や製造時に
発生する廃液の処理コストが増大するなどの問題がある。
【０００７】
　更には、銀粒子スラリーをろ過脱水して乾燥させると硬い凝集体が多く生成する。この
凝集体を強引に解砕すると、銀粒子にダメージを与えることで銀粒子が不規則な形状にな
り、流動性の良い銀粒子を得ることができない。しかしながら、銀粒子にダメージを与え
ないように弱い力で解砕すると、乾燥時の粗大な凝集体が多く残るために回収率が低くな
り、生産コストが増加してしまう。
【０００８】
　従って、銀ペースト用の銀粉に求められる事項としては、使用する原料や材料の単価が
低いことや廃液や排気の処理コストが低いことだけでなく、解砕性の良い銀粉の製造方法
が重要となる。
【０００９】
　銀ペーストに使用される銀粉の製造は、例えば特許文献１では、平均粒径がサブミクロ
ンの銀粒子のスラリーに、カルボキシル基又はアミノ基を有する炭素数２個以上の非粘性
直鎖有機化合物からなる保護層を粒子表面に有することを特徴とする銀粒子の製造方法が
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記載されている。
【００１０】
　この特許文献１の製造方法では、有機化合物の添加量を、銀粒子スラリーの銀１ｇに対
して１０－１０ｍｏｌ～１０－１ｍｏｌとすることで、９０μｍ目開きの篩に対する通過
率が有機化合物を添加しない場合に比べて高くなる。この方法では、９０μｍ目開きの篩
に対する通過率を９０％以上まで高くするためには有機化合物の添加量を５×１０－６程
度まで増加させる必要があるが、生産性を考慮した場合には通過率を更に高くする必要が
ある。そのためには、有機化合物の添加量を更に増加させる必要がある。しかしながら、
有機化合物の添加量が多くなりすぎると、銀ペーストを用いて形成された配線層や電極の
導電性が低下するため好ましくない。
【００１１】
　また、特許文献２では、平均粒径がサブミクロンの銀粒子のスラリーに、アルコールを
投入して攪拌した後に、ろ過脱水し、乾燥して解砕することを特徴とする銀粒子の製造方
法が記載されている。この特許文献２の方法では、銀粒子スラリーの銀重量に対して０．
１倍量以上のアルコールを添加することで、９０μｍ目開きの篩に対する通過率が７０％
以上となるが、７０％程度の通過率では製造コストが高くなり生産性が不十分となる。
【００１２】
　したがって、銀粉の製造方法では、銀粒子の凝集を抑制し、解砕性が良い銀粉を容易に
製造することができる方法が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０１０－２２９４８０号公報
【特許文献２】特開２０１０－２２９４８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記した従来の事情に鑑み、解砕性に優れた銀粉を容易に製造することがで
きる銀粉の製造方法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】
【００１５】
　上述した目的を達成するために、検討を重ねた結果、湿式法により製造した銀粒子を、
液温が一定温度以下のアルカリ性溶液又は水で洗浄することで銀粒子の凝集を抑制し、解
砕性に優れた銀粒子が得られることを見出し、本発明に至ったものである。
【００１６】
　即ち、本発明に係る銀粉の製造方法は、銀化合物を錯化剤により溶解して得られた銀錯
体溶液と還元剤溶液とを混合し、銀錯体を還元して製造するに際し、還元剤溶液に、銀錯
体溶液に含有される銀に対して０．１～２０質量％の水溶性高分子を添加して、銀粒子が
得られ、銀粒子を、液温が３５℃以下のアルカリ性溶液又は水で洗浄し、銀粒子を洗浄前
若しくは洗浄後であって、かつ、乾燥前に、界面活性剤及び分散剤により表面処理するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明では、工業的規模でも容易に実施可能な方法であり、銀粒子の凝集を抑制して洗
浄、乾燥することができるため、解砕性に優れた銀粉を容易に低コストで製造することが
できる銀粉の製造方法を提供することができる。このため、電子機器の配線層や電極など
の形成に用いる銀ペースト用として工業的価値が極めて大きいものである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、本発明を適用した銀粉の製造方法について詳細に説明する。なお、本発明は、
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特に限定がない限り、以下の詳細な説明に限定されるものではない。
【００１９】
　銀粉は、硬化剤、樹脂、溶剤等から構成される樹脂型銀ペーストやガラス、溶剤等から
構成される焼成型銀ペーストに含有される。銀粉が含有された樹脂型銀ペーストや焼成型
銀ペーストは、配線層や電極の形成に用いられる。銀粉を銀ペーストに含有させる場合に
は、銀ペーストの硬化や焼成、形成される配線や電極の太さが均一となるように、粒径が
均一で凝集が少ない銀粉であることが求められる。本発明の銀粉の製造方法では、湿式法
により銀粒子を作製し、得られた銀粒子の凝集を抑制して銀粉を作製するため、解砕性に
優れ粒径が均一で凝集の少ない銀粉を得ることができる。
【００２０】
　銀粉の製造方法は、硝酸銀や塩化銀等を錯化剤により溶解して得た銀錯体を含む溶液と
還元剤溶液とを混合し、銀錯体を還元して銀粒子を得る湿式法を用い、この湿式法により
得られた銀粒子を液温が一定温度以下のアルカリ性溶液又は水で洗浄を行う。
【００２１】
　ここで、銀粒子をアルカリ性溶液又は水で洗浄する際には、洗浄液の液温を３５℃以下
にすることが重要である。即ち、洗浄液の液温を３５℃以下とした場合には、銀粒子の分
散性を維持できるために、銀粒子をろ過脱水して乾燥する際に銀粒子の凝集が弱くなり、
銀粒子にダメージを与えないように弱い力で解砕することが可能となる。また、洗浄液の
液温を３５℃以下とした場合には、還元析出した銀粒子の分散性を維持できるため、細部
まで洗浄が可能となり、不純物が低減しやすく、銀粒子の焼結性を向上させることができ
る。
【００２２】
　具体的に、銀粉の製造方法は、以下のような工程を有する方法である。
【００２３】
　銀粉の製造方法は、先ず、硝酸銀や塩化銀等を錯化剤により溶解して得た銀錯体を含む
銀錯体溶液と還元剤溶液とを混合し、銀錯体を還元して銀粒子を析出させる湿式法により
銀粒子スラリーを生成する工程を行う。銀粉の製造方法では、湿式法を用いることによっ
て、均一な粒径の銀粒子を得ることができる。
【００２４】
　この銀粒子スラリーを生成する工程では、錯化剤を用いて硝酸銀や塩化銀等を溶解し、
銀錯体を含む銀錯体溶液を調製する。錯化剤としては、特に限定されるものではないが、
硝酸銀や塩化銀等と錯体を形成しやすく且つ不純物として残留する成分が含まれないアン
モニア水を用いることが好ましい。また、硝酸銀や塩化銀等は、高純度のものを用いるこ
とが好ましい。
【００２５】
　硝酸銀や塩化銀等の溶解方法としては、例えば錯化剤としてアンモニア水を用いる場合
、硝酸銀や塩化銀等のスラリーを作製してアンモニア水を添加してもよいが、錯体濃度を
高めて生産性を上げるためにはアンモニア水中に硝酸銀や塩化銀等を添加して溶解するこ
とが好ましい。硝酸銀や塩化銀等を溶解するアンモニア水は、工業的に用いられる通常の
ものでよいが、不純物混入を防止するため可能な限り高純度のものが好ましい。
【００２６】
　次に、銀錯体溶液と混合する還元剤溶液を調製する。還元剤としては、一般的なヒドラ
ジンやホルマリン、アスコルビン酸などを用いることができる。アスコルビン酸は、還元
作用が緩やかであるため、銀粒子中の結晶粒が成長しやすく特に好ましい。ヒドラジンや
ホルマリンは、還元力が強いため、銀粒子中の結晶が小さくなりやすい。また、反応の均
一性や反応速度を制御するためには、還元剤を純水等で溶解又は希釈して濃度調整した水
溶液として用いてもよい。
【００２７】
　還元剤溶液には、ポリビニルアルコール又はポリビニルピロリドンの少なくとも１種を
含む水溶性高分子を添加する。水溶性高分子を添加しない場合には、還元により発生した
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核や核が成長した銀粒子が凝集を起こし、分散性が悪いものとなってしまう。また、過剰
に添加した場合は、銀粒子表面に残留する水溶性高分子の量が多くなり過ぎ、ペースト化
して作製した配線の導電性が十分なものとならない。水溶性高分子の添加量は、水溶性高
分子の種類及び得ようとする銀粉の粒径により適宜決めればよいが、銀錯体溶液中に含有
される銀に対して０．１～２０質量％の範囲とすることが好ましく、１～２０質量％の範
囲とすることがより好ましい。
【００２８】
　水溶性高分子は、銀錯体溶液に混合しておくことも可能であるが、還元剤溶液に水溶性
高分子を混合しておく方が分散性の良い銀粉が得られるため好ましい。このことは、実験
的に確認された結果であるが、還元剤溶液と水溶性高分子を混合しておくことで核発生又
は核成長の場に水溶性高分子が存在し、生成した核又は銀粒子の表面に迅速に水溶性高分
子が吸着するためと考えられる。
【００２９】
　水溶性高分子を添加した場合には、還元反応時に発泡することがあるため、銀錯体溶液
又は還元剤混合液に消泡剤を添加してもよい。消泡剤は、特に限定されるものではなく、
通常還元時に用いられているものでよい。ただし、還元反応を阻害させないため、消泡剤
の添加量は消泡効果が得られる最小限程度にしておくことが好ましい。
【００３０】
　なお、銀錯体溶液及び還元剤溶液を調製する際に用いる水については、不純物の混入を
防止するため、不純物が除去された水を用いることが好ましく、純水を用いることが特に
好ましい。
【００３１】
　次に、上記のごとく調製した銀錯体溶液と還元剤溶液とを混合し、銀錯体を還元して銀
粒子を析出させる還元工程を行う。この還元反応は、バッチ法でもよく、チューブリアク
ター法やオーバーフロー法のような連続還元法を用いて行ってもよい。均一な粒径を有す
る銀粒子を得るためには、粒成長時間の制御が容易なチューブリアクター法を用いること
が好ましい。また、銀粒子の粒径は、銀錯体溶液と還元剤溶液の混合速度や銀錯体の還元
速度で制御することが可能であり、目的とする粒径に容易に制御することができる。銀粒
子の平均粒子径は、０．１μｍ～０．５μｍ程度であり、形成する配線の太さや電極の厚
さによって適宜調整する。
【００３２】
　次に、得られた銀粒子に対して表面処理を行う。この表面処理は、銀粒子をアルカリ性
溶液や水で洗浄する前に行うことが好ましい。アルカリ性溶液や水で洗浄すると、銀粒子
の表面に吸着した水溶性高分子が容易に除去されてしまうため、水溶性高分子が除去され
た部分で銀粒子の凝集が起こる。このため、洗浄した後に表面処理を行うと、凝集した銀
粒子の表面に表面処理を行うことになり、乾燥後の解砕により表面処理ができていない面
が現われて、表面処理が不均一になるため好ましくない。したがって、洗浄前に表面処理
を行うことが好ましい。なお、後述する液温３５℃以下のアルカリ性溶液や水で洗浄を行
う場合には、不純物を除去する一方で適量の水溶性高分子を残すことができるため、銀粒
子の凝集を抑制することができ、このような洗浄であれば洗浄後に表面処理を行うことが
できる。
【００３３】
　表面処理は、洗浄する前の銀粒子に界面活性剤で表面処理を行うか、より好ましくは界
面活性剤と分散剤で表面処理を行う。表面処理は、カチオン系界面活性剤を用いることが
好ましい。カチオン系界面活性剤は、ｐＨの影響を受けることなく正イオンに電離するた
め、銀粉への吸着性の改善効果が得られる。銀粒子に対して表面処理を行った場合には、
硝酸銀や塩化銀等から得た銀錯体を還元して得た銀粒子の表面に、例えば電離状態で少な
くとも正イオンとなり得るカチオン系界面活性剤が吸着しているか、又は銀粒子表面に吸
着している界面活性剤に更に分散剤が吸着している。
【００３４】
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　銀粒子の洗浄及び表面処理に用いられる装置は、通常用いられるものでよく、例えば撹
拌機付の反応槽等を用いることができる。
【００３５】
　界面活性剤と分散剤とによって表面処理を行った場合には、銀粒子の表面に界面活性剤
を強固に吸着させることができ、その界面活性剤を介して分散剤を強固に吸着させること
ができる。表面処理が施された銀粉は、界面活性剤と分散剤の効果により銀粉の凝集が抑
制され、有機溶媒を用いた銀ペースト中でも界面活性剤及び分散剤が剥離しにくく凝集が
抑制されて、銀ペースト中において良好な分散性が得られる。
【００３６】
　有機溶媒を用いた銀ペースト中での界面活性剤及び分散剤の剥離については、メタノー
ルによる洗浄前後における銀粉の炭素含有量の減少率によって評価することが可能である
。なお、この銀粉の製造方法により得られる銀粉は、界面活性剤や分散剤の吸着の指標と
なる炭素含有量の減少量が３０％以下である。即ち、銀粒子の表面から界面活性剤や分散
剤が剥離しにくいものであるといえる。
【００３７】
　次に、表面処理をした銀粒子を洗浄する洗浄工程を行う。銀粒子は、表面に不純物、多
量の塩素イオン及び水溶性高分子が吸着している。従って、銀ペーストを用いて形成され
る配線層や電極の導電性を十分なものとするためには、得られた銀粒子のスラリーを洗浄
し、銀粒子の塩素イオン及び過剰に付着した水溶性高分子を除去する必要がある。これら
を除去しても、適正量の界面活性剤や分散剤が残るため、銀粒子の凝集抑制と配線層や電
極の高導電性を両立させることができる。
【００３８】
　洗浄方法としては、スラリーから固液分離した銀粒子を洗浄液に投入し、撹拌機又は超
音波洗浄器を使用して撹拌した後、再び固液分離して銀粒子を回収する方法が一般的に用
いられる。また、表面吸着物を十分に除去するためには、洗浄液に銀粒子を投入して撹拌
洗浄し、固液分離を行う操作を数回繰り返して行うことが好ましい。
【００３９】
　洗浄液は、銀粒子の表面に吸着されている塩素イオン及び水溶性高分子を効率よく除去
するために、アルカリ性溶液又は水を用いる。アルカリ性溶液としては、水酸化ナトリウ
ム水溶液、水酸化カリウム水溶液、水酸化カルシウム水溶液、アンモニア水のいずれか１
つ、または混合して用いることが好ましい。その他に、無機化合物又は有機化合物からな
るアルカリ性溶液を用いても問題はない。洗浄液に用いる水は、銀粒子に対して有害な不
純物元素を含有していない水が好ましく、特に純水が好ましい。
【００４０】
　アルカリ性溶液や水の液温は、３５℃以下であり、２０℃以下であることが好ましい。
アルカリ性溶液や水の液温を３５℃以下として洗浄を行うことによって、不純物、銀粒子
の表面に付着している塩素イオン及び過剰な水溶性高分子を銀粒子の表面から除去できる
とともに、銀粒子が凝集することを抑制できる。アルカリ水溶液の液温が３５℃を超える
場合には、銀粒子の凝集が起こりやすく、銀粒子をろ過脱水して乾燥する際に銀粒子の凝
集が進行し、乾燥時に粗大な凝集体が形成され、解砕し難くなるので好ましくない。また
、凝集が進行すると、細部まで洗浄し難くなるために不純物を十分に除去できず、不純物
を低減し難くなるため好ましくない。アルカリ水溶液の液温が３５℃を超えると銀粒子の
凝集が進行する機構は明確ではないが、液温が高くなることにより、水溶性高分子が銀粒
子表面から除去されやすくなるためと考えられる。なお、アルカリ性溶液や水の温度は、
融点以上とする。
【００４１】
　アルカリ性溶液の濃度は、０.０１質量％～２０質量％が好ましい。０.０１質量％未満
では、洗浄効果が不十分であり、２０質量％を超える場合では、銀粒子にアルカリ金属塩
が許容以上に残留することがある。従って、高濃度のアルカリ性溶液を用いた場合は、洗
浄後に十分な純水洗浄を行い、アルカリ金属塩の残留を抑制する必要がある。
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【００４２】
　洗浄を行った後は、固液分離して銀粒子を回収する。固液分離に用いられる装置は、通
常用いられるものでよく、例えば遠心機、吸引濾過機、フィルタープレス等を用いること
ができる。
【００４３】
　ここで、この銀粉の製造方法では、上述したように銀粒子の凝集を抑えるため、洗浄前
に銀粒子に対して表面処理を行ったが、このことに限定されず、液温３５℃以下のアルカ
リ性水溶液や水で銀粒子を洗浄した後に、表面処理を行うようにしてもよい。液温３５℃
以下のアルカリ性水溶液や水で銀粒子を洗浄する場合、上述したように適量の水溶性高分
子を残して銀粒子の凝集を抑えることができるため、洗浄後であっても各銀粒子に対して
適切に表面処理を行うことができ、均一に表面処理することができる。
【００４４】
　次に、分離した銀粒子は、乾燥工程において水分を蒸発させて乾燥させる。乾燥方法と
しては、例えば、洗浄及び表面処理の終了後に回収した銀粉をステンレスパッド上に置き
、大気オーブン又は真空乾燥機などの市販の乾燥装置を用いて、４０℃～８０℃の温度で
加熱すればよい。
【００４５】
　次に、乾燥後の銀粒子に対して、弱い解砕を行い、乾燥時に生じた凝集体をほぐす。な
お、解砕は、乾燥後の銀粒子において、凝集体をほぐす必要があれば行うようにしてもよ
い。解砕を行う際には、弱い力で解砕することができる。これは、上述したように３５℃
以下の液温で銀粒子の洗浄を行ったことにより、洗浄時に銀粒子の分散性が維持され、乾
燥する際に銀粒子の凝集が弱くなり、凝集体が生成されても、弱い力で解砕することがで
きるからである。したがって、銀粒子に対して解砕を行っても、弱い力で解砕を行ってい
るため、銀粒子にダメージを与えることが抑えられ、銀粒子が不規則な形状とならず、流
動性を低下させることがない。解砕する際の力は、小さい振動、例えば銀粒子をジャイロ
シフターにて篩いにかけた際の振動程度でもよい。
【００４６】
　以上の銀粉の製造方法では、銀粒子を洗浄する際に、湿式法により得られた平均粒径が
均一な銀粒子を洗浄液としてアルカリ性溶液や水を用い、液温を３５℃以下にして洗浄を
行うことによって、洗浄時の銀粒子の分散性が維持され、乾燥時の凝集が弱くなり、生成
された凝集体を弱い力で解砕することができ、解砕性が良く、平均粒径が均一な銀粉を得
ることができる。この銀粉の製造方法は、還元析出させた銀粒子の凝集が抑えられ、洗浄
時に分散性が維持されているため、細部まで洗浄が可能となり、不純物が低減される。
【００４７】
　また、この銀粉の製造方法では、洗浄液にアルカリ性溶液や水を用い、その液温を３５
℃以下とするだけで銀粒子の凝集を抑えることができるため、凝集を抑えるための他の工
程を必要とせず、工業的規模でも容易に実施可能な方法であり、解砕性に優れた銀粉を容
易に低コストで製造することができる。
【００４８】
　更に、上述した銀粉の製造方法により得られた銀粉は、粗大な凝集体を含有していない
ため、銀ペースト中での分散性に優れており、銀ペーストとしたとき適度な粘度を付与す
ることができる。銀ペーストの粘度が高すぎても低すぎてもペーストの印刷性は好ましく
なく、適度な粘度に調整可能な銀粉とすることで、優れた印刷性を有する銀ペーストとす
ることができる。分散性が十分でない銀粉では、有機溶媒と銀粉が分離しやすく、銀ペー
ストの粘度調整が困難となる。
【００４９】
　銀ペーストの粘度について、例えばエチルセルロース含有量が３．８質量％であるエチ
ルセルロースとターピネオールの混合溶液であるビヒクル及び銀粉を、銀ペーストに対し
てビヒクル８７．４質量％及び銀粉１２．６質量％となるよう混練して得た一般的なペー
ストの場合には、コーンプレート型粘度計で測定したせん断速度が０．５（１／ｓｅｃ）



(8) JP 5768553 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

におけるペースト粘度は１２０～２５０Ｐａ・ｓが好ましく、１２０～２００Ｐａ・ｓが
更に好ましい。また、せん断速度が１．０（１／ｓｅｃ）における粘度では、８０～１５
０Ｐａ・ｓが好ましい。更に、２．０（１／ｓｅｃ）における粘度は、７０～１４０Ｐａ
・ｓが好ましく、７０～９０Ｐａ・ｓが更に好ましい。
【００５０】
　上記した好ましい粘度に比べて、銀ペーストの粘度が低くなる銀粉では、銀ペーストの
印刷により形成された配線等に滲みや垂れなどが生じ、その形状を維持できなくなる場合
がある。逆に、粘度が高くなる銀粉の場合は、ペーストの印刷が困難となることがある。
【００５１】
　なお、銀粉のペースト化については、公知の方法を用いることができる。使用するビヒ
クルとしては、アルコール系、エーテル系、エステル系などの溶剤に、各種セルロース、
フェノール樹脂、アクリル樹脂などを溶解したものを用いることができる。
【００５２】
　また、銀ペーストに用いる銀粉の平均粒径は、０．３μｍ～１．５μｍの範囲が好まし
く、タップ密度は２．５ｇ／ｍｌ以上であることが好ましい。なお、平均粒径については
、走査型電子顕微鏡による１３０００倍の観察において４００個の粒子を測定して、個数
平均することにより求めることができる。また、タップ密度については、ＪＩＳ　Ｚ　２
５１２に準拠した方法により求めることができる。
【００５３】
　銀粉の平均粒径が０．３μｍ未満では、ペーストの粘度が高くなり過ぎて配線の形成が
困難となる。銀粉の平均粒径が１．５μｍを超える場合では、微細な配線の形成が困難に
なる。
【００５４】
　また、タップ密度が２．５ｇ／ｍｌ未満では、必要な量の銀粉を配合した場合、ペース
トの粘度が高くなり過ぎて配線の形成が困難になる。なお、タップ密度は、高いほどよい
が、上限は７．０ｇ／ｍｌ程度である。
【００５５】
　上述した銀粉の製造方法では、洗浄及び乾燥の際の凝集が抑えられているため、得られ
た銀粉の平均粒径が大きくなり過ぎず、銀粉の平均粒径を０．３μｍ～１．５μｍの範囲
とすることができる。また、上述した銀粉の製造方法では、平均粒径が０．３μｍ～１．
５μｍの範囲の銀粉が得られるため、タップ密度を２．５ｇ／ｍｌ以上とすることができ
る。
【００５６】
　したがって、上述した銀粉の製造方法により得られた銀粉を含有する銀ペーストでは、
銀ペースト中における分散性が良く、均一に分散するため、導電性が良いものが得られる
。
【実施例】
【００５７】
　以下、本発明を適用した具体的な実施例について説明するが、本発明は、これらの実施
例に限定されるものではない。
【００５８】
　＜実施例１＞
　実施例１では、３８℃の温浴中で液温３６℃に保持した２５％アンモニア水３６Ｌに、
塩化銀２７８６ｇ（住友金属鉱山（株）製、純度９９.９９９９％）を撹拌しながら投入
して、銀錯体溶液を作製した。消泡剤（（株）アデカ製、アデカノールＬＧ－１２６）を
体積比で１００倍に希釈し、この消泡剤希釈液２４.４ｍＬを上記銀錯体溶液に添加し、
得られた銀錯体溶液を温浴中で３６℃に保持した。
【００５９】
　一方、還元剤のアスコルビン酸１３１８ｇ（関東化学（株）製、試薬）を、３６℃の純
水１４Ｌに溶解して還元剤溶液とした。次に、水溶性高分子のポリビニルアルコール３３
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８ｇ（（株）クラレ製、ＰＶＡ２０５）を分取し、３６℃の純水５６０ｍｌに溶解した溶
液を還元剤溶液に混合した。なお、ポリビニルアルコールの濃度は、銀錯体溶液中に含有
される銀に対して１８．０質量％である。
【００６０】
　チューブポンプを用いて、銀錯体溶液と還元剤溶液を、それぞれ２．７Ｌ／ｍｉｎ及び
０．９Ｌ／ｍｉｎの流量でガラス製の混合部に送液して銀錯体を還元した。この時の還元
速度は銀量で１２６．５ｇ／ｍｉｎである。また、銀の供給速度に対する還元剤の供給速
度の比は１．４とした。尚、ガラス製の混合部で混合された銀粒子を含むスラリーは、内
径φ１２ｍｍ、長さ１０ｍのブレードホースを通した後に受け槽内に受け入れ、受け入れ
終了後も受槽内での撹拌を６０分継続した。撹拌終了後の銀粒子スラリーを、フィルター
プレスを使用して濾過し、銀粒子を固液分離した。
【００６１】
　引き続き、回収した銀粒子が乾燥する前に、銀粒子を１０℃に保持した０．２質量％の
水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）水溶液２３Ｌ中に投入し、１５分間撹拌して洗浄した後、
のフィルタープレスで濾過して回収した。
【００６２】
　前述した水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）水溶液中での洗浄操作を合計３回実施した後、
回収した乾燥前の銀粒子と、表面処理剤として市販のカチオン系界面活性剤であるポリオ
キシエチレン付加４級アンモニウム塩０．７５ｇ（クローダジャパン（株）製、商品名　
シラソル、銀粒子に対して０．０４質量％）及び分散剤であるステアリン酸エマルジョン
１４．０８ｇ（中京油脂（株）製、セロゾール９２０、銀粒子に対して０．７５質量％）
とを、１０℃に保持した０．２質量％の水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）水溶液２３Ｌ中に
投入し、撹拌して表面処理した後、濾過により固液分離した。
【００６３】
　固液分離した銀粒子を、１０℃に保持した２３Ｌの純水中に投入し、撹拌及び濾過した
後、銀粒子をステンレスパッドに移し、真空乾燥機にて６０℃で１２時間乾燥して銀粉を
得た。
【００６４】
　表１に示すように、真空乾燥器にて乾燥した銀粉１５００ｇを、目開き７７μｍの篩網
を設置したジャイロシフター（徳寿工作所製、ＧＳ－Ａ１Ｐ）に投入し、１分間運転した
結果、１３６５ｇの銀粉が篩を通過した。更にジャイロシフターを４分間運転して運転時
間を合計５分間とした結果、１４７１ｇの銀粉が篩を通過した。１分間後の回収率は、９
１．０％であり、５分後の回収率は、９８．１％となった。平均粒径は、走査電子顕微鏡
で銀粉を観察して得られた画像において銀粒子（外見上の幾何学的形態から判断される単
位粒子）を３００点以上測長した値の平均を用いた。
【００６５】
　＜実施例２＞
　実施例２では、洗浄に使用するアルカリ水溶液と純水の液温のみを２０℃としたこと以
外は、実施例１と同様にして銀粉を製造した。得られた銀粉１５００ｇを、目開き７７μ
ｍの篩網を設置したジャイロシフター（徳寿工作所製、ＧＳ－Ａ１Ｐ）に投入し、１分間
運転した結果、１３２０ｇの銀粉が篩を通過した。更にジャイロシフターを４分間運転し
て運転時間を合計５分間とした結果、１４４６ｇの銀粉が篩を通過した。１分間後の回収
率は、８８．０％であり、５分後の回収率は、９６．４％となった。
【００６６】
　＜実施例３＞
　実施例３では、洗浄に使用するアルカリ水溶液と純水の液温のみを３５℃としたこと以
外は、実施例１、２と同様にして銀粉を製造した。得られた銀粉１５００ｇを、目開き７
７μｍの篩網を設置したジャイロシフター（徳寿工作所製、ＧＳ－Ａ１Ｐ）に投入し、１
分間運転した結果、１２２１ｇの銀粉が篩を通過した。更にジャイロシフターを４分間運
転して運転時間を合計５分間とした結果、１３５３ｇの銀粉が篩を通過した。１分間後の
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回収率は、８１．４％であり、５分後の回収率は、９０．２％となった。
【００６７】
　＜実施例４＞
　実施例４では、ポリビニルアルコール３８ｇを分取し、純水に溶解した溶液を還元剤溶
液に混合したこと以外は、実施例１と同様にして銀粉を製造した。なお、ポリビニルアル
コールの濃度は、銀錯体溶液中に含有される銀に対して２．０質量％である。得られた銀
粉１５００ｇを、目開き７７μｍの篩網を設置したジャイロシフター（徳寿工作所製、Ｇ
Ｓ－Ａ１Ｐ）に投入し、１分間運転した結果、１３５８ｇの銀粉が篩を通過した。更にジ
ャイロシフターを４分間運転して運転時間を合計５分間とした結果、１４６０ｇの銀粉が
篩を通過した。１分間後の回収率は、９０．５％であり、５分後の回収率は、９７．３％
となった。
【００６８】
　＜実施例５＞
　実施例５では、還元後固液分離した銀粒子を、ポリオキシエチレン付加４級アンモニウ
ム塩及びステアリン酸エマルジョンとともに純水２３Ｌ中に投入し、撹拌して表面処理し
た後、水酸化ナトリウム水溶液による洗浄を行ったこと以外は、実施例１と同様にして銀
粉を製造した。得られた銀粉１５００ｇを、目開き７７μｍの篩網を設置したジャイロシ
フター（徳寿工作所製、ＧＳ－Ａ１Ｐ）に投入し、１分間運転した結果、１３７６ｇの銀
粉が篩を通過した。更にジャイロシフターを４分間運転して運転時間を合計５分間とした
結果、１４７８ｇの銀粉が篩を通過した。１分間後の回収率は、９１．７％であり、５分
後の回収率は、９８．５％となった。
【００６９】
　＜比較例１＞
　比較例１では、洗浄に使用するアルカリ水溶液と純水の液温のみを４０℃としたこと以
外は、実施例と同様にして銀粉を製造した。得られた銀粉１５００ｇを、目開き７７μｍ
の篩網を設置したジャイロシフター（徳寿工作所製、ＧＳ－Ａ１Ｐ）に投入し、１分間運
転した結果、９７５ｇの銀粉が篩を通過した。更にジャイロシフターを４分間運転して運
転時間を合計５分間とした結果、１０６５ｇの銀粉が篩を通過した。１分間後の回収率は
、６５．０％であり、５分後の回収率は、７１．０％となった。
【００７０】
【表１】

【００７１】
　表１に示す結果から、実施例では、１分後、及び５分後であっても回収率が比較例１に
比べて高かった。これは、実施例では、銀粒子を洗浄する際に、洗浄液にアルカリ性溶液
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の水酸化ナトリウム水溶液を用い、液温３５℃以下で洗浄を行ったことにより、洗浄及び
乾燥の際の凝集が抑制され、凝集した銀粒子がほとんどなく、凝集体で存在していても、
ジャイロシフターにて篩いにかけた際に生じる振動で解砕されたためといえる。
【００７２】
　一方、比較例１では、銀粒子を洗浄する際に、洗浄液の液温を４０℃としていることか
ら、銀粒子の凝集が生じ、硬い凝集体が多くなり、ある程度の解砕力で解砕をしなければ
ならず、ジャイロシフターによる振動では解砕されなかった。
【００７３】
　以上より、銀粒子を洗浄する際にアルカリ性溶液や水の液温を３５℃以下の低温とする
ことで、洗浄時の銀粒子の分散性が維持できるため、乾燥する際に銀粒子の凝集が弱くな
り、解砕する場合には銀粒子にダメージを与えないように弱い力で解砕することが可能と
なることがわかる。
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