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(57)【 要 約 】
【課題】

プラズマディスプレイパネル用電極基板等の電極パターンを印刷法によっ

て形成するのに適した、印刷特性に優れた導電性インキペーストを提供する。
【解決手段】

焼成により除去可能な樹脂分と、銀粉体と、を含む導電性インキペー

ストにおいて、銀粉末として、比表面積が１．５〜４ｍ

２

／ｇであるものを使用し、その

含有割合を全体の７０〜９０重量％とする。かかる導電性インキペーストは、２３℃でせ
ん断速度が１ｓ

‑1

であるときの粘度η１ と、２３℃でせん断速度が１２ｓ

‑1

であるときの

粘度η1 2 との比η１ ／η1 2 が、下記式（１）で表される範囲を満たす。
４≦η１ ／η1 2 ≦８
【効果】

…（１）

導電性インキペーストのチキソトロピー性を、シリコーンブランケットを

用いた凹版オフセット印刷法による電極パターンの印刷形成に適した状態とすることがで
きる。
【選択図】

なし

10

(2)

JP 2005‑263859 A 2005.9.29

【特許請求の範囲】
【請求項１】
焼成により除去可能な樹脂分と、比表面積が１．５〜４ｍ

２

／ｇである銀粉体と、ガラ

スフリットとを含み、かつ、当該銀粉末の含有割合が全体の７０〜９０重量％であること
を特徴とする導電性インキペースト。
【請求項２】
２３℃でせん断速度が１ｓ

‑ 1

であるときの粘度η１ と、２３℃でせん断速度が１２ｓ

‑ 1

であるときの粘度η12との比η１ ／η12が、式（１）：
４≦η１ ／η12≦８

…（１）

で表される請求項１記載の導電性インキペースト。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は導電性インキペーストに関し、より詳しくは、フラットディスプレイパネル用
電極基板の電極パターンを印刷法によって形成するのに好適な導電性インキペーストに関
する。
【背景技術】
【０００２】
近年の表示デバイスには、ブラウン管に代えて、いわゆるフラットパネルディスプレイ
（ＦＰＤ）が採用されている。ＦＰＤには液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、有機ＥＬディス
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プレイ、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）等の種々のタイプが知られており、なか
でもＰＤＰは構造がシンプルで大型化が容易であることから、家庭用大型テレビ等での需
要が見込まれている。
【０００３】
ＰＤＰ等の制御部に用いられる電極基板には、極めて微細な電極パターンを高い精度で
形成する必要がある。そこで、従来、その製造にはフォトリソグラフィー技術が採用され
ているが、フォトリソグラフィーによる電極パターンの製造プロセスが複雑であること、
電極パターンの形成材料の多くが露光や現像処理によって無駄になること、露光や現像の
設備が高価であることなどの理由により、電極基板の製造コストが極めて高くなるという
問題がある。さらに、フォトリソグラフィー法では現像処理時に有害な廃液が多量に生じ
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ることから、処理コストや環境上の問題もある。しかも、露光・現像装置の大型化がコス
ト的に極めて不利であることから、ディスプレイの大型化への対応が困難である。
【０００４】
そこで近年、フォトリソグラフィー法に代わる電極パターンの形成方法として印刷法が
注目されている。印刷法によれば、導電性材料を含有するインキパターンを必要な部分に
のみ印刷形成した後、インキ中のバインダ樹脂等を焼成、除去することによって電極パタ
ーンが得られることから、電極パターンの形成材料の無駄を省いで、製造コストを削減す
ることができる。しかも、印刷法によれば、電極基板の大型化への対応が容易となる。
【０００５】
印刷法には種々の方式が知られているが、ＰＤＰ等の電極基板に求められる極めて微細
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な電極パターンを印刷法によって高い精度で形成するには、凹版オフセット印刷法を採用
するのが好ましい。凹版オフセット印刷法によれば１回の印刷処理で厚膜のパターンを形
成することができ、電極パターンの形成に際して重ね印刷が不要となって、印刷精度を高
く保つことができるからである。また、印刷用ブランケット（転写体）には、表面にシリ
コーン系エラストマーを用いた、いわゆるシリコーンブランケットを使用するのが好まし
い。シリコーンブランケットは表面エネルギーが低いことから、凹版から受理したインキ
パターンを被転写体である電極基板の基材上へと効率よく転写することができ、インキパ
ターンに断線やピンホール等の欠陥が生じるのを抑制できるからである。
【０００６】
しかしながら、微細な電極パターンを高い精度で形成するには、印刷方式と印刷用ブラ
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ンケットの選定だけでなく、電極パターンの形成材料である導電性インキペーストと、シ
リコーンブランケットとの適合性を考慮して、導電性インキペーストの印刷特性を良好な
ものとすることも重要である。
特に、導電性インキペーストは、電極パターンの導電性を高めるために金属粉末等の導
電性粉体を多量に含有しているが、この導電性粉体の特性は導電性インキペーストの印刷
特性、とりわけそのチキソトロピー性に極めて大きな影響を及ぼし得る。例えば、ＰＤＰ
の電極基板における電極パターンには電気抵抗、電気特性の安定性、コスト等の観点から
銀電極が用いられているところ、銀粉末を含有する従来のインキペーストでは、印刷用ブ
ランケットから基材（被転写体）上へのインキパターンの転写が完全に行われず、印刷用
ブランケット上にインキが残存する、いわゆるパイリングと呼ばれる現象を生じる問題が
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ある。また、インキペーストのチキソトロピー性が適切な範囲に調整されていない場合に
は、インキパターンにピンホールが生じたり、印刷形状に乱れが生じたりして、印刷精度
が低下するという問題もある。
【０００７】
なお、インキペーストのチキソトロピー性を適切な範囲に調節する方法として、インキ
ペーストに有機系のチキソトロピー性付与剤を添加する方法や（特許文献１）、シリカ等
の無機系充填剤を添加する方法が知られている。しかしながら、有機系のチキソトロピー
性付与剤にはチキソトロピー性を調整する効果が十分であるものが少なく、しかも多量に
配合することでインキペーストの粘度や粘着性等に悪影響を及ぼしてしまい、印刷された
パターンの形状が劣化するという問題が生じる。また、シリカ等の無機系充填剤はインキ
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パターンを焼成しても分解しないものであることから、電極パターン内に残存してその導
電性を低下させる原因となる。
【０００８】
従って、銀粉末を含む導電性インキペーストにおいて、有機系のチキソトロピー性付与
剤や、シリカ等の無機系充填剤を配合することなく、そのチキソトロピー性を適切な範囲
に設定して、印刷特性を良好なものとすることが求められている。
【特許文献１】特開２０００−３２７３７１号公報
【特許文献２】特開２００３−９６４４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
本発明の目的は、印刷特性に優れた導電性インキペーストを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者らは、上記課題を達成するために鋭意研究を重ねた結果、導電性インキペース
トの導電性粉体として用いられる銀粉末について、その比表面積とインキペースト中での
含有割合とをそれぞれ所定の範囲に設定したときは、インキペーストの粘度や粘着性等に
悪影響を及ぼす有機系のチキソトロピー性付与剤や、焼成処理によって除去し得ないシリ
カ等の無機系充填剤を配合しなくても、導電性インキペーストの印刷特性、とりわけその
チキソトロピー性を凹版オフセット印刷法による電極パターンの印刷形成に適した状態に

40

調節することができるという全く新たな事実を見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
すなわち、本発明に係る導電性インキペーストは、焼成により除去可能な樹脂分と、比
表面積が１．５〜４ｍ

２

／ｇである銀粉体と、ガラスフリットとを含み、かつ、当該銀粉

末の含有割合が全体の７０〜９０重量％であることを特徴とする。
本発明に係る導電性インキペーストによれば、後述する実施例および比較例の結果より
明らかなように、チキソトロピー性が大きすぎることに起因して印刷時にパイリング現象
を生じてしまうといった問題や、逆に、チキソトロピー性が小さすぎることに起因して印
刷パターンの形状が維持されず、印刷再現性が低下してしまうといった問題が生じるのを
十分に抑制することができる。それゆえ、本発明に係る導電性インキペーストを用いるこ
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とにより、印刷精度、パターン形状、パターンの再現性等に優れたパターン形成が実現可
能になり、ＰＤＰの電極基板等に求められる極めて微細な電極パターンを極めて高い精度
でもって形成することができる。かかる導電性インキペーストは、フラットパネルディス
プレイ（ＦＰＤ）の電極基板における電極パターンの形成材料として好適である。
【００１２】
なお、特許文献２には、蛍光体粉末の比表面積等を調節して、インキペーストのチキソ
トロピー性を調整する技術が開示されている。しかしながら、同文献に記載のインキペー
ストは、銀粉末等の導電性粉体を多量に含有してなる、いわゆる導電性インキペーストで
はなく、その性状は、導電性インキペーストとは大きく異なるものである。
本発明に係る導電性インキペーストにおいて、樹脂分には、前述のように、「焼成によ
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り除去可能」であるものが用いられる。ここで、「焼成により除去可能」であるとは、導
電性インキペーストを用いて印刷形成されたパターンを焼成し、銀からなる導電性パター
ンとした場合に、その焼成条件（ＦＰＤ用電極パターンの場合、通常、５５０〜６００℃
で３０〜６０分）で完全に焼成、分解して、導電性パターン中に樹脂分の残渣がほとんど
存在しない状態とすることができることをいう。
【００１３】
本発明に係る導電性インキペーストでは、導電性粉体として比表面積が上記範囲を満た
す銀粉末を使用しており、しかもその含有割合を上記範囲にて設定していることから、２
３℃でせん断速度が１ｓ

‑ 1

であるときの粘度η１ と、２３℃でせん断速度が１２ｓ

‑ 1

であ

るときの粘度η12との比η１ ／η12が、式（１）：
４≦η１ ／η12≦８
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…（１）

で表される範囲を満たすこととなる。
【００１４】
本発明において、導電性インキペーストの粘度η（２３℃，１ｓ
，１２ｓ

‑ 1

‑ 1

）およびη（２３℃

）は、コーンプレート型平行板粘度計（ソリキッドメーター）で測定したもの

である。コーンのテーパ角は約５°であった。なお、本発明においては、便宜上、η（２
３℃，１ｓ

‑ 1

）をη１ と、η（２３℃，１２ｓ

‑ 1

）をη12として示している。また、「せ

ん断速度」は「ずり速度」と同義である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
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以下、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
（導電性粉体）
本発明に係る導電性インキペーストにおいて、導電性粉体には、インキペーストの粘度
に及ぼす影響、粉体自体の導電性、耐酸化性（高絶縁性酸化物を生成し難いこと）、コス
ト等の観点から、銀粉末が用いられる。
【００１６】
本発明においては、前述のように、比表面積の下限が１．５ｍ

２

／ｇで、上限が４ｍ

２

／ｇである銀粉末が用いられる。銀粉末の比表面積が上記範囲を下回ると、導電性インキ
ペーストに十分なチキソトロピー性を付与することができなくなることから、インキパタ
ーンの印刷形状が劣化したり、印刷再現性が低下したりする事態を招く原因となる。逆に
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、銀粉末の比表面積が上記範囲を超えると、銀粉末同士の凝集力が強くなりすぎることか
ら、導電性インキペースト中で銀粉末を均一に分散させることが困難になる。
【００１７】
銀粉末の比表面積の下限は１．６ｍ

２

／ｇとするのが好ましく、１．８ｍ

のがより好ましい。一方、銀粉末の比表面積の上限は３．５ｍ
、３ｍ

２

２

２

／ｇとする

／ｇとするのが好ましく

／ｇとするのがより好ましい。

上記銀粉末の平均粒径については特に限定されるものではないが、０．１〜１μｍとな
るように設定するのが好ましい。銀粉末の平均粒径が０．１μｍを下回ると導電性インキ
ペースト中での分散性が低下するおそれがある。逆に、銀粉末の平均粒径が１μｍを超え
ると、その比表面積を上記範囲内で設定するのが困難になるおそれがある。
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【００１８】
銀粉末の形状は特に限定されるものではないが、銀粉末の充填を最密化させるという観
点からは、鱗片状のものと球状のものとを混合して用いることも有効である。なお、導電
性インキペースト中での銀粉末の充填密度は、当該インキからなるパターンを焼成して電
極パターンとしたときの体積変化を極力少なくし、かつ、電極パターンにおける導電性粉
体の含有割合をできる限り多くするという観点から、インキの印刷特性を損なうことのな
い範囲において、できるだけ高くすることが望まれる。
【００１９】
本発明に係る導電性インキペーストにおいて、銀粉末の含有割合は、前述のように導電
性インキペースと全体の７０〜９０重量％となるように設定される。銀粉末の含有割合が
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上記範囲を下回ると、導電性インキペーストに十分なチキソトロピー性を付与することが
できなくなることから、インキパターンの印刷形状（パターン形状）の劣化や、印刷再現
性の低下といった印刷特性の低下を招く原因となる。また、銀粉末の含有割合が低くなる
ことで、導電性インキペースト中でのガラスフリット等の絶縁性成分の含有割合が相対的
に増大することから、電極パターンに十分な導電性を付与することができなくなる。さら
に、インキパターンの焼成に伴うパターンの線幅や厚みの変動幅が大きくなることから、
電極パターンの形状の劣化やパターン再現性の低下を招く原因となる。逆に、銀粉末の含
有割合が上記範囲を超えると、導電性インキペーストの粘度が高くなりすぎて印刷特性が
低下する。また、導電性インキペースト中でのガラスフリットやバインダ樹脂の含有割合
が相対的に減少することから、インキパターンを焼成した後の機械的強度が低下する、被
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印刷体との接着性が低下する、といった事態を招く原因となる。
【００２０】
銀粉末の含有割合の下限は７５重量％とするのが好ましく、７８重量％とするのがより
好ましい。一方、銀粉末の含有割合の上限は８５重量％とするのが好ましく、８３重量％
とするのがより好ましい。
本発明に係る導電性インキペーストおいて、２３℃でせん断速度が１ｓ
粘度η１ と、２３℃でせん断速度が１２ｓ

‑ 1

‑ 1

であるときの

であるときの粘度η12との比η１ ／η12は、

前述のように、４〜８の範囲で設定される。比η１ ／η12の下限は４．５とするのが好ま
しく、５とするのがより好ましい。一方、比η１ ／η12の上限は７．８とするのが好まし
く、７．５とするのがより好ましい。
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【００２１】
上記比η１ ／η12は、導電性インキペーストのチキソトロピー性を示す指標である。導
電性インキペーストのチキソトロピー性を示す比η１ ／η12の値が上記式（１）で表され
る範囲を満たす場合には、その印刷適性が極めて良好なものとなり、インキパターンの形
成に際して、その印刷形状、パターン再現性等を極めて優れたものとすることができる。
本発明において特に限定されるものではないが、導電性インキペーストの粘度は、２３
℃でせん断速度が１ｓ

‑ 1

であるときの粘度η１ が２００〜３２００Ｐ（ポアズ）であるの

が好ましく、２３℃でせん断速度が１２ｓ

‑ 1

であるときの粘度η12が５０〜４００Ｐであ

るのが好ましい。例えば本発明の導電性インキペーストを用いてオフセット印刷法により
導電性パターンを印刷形成する場合において、η１ が上記範囲を下回ると、印刷版（特に
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、凸版または平板）、印刷用ブランケット（転写体）、被転写体等の表面でインキペース
トの形状を保持することが困難になって、印刷再現性の低下を招くおそれがある。逆に、
η１ が上記範囲を超えると、印刷版にインキペーストを供給しにくくなる（例えば、ドク
タリング性が低下する）おそれがある。また、η12が上記範囲を下回ると、印刷版から印
刷用ブランケットへ、または印刷用ブランケットから被転写体へのインキペーストの転移
時にインキペーストが垂れ易くなって、印刷再現性の低下等を招くおそれがある。逆に、
η１ が上記範囲を超えると、上記転移時にインキペーストが転移しにくくなって、印刷再
現性の低下や、インキパターンの断線、ピンホール等の発生を招くおそれがある。
【００２２】
（樹脂分）
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本発明に係る導電性インキペーストに用いられる樹脂分としては、当該インキからなる
パターンを焼成することによって除去可能なものであるほかは特に限定されるものではな
く、熱硬化型樹脂、紫外線硬化型樹脂、熱可塑性樹脂等の種々の樹脂から適宜選択するこ
とが可能である。熱硬化型の樹脂としては、例えばポリエステル−メラミン樹脂、メラミ
ン樹脂、エポキシ−メラミン樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、熱硬化型アクリル
樹脂等が挙げられる。紫外線硬化型の樹脂としては、例えばアクリル樹脂等が挙げられる
。熱可塑性樹脂としては、例えばポリエステル樹脂、ブチラール樹脂〔ポリビニルブチラ
ール（ＰＶＢ）〕、エチルセルロース（ＥＣ）等のセルロース樹脂、アクリル樹脂等が挙
げられる。これらの樹脂はいずれも、１種を単独で使用するほか、２種以上を混合して使
用することもできる。焼成後の電極パターンに非導電性の樹脂分（またはその残渣）が残

10

存するのを防止するという観点からは、上記例示の樹脂のなかでも特にアクリル樹脂、セ
ルロース樹脂およびブチラール樹脂の少なくとも１種を用いるのが好ましい。
【００２３】
本発明において、導電性インキペースト中での樹脂分の含有割合は特に限定されるもの
ではないが、２〜１０重量％の範囲で設定するのが好ましい。樹脂分の含有割合が２重量
％を下回ると、インキの印刷特性が低下して、印刷形状の良好なパターンを形成できなく
なるおそれがある。逆に、樹脂分の含有割合が１０重量％を超えると、インキパターンの
焼成に伴う膜厚の変化が大きくなりすぎて、印刷形状の良好なパターンを形成できなくな
るおそれがある。樹脂分の含有割合の下限値は３重量％であるのが好ましく、４重量％で
あるのがより好ましい。一方、樹脂分の含有割合の上限値は９重量％であるのが好ましく
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、８重量％であるのがより好ましい。
【００２４】
（ガラスフリット）
本発明に係る導電性インキペーストには、ＦＰＤの電極パターンの形成に用いられる従
来公知の導電性インキペーストと同様に、ガラスフリットが添加される。ガラスフリット
は、導電性インキペーストからなるパターンを焼成した後で、被印刷体である電極基板の
基材と、導電性粉体とを密着させ得るものであればよく、本発明においては従来公知の種
々のガラスフリットを採用することができる。
【００２５】
本発明において、導電性インキペースト中でのガラスフリットの含有割合は特に限定さ
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れるものではないが、２〜１０重量％の範囲で設定するのが好ましい。ガラスフリットの
含有割合が２重量％を下回ると、焼成後の電極パターンと電極基板との接着性が不十分に
なるおそれがある。逆に、ガラスフリットの含有割合が１０重量％を超えると、インキ中
での樹脂分や導電性粉体の含有割合が相対的に減少することになって、焼成後の電極パタ
ーンの機械的強度が低下する、電極パターンの導電性が低下する、といった問題が生じる
おそれがある。さらに、ガラスフリットの含有割合が上記範囲を超えると、導電性インキ
ペーストのチキソトロピー性が高くなりすぎるという問題を生じるおそれがある。ガラス
フリットの含有割合の下限値は２．５重量％であるのが好ましく、３重量％であるのがよ
り好ましい。一方、ガラスフリットの含有割合の上限値は８重量％であるのが好ましく、
７重量％であるのがより好ましい。
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【００２６】
本発明に用いられるガラスフリットの粒径や形状については特に限定されるものではな
いが、例えばその中心粒径（Ｄ50）については、導電性インキペーストのチキソトロピー
性に及ぼす影響やインキペースト中での分散性等を考慮して、０．１〜５μｍの範囲に設
定するのが好ましく、０．２〜３μｍの範囲に設定するのがより好ましい。
焼成後の電極パターンと電極基板との密着性と、電極パターンの導電性とをより一層優
れたものとするためには、種々のガラスフリットのなかでも特に、樹脂分の軟化温度で軟
化・溶融せず、かつ上記導電性粉体の融点以下の温度で軟化・溶融するものを使用するの
が好ましい。ガラスフリットの軟化・溶融温度が樹脂分の軟化温度よりも低い場合は、イ
ンキパターンの焼成によって樹脂成分が完全に分解、揮発して除去される前にガラスフリ
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ットが融着するため、焼成後の電極パターンのガラスフリット分に空隙を生じ易くなるか
らである。逆に、ガラスフリットの軟化・溶融温度が導電性粉体の融点よりも高い場合は
、インキパターンの焼成温度を高く設定する必要が生じることから、製造コスト上不利で
あり、電極基板が熱変形するといった問題を招くおそれもあるからである。一般に、ガラ
スフリットの軟化・溶融温度は４００〜６００℃程度に設定するのが適当である。
【００２７】
また、インキパターンの焼成によって電極基板に悪影響を及ぼすことがないようにする
ためには、ガラスフリットとして酸化アルカリを含まないモノを使用すること、具体的に
はＺｎＯ系ガラス、Ｂ２ Ｏ３ −アルカリ土類金属酸化物系ガラス等を使用することが好ま
しい。

10

（分散媒）
本発明に係る導電性インキペーストに用いられる分散媒としては、銀粉末と、樹脂分と
、ガラスフリットとを均一に溶解または分散させることができ、かつ、導電性インキペー
ストの粘度を印刷特性が良好なものとなるように調整し得るものであればよい。
【００２８】
具体的に、本発明において分散媒として使用することのできる溶剤としては、例えば、
アルコール類やアルキルエーテル類が挙げられる。このうち、アルコール類としては、式
：ＣｎＨ2n+1ＯＨで表される高級アルコール（ｎが６以上で、常温で液体のもの。）、よ
り具体的には、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、ペンタデカノール、ステアリルア
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ルコール、セリルアルコール、シクロヘキサノール、テルピネオール等を用いるのが好ま
しい。また、アルキルエーテル類としては、例えばエチレングリコール、ジエチレングリ
コール、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（ＢＣＡ）等が挙げられる。
【００２９】
その他の分散媒としては、例えば酢酸エチル、酢酸イソプロピル、酢酸−ｎ−ブチル、
トルエン、キシレン、アセトン、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、メチルイソブチルケト
ン（ＭＩＢＫ）、シクロヘキサノン、イソホロン等が挙げられる。本発明においては、上
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記例示の溶剤のなかでも、印刷用ブランケットを膨潤させにくいという観点から、上記ア
ルコール類または上記アルキルエーテル類を分散媒として用いるのが好ましい。
【００３０】
本発明において、導電性インキペースト中での分散媒の含有割合は、インキペーストの
印刷特性に応じて設定されるものであって、特に限定されるものではないが、５〜２０重
量％の範囲で設定するのが好ましい。分散媒の含有割合が５重量％を下回り、または２０
重量％を超えると、インキの粘性や印刷特性を良好なものとすることができなくなるおそ
れがある。分散媒の含有割合の下限値は７重量％であるのが好ましく、８重量％であるの
がより好ましい。一方、分散媒の含有割合の上限値は１８重量％であるのが好ましく、１
５重量％であるのがより好ましい。
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【００３１】
（導電性インキペーストの調製方法）
本発明に係る導電性インキペーストは、前述の導電性粉体、樹脂分、ガラスフリットお
よびこれらの分散媒を混合し、３本ロール、ボールミル、アトライター、サンドミル等で
攪拌、混合することによって調製される。インキを形成する各成分を攪拌、混合する際の
処理条件については特に限定されるものではなく、常法に従って処理すればよい。
【００３２】
（インキパターンの焼成）
本発明に係る導電背インキペーストを用いて電極パターンを形成する場合において、基
材上に印刷形成されたインキパターンは、４５０〜６５０℃で、好ましくは５００〜６０
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０℃に加熱して焼成すればよい。この焼成処理によって、導電性インキ組成物中の溶剤が
蒸発し、さらにバインダ樹脂が熱分解により消失する。
【００３３】
焼成後のパターン、すなわち電極パターンの厚みは、ＦＰＤの種類、画素サイズ等に応
じて設定されるものであって特に限定されるものではないが、通常３〜１５μｍ、好まし
くは５〜１０μｍとなるように設定される。焼成後の厚みが前記範囲を下回るパターンに
ついては断線が発生し易く、電極パターンの導電性も十分でなくなるおそれがある。逆に
、パターンの厚みが前記範囲を超えると、電極材料が無駄となって製造コストが上昇した
り、電極パターン表面の平坦性が低下したりするおそれがある。
【実施例】

10

【００３４】
次に、ＰＤＰ電極基板（前面板）の凹版オフセット印刷による製造例を挙げて、本発明
に係る導電性インキペーストについて説明する。
〔導電性インキペーストの調製およびＰＤＰ電極基板の製造〕
（実施例１）
（ｉ）導電性インキペーストの調製
導電性粉体には、比表面積が２．０７ｍ

２

／ｇ、平均粒径が０．４２μｍである球形状

の銀粉末を使用した。バインダ樹脂（樹脂分）には重量平均分子量＜Ｍｗ＞が７万 、軟
化温度が１００℃ であるアクリル樹脂を使用し、ガラスフリットには平均粒径が５μｍ
、溶融温度が３５０℃ である酸化ビスマス系フリットを使用した。これらの成分の分散
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媒（溶剤）には酢酸ブチルカルビトールを使用した。
【００３５】
上記アクリル樹脂１００重量部（導電性インキペーストの総量（１１１０重量部）に対
して約９．０重量％）と、上記銀粉末８００重量部（約７２重量％）と、上記ガラスフリ
ット３０重量部（約２．７重量％）と、上記分散媒１８０重量部（約１６重量％）とを混
合し、これを３本ロールで混練することによって、導電性インキペースト（ＰＤＰ前面基
板の電極パターン形成用インキ）を調製した。
【００３６】
こうして得られた導電性インキペーストは、２３℃でせん断速度が１ｓ
粘度η１ が２９３Ｐ、２３℃でせん断速度が１２ｓ

‑ 1

‑ 1

であるときの

であるときの粘度η12が６０．９Ｐ
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であって、両者の比η１ ／η12は４．８１であった。
（ ii） 電 極 パ タ ー ン の 印 刷 形 成
上記（ｉ）で得られた導電性インキペーストを凹版オフセット印刷によって電極基板（
前面板）の基材上に印刷し、こうして基材上に形成されたインキパターンを焼成すること
によってＰＤＰ電極基板用の電極パターンを得た。
【００３７】
導電性インキペーストを用いた印刷において、凹版には金属製のものを使用した。印刷
パターンは、線幅２０μｍ、線間隔３６０μｍのストライプパターンとした。印刷用ブラ
ンケットには、厚さ３００μｍ、硬さ（ＪＩＳ

Ａ）４０の常温硬化型シリコーンゴム（

付加型）からなる層を表面に備えるシリコーンブランケットを使用した。このシリコーン
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ブランケットの表面粗さは、十点平均粗さで０．１μｍであった。電極基板の基材には、
厚さ２．８ｍｍ、対角４２インチのガラス基板〔旭ガラス（株）製の「ＰＤ２００」〕を
使用した。印刷は、凹版−シリコーンブランケット間のインキの転移速度を５０ｍｍ／ｓ
、シリコーンブランケット−ガラス基板間のインキの転写速度を１００ｍｍ／ｓとして、
ガラス基板１０枚分を連続して印刷した。
【００３８】
（実施例２〜３、比較例１〜２）
銀粉末と溶剤の配合量（含有割合）を変えた以外は、実施例１の「（ｉ）導電性インキ
ペーストの調製」と同様にして、導電性インキペーストを得た。各実施例および比較例で
の銀粉末の配合量（重量部）、導電性インキペーストの総量（重量部）、ならびに、導電
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性インキペーストの総量に対する銀粉末の含有割合（重量％）は、次のとおりである。
比較例１：６００重量部、総量９２０重量部、約６５重量％
実施例２：１４００重量部、総量１６９０重量部、約８３重量％
実施例３：２０００重量部、総量２２７０重量部、約８８重量％
比較例２：２５００重量部、総量２６３０重量部、約９５重量％
次 い で 、 こ の 導 電 性 イ ン キ ペ ー ス ト を 用 い た ほ か は 、 実 施 例 １ の 「 （ ii） 電 極 パ タ ー ン
の形成」と同様にして、ＰＤＰ電極基板用の電極パターンを形成した。
【００３９】
〔物性評価〕
（パイリングの有無）

10

実施例１〜３および比較例１〜２において、導電性インキペーストをＰＤＰ電極基板用
の基材上に印刷形成した後、シリコーンブランケットの表面においてインキペーストの残
存する、いわゆるパイリング現象が生じているか否かを目視で確認した。目視観察の結果
、パイリング現象の有無およびその程度を下記の基準で評価した。
Ａ：シリコーンブランケットの表面にインキペーストは全く残っていなかった。
Ｂ：ブランケット表面でのインキペーストの残存が、わずかであるものの観察された。
Ｃ：ブランケット表面でのインキペーストの残存が顕著に観察された。
【００４０】
（印刷形状）
実施例１〜３および比較例１〜２において、導電性インキペーストを印刷して、基材上

20

に形成されたインキパターンの形状を顕微鏡で観察して、下記の基準で印刷形状の良否を
評価した。
Ａ：印刷パターンのライン形状やエッジ形状に乱れは全く観察されなかった。
Ｂ：ライン形状やエッジ形状の乱れが、わずかであるものの観察された。
Ｃ：ライン形状やエッジ形状の乱れが顕著に観察された。
【００４１】
以上の結果を表１に示す。
【００４２】
【表１】
30

40

【００４３】
表１より明らかなように、銀粉体として比表面積が１．５〜４ｍ

２

／ｇの範囲にあるも
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のを使用し、導電性インキペースト中でのその含有割合を７０〜９０重量％に調整した場
合には、粘度の比η１ ／η12を４〜８の範囲に設定できることがわかった。さらにその結
果として、かかる導電性インキペーストを使用して、シリコーンブランケットを用いた凹
版オフセット印刷法によって電極パターンを形成した場合には、パイリングの発生や印刷
形状の乱れの発生を防止することができ、パターン形状やパターンの再現性に優れた電極
パターンの形成を実現できることがわかった。
【００４４】
〔導電性インキペーストの調製およびＰＤＰ電極基板の製造〕
（実施例４〜５および比較例３〜４）
比表面積や平均粒径が異なる銀粉末を使用した以外は、それぞれ実施例２と同様にして

10

、導電性インキペーストを調製した。各実施例および比較例で使用した銀粉末の比表面積
、平均粒径および粒子形状は、次のとおりである。
比較例３：比表面積１．２０ｍ

２

／ｇ、平均粒径０．６７μｍ、球形状

実施例４：比表面積１．７２ｍ

２

／ｇ、平均粒径０．４２μｍ、球形状

実施例５：比表面積３．４０ｍ

２

／ｇ、平均粒径０．２９μｍ、球形状

比較例４：比表面積４．０１ｍ

２

／ｇ、平均粒径０．１５μｍ、球形状

この導電性インキペーストにおいて、銀粉末の配合量（含有割合）は１４００重量部、
導電性インキペーストの総量は１６９０重量部、導電性インキペーストの総量に対する銀
粉末の含有割合は約８３重量％であった。
【００４５】
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次 い で 、 こ の 導 電 性 イ ン キ ペ ー ス ト を 用 い た ほ か は 、 実 施 例 １ の 「 （ ii） 電 極 パ タ ー ン
の形成」と同様にして、ＰＤＰ電極基板用の電極パターンを形成した。
〔物性評価〕
実施例４〜５および比較例３〜４において、パイリング現象の有無およびその程度と、
印刷形状の乱れの有無とを、前述と同様の方法で観察して、同じ基準で評価した。
【００４６】
以上の結果を表２に示す。
【００４７】
【表２】
30

40

【００４８】
表２より明らかなように、導電性インキペースト中での銀粉体の含有割合を７０〜９０
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重量％の範囲で設定しつつ、当該銀粉末として比表面積が１．５〜４ｍ

２

／ｇの範囲にあ

るものを使用した場合には、粘度の比η１ ／η12を４〜８の範囲に設定できることがわか
った。さらにその結果として、かかる導電性インキペーストを使用して、シリコーンブラ
ンケットを用いた凹版オフセット印刷法によって電極パターンを形成した場合には、パイ
リングの発生や印刷形状の乱れの発生を防止することができ、パターン形状やパターンの
再現性に優れた電極パターンの形成を実現できることがわかった。
【００４９】
本発明は、以上の記載に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した事項の範
囲において、種々の設計変更を施すことが可能である。
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