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(57)【要約】
【課題】基材との密着性、耐折性、低反り性、はんだ耐熱性、無電解金めっき耐性、電気
絶縁性等に優れた可撓性の被膜形成に適したウレタン樹脂及びそれを含有する熱硬化性樹
脂組成物を提供し、もって比較的低コストでその硬化物からなる保護膜や絶縁層を形成し
たフレキシブルプリント配線板等を提供する。
【解決手段】ウレタン樹脂は、フェノール性ヒドロキシル基を有し、好ましくは（ａ）ポ
リイソシアネートと、（ｂ）２つ以上のアルコール性ヒドロキシル基を有する化合物と、
（ｃ）１分子中に１つのアルコール性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノール性ヒドロ
キシル基を有する化合物とを反応させることにより、末端に導入したフェノール性ヒドロ
キシル基を有する。熱硬化性樹脂組成物は、このようなフェノール性ヒドロキシル基を有
するウレタン樹脂と、熱硬化性化合物、好ましくはエポキシ樹脂とを含有する。好ましく
はさらに硬化促進剤を含有する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェノール性ヒドロキシル基を有することを特徴とするウレタン樹脂。
【請求項２】
　カルボキシル基とフェノール性ヒドロキシル基とを有することを特徴とするウレタン樹
脂。
【請求項３】
　フェノール性ヒドロキシル基を末端に有することを特徴とする請求項１又は２に記載の
ウレタン樹脂。
【請求項４】
　（ａ）ポリイソシアネートと、（ｂ）２つ以上のアルコール性ヒドロキシル基を有する
化合物と、（ｃ）１分子中に１つのアルコール性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノー
ル性ヒドロキシル基を有する化合物とを反応させて得られる、ウレタン樹脂。
【請求項５】
　（Ａ）請求項１～４のいずれか１項に記載のウレタン樹脂と、（Ｂ）熱硬化性化合物と
を含有することを特徴とする熱硬化性樹脂組成物。
【請求項６】
　前記熱硬化性化合物（Ｂ）がエポキシ樹脂であることを特徴とする請求項５に記載の熱
硬化性樹脂組成物。
【請求項７】
　さらに（Ｃ）硬化促進剤を含有することを特徴とする請求項５又は６に記載の熱硬化性
樹脂組成物。
【請求項８】
　さらに無機及び／又は有機フィラーを含有することを特徴とする請求項５～７のいずれ
か１項に記載の熱硬化性樹脂組成物。
【請求項９】
　前記請求項５～８のいずれか１項に記載の熱硬化性樹脂組成物を硬化してなる硬化物。
【請求項１０】
　前記請求項５～８のいずれか１項に記載の熱硬化性樹脂組成物の硬化物で、面の一部又
は全部が被覆されたプリント配線基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基材との密着性、耐折性、低反り性、はんだ耐熱性、無電解金めっき耐性、
電気絶縁性等に優れた可撓性の被膜形成に適したフェノール性ヒドロキシル基を有するウ
レタン樹脂及びそれを含有する熱硬化性樹脂組成物、並びにその硬化物からなる保護膜や
絶縁材料に関し、プリント配線板の製造、特にフレキシブルプリント配線板の製造やテー
プキャリアパッケージの製造に用いられるソルダーレジストや層間絶縁膜等の保護膜や絶
縁層、又は液晶ディスプレイのバックライトや情報表示用のディスプレイ等に使用される
エレクトロルミネッセントパネルの背面電極用保護膜や、携帯電話、時計、カーステレオ
等の表示パネルの保護膜、ＩＣや超ＬＳＩ封止材料などに有用である。
【背景技術】
【０００２】
　フレキシブルプリント配線板やテープキャリアパッケージの製造に用いられるソルダー
レジストとしては、カバーレイフィルムと呼ばれるポリイミドフィルムをパターンに合わ
せた金型で打ち抜いた後、接着剤を用いて貼り付けるタイプや、可撓性を有する被膜を形
成する紫外線硬化型、熱硬化型のソルダーレジストインキをスクリーン印刷により塗布す
るタイプや、可撓性を有する被膜を形成する液状フォトソルダーレジストインキのタイプ
が用いられている。
【０００３】
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　しかしながら、カバーレイフィルムでは、銅箔との追随性に問題があるため、高精度な
パターンを形成することができない。一方、紫外線硬化型ソルダーレジストインキ及び液
状フォトソルダーレジストインキでは、基材のポリイミドとの密着性が悪く、充分な可撓
性が得られない。また、ソルダーレジストインキの硬化収縮及び硬化後の冷却収縮が大き
いため反りが生じてしまい、問題となっている。
【０００４】
　また、従来の熱硬化型ソルダーレジストインキとしては、特公平５－７５０３２号（特
許文献１）に開示されているようなエポキシ樹脂と二塩基酸無水物を必須成分とするエポ
キシ樹脂系レジストインキ組成物があるが、形成される被膜に可撓性を付与するように調
整した場合、基材のポリイミドとの密着性が悪くなり、耐めっき性、ＰＣＴ耐性並びには
んだ耐熱性が低下するという問題がある。
【０００５】
　そこで、特開２００６－１１７９２２号（特許文献２）では、（Ａ）１分子中に２個以
上のカルボキシル基を有し、かつポリカーボネートジオール（ａ）とポリイソシアネート
（ｂ）との反応で形成されるウレタン結合を有するポリウレタン、及び（Ｂ）熱硬化性成
分を含む熱硬化性樹脂組成物が提案されている。熱硬化性成分としてのエポキシ樹脂と組
み合わせてこのようなカルボキシル基含有ウレタン樹脂を用いることにより、前記した従
来のソルダーレジストインキの問題点は解決できるが、はんだ耐熱性等の特性において未
だ改良すべき点が残されていた。
【特許文献１】特公平５－７５０３２号公報（特許請求の範囲）
【特許文献２】特開２００６－１１７９２２号公報（特許請求の範囲）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の目的は、前述したような従来技術の問題点を解決し、基材との密着性
、耐折性、低反り性、はんだ耐熱性、無電解金めっき耐性、電気絶縁性等に優れた可撓性
の被膜形成に適したウレタン樹脂及びそれを含有する熱硬化性樹脂組成物を提供し、もっ
て比較的低コストでその硬化物からなる保護膜や絶縁層を形成したプリント配線板、特に
フレキシブルプリント配線板や、テープキャリアパッケージ等の部品もしくは製品を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明によれば、フェノール性ヒドロキシル基を有するこ
とを特徴とするウレタン樹脂が提供される。また、カルボキシル基とフェノール性ヒドロ
キシル基とを有するウレタン樹、より好ましくはフェノール性ヒドロキシル基を末端に有
するウレタン樹脂が提供される。
　さらに好適な態様においては、（ａ）ポリイソシアネートと、（ｂ）２つ以上のアルコ
ール性ヒドロキシル基を有する化合物と、（ｃ）１分子中に１つのアルコール性ヒドロキ
シル基及び１つ以上のフェノール性ヒドロキシル基を有する化合物とを反応させて得られ
るウレタン樹脂が提供される。
【０００８】
　また本発明によれば、（Ａ）前記フェノール性ヒドロキシル基を有するウレタン樹脂と
、（Ｂ）熱硬化性化合物とを含有することを特徴とする熱硬化性樹脂組成物が提供される
。
　好適な態様においては、上記熱硬化性化合物（Ｂ）はエポキシ樹脂であり、また、さら
に（Ｃ）硬化促進剤を含有することが好ましい。さらに無機及び／又は有機フィラーを含
有することもでき、必要に応じて有機溶媒を含有することもできる。
　さらに本発明によれば、前記熱硬化性樹脂組成物を硬化してなる硬化物や、該硬化物で
、面の一部又は全部が被覆されたプリント配線基板も提供される。
【発明の効果】
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【０００９】
　本発明のウレタン樹脂は、フェノール性ヒドロキシル基を有するか、もしくはカルボキ
シル基とフェノール性ヒドロキシル基とを有することを特徴とする。その結果、熱硬化の
際にこのカルボキシル基やフェノール性ヒドロキシル基が熱硬化性化合物の官能基、例え
ばエポキシ樹脂のエポキシ基と架橋反応を起こすため、はんだ耐熱性等の特性を向上させ
ることができる。
　本発明のウレタン樹脂は、より好ましくはフェノール性ヒドロキシル基を末端に有する
ことを特徴とする。これにより、末端に存在するフェノール性ヒドロキシル基は、主鎖中
に存在するフェノール性ヒドロキシル基と比較してエポキシ基等との反応性が高くなり、
はんだ耐熱性等の特性をさらに一層向上させることができる。
　また、本発明のウレタン樹脂は、好適な態様として、（ａ）ポリイソシアネートと、（
ｂ）２つ以上のアルコール性ヒドロキシル基を有する化合物と、（ｃ）１分子中に１つの
アルコール性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノール性ヒドロキシル基を有する化合物
とを反応させて得られるものである。こうして得られるウレタン樹脂は、フェノール性ヒ
ドロキシル基を末端に有するため、上述したようにはんだ耐熱性等の特性を向上させるこ
とができる。
　従って、本発明のウレタン樹脂は、基材との密着性、耐折性、低反り性、はんだ耐熱性
、無電解金めっき耐性、電気絶縁性等に優れた可撓性の被膜形成に適している。
【００１０】
　本発明において、このフェノール性ヒドロキシル基あるいはさらにカルボキシル基を有
するウレタン樹脂を熱硬化性化合物と共に含有する熱硬化性樹脂組成物は、可撓性に優れ
たフレキシブルプリント配線板やテープキャリアパッケージの製造に用いられるソルダー
レジスト等の保護膜や絶縁樹脂材料として有用である。また、このような熱硬化性樹脂組
成物から得られる被膜は、熱硬化後に反りがないため、フレキシブルプリント配線板やテ
ープキャリアパッケージへの部品又はチップの装着が容易である。従って、本発明の熱硬
化性樹脂組成物は、密着性、耐折性、低反り性、無電解金めっき耐性、はんだ耐熱性、電
気絶縁性等の諸特性に優れた可撓性の保護膜を低コストで生産性良く形成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明者らは、前記した課題を達成すべく鋭意研究した結果、フェノール性ヒドロキシ
ル基を有するウレタン樹脂、より好ましくは、（ａ）ポリイソシアネートと、（ｂ）２つ
以上のアルコール性ヒドロキシル基を有する化合物と、（ｃ）１分子中に１つのアルコー
ル性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノール性ヒドロキシル基を有する化合物とを反応
させて得られる、フェノール性ヒドロキシル基を有するウレタン樹脂は、熱硬化の際にこ
のフェノール性ヒドロキシル基が熱硬化性化合物の官能基、例えばエポキシ樹脂のエポキ
シ基と架橋反応を起こし、はんだ耐熱性等の特性を向上できることを見出した。一般に、
樹脂の架橋密度が低くなる程、形成される被膜の可撓性が増大し、熱硬化後の被膜の反り
は少なくなる。しかしながら、架橋密度が低くなると、得られる被膜のはんだ耐熱性、め
っき耐性、耐薬品性等の特性も低下し易くなる。本発明では、ウレタン樹脂にフェノール
性ヒドロキシル基を導入したことにより、特にウレタン樹脂の構成成分の一つとして、１
分子中に１つのアルコール性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノール性ヒドロキシル基
を有する化合物（ｃ）を用い、末端にフェノール性ヒドロキシル基を導入したことにより
、これらの相反する特性をバランスさせ、得られる被膜のはんだ耐熱性等の特性を向上さ
せることができた。
　以下、本発明のフェノール性ヒドロキシル基を有するウレタン樹脂及びそれを含有する
熱硬化性樹脂組成物の各成分について詳細に説明する。
【００１２】
　まず、本発明のウレタン樹脂（Ａ）は、ポリイソシアネート（ａ）と、２つ以上のアル
コール性ヒドロキシル基を有する化合物（ｂ）と、反応停止剤としても機能する前記１分
子中に１つのアルコール性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノール性ヒドロキシル基を
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有する化合物（ｃ）との反応により、末端に導入されたフェノール性ヒドロキシル基を有
するウレタン樹脂であることが好ましいが、これ以外にも、ポリイソシアネート（ａ）と
、２つ以上のアルコール性ヒドロキシル基を有する化合物（ｂ）との反応により得られ、
該化合物（ｂ）として、フェノール性ヒドロキシル基及び２つ以上のアルコール性ヒドロ
キシル基を有する化合物を用いて分子側鎖にフェノール性ヒドロキシル基を導入したウレ
タン樹脂、あるいはさらにカルボキシル基及び２つ以上のアルコール性ヒドロキシル基を
有する化合物を用いて分子側鎖にカルボキシル基を導入したウレタン樹脂などを含む。後
者のウレタン樹脂においては、末端封止剤（反応停止剤）として、上記１分子中に１つの
アルコール性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノール性ヒドロキシル基を有する化合物
（ｃ）を用いることができるほか、脂肪族アルコールやモノヒドロキシモノ（メタ）アク
リレート化合物等のモノヒドロキシル化合物や、アルコール性ヒドロキシル基、アミノ基
、チオール基等のイソシアネート基と付加反応又は縮合反応し得る官能基を有するモノカ
ルボン酸など、従来公知の各種反応停止剤を用いることができる。
【００１３】
　前記ウレタン樹脂（Ａ）は、例えば、前記好適なウレタン樹脂の場合、ポリイソシアネ
ート（ａ）と、２つ以上のアルコール性ヒドロキシル基を有する化合物（ｂ）と、１分子
中に１つのアルコール性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノール性ヒドロキシル基を有
する化合物（ｃ）とを一括混合して反応させてもよく、あるいは上記ポリイソシアネート
（ａ）と、ポリオール（ｂ）とを反応させ、続いて反応停止剤としても機能する上記１分
子中に１つのアルコール性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノール性ヒドロキシル基を
有する化合物（ｃ）を反応させてもよい。また、前記した他のウレタン樹脂の場合、ポリ
イソシアネート（ａ）と、フェノール性ヒドロキシル基及び／又はカルボキシル基と２つ
以上のアルコール性ヒドロキシル基を有する化合物（ｂ）と、反応停止剤とを一括混合し
て反応させてもよいが、分子量調整の点からは、上記ポリイソシアネート（ａ）とポリオ
ール（ｂ）とを反応させ、続いて反応停止剤を反応させることが好ましい。
【００１４】
　前記反応は、室温～１００℃で撹拌・混合することにより無触媒で進行するが、反応速
度を高めるために７０～１００℃に加熱することが好ましい。また、上記（ａ）～（ｃ）
成分の反応比率（モル比）としては、（ａ）：（ｂ）＝１：１～２：１、好ましくは１：
１～１．５：１、（ａ＋ｂ）：（ｃ）＝１：０．０１～０．５、好ましくは０．０２～０
．３の割合が適当である。
【００１５】
　前記ポリイソシアネート（ａ）としては、従来公知の各種ポリイソシアネートを使用で
き、特定の化合物に限定されない。ポリイソシアネート（ａ）の具体例としては、例えば
、２，４－トルエンジイソシアネート、２，６－トルエンジイソシアネート、イソホロン
ジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ジフェニルメチレンジイソシアネ
ート、（ｏ，ｍ，又はｐ）－キシレンジイソシアネート、（ｏ，ｍ，又はｐ）－水添キシ
レンジイソシアネート、メチレンビス（シクロヘキシルイソシアネート）、トリメチルヘ
キサメチレンジイソシアネート、シクロヘキサン－１，３－ジメチレンジイソシアネート
、シクロヘキサン－１，４－ジメチレンジイソシアネート、１，５－ナフタレンジイソシ
アネート等のジイソシアネートが挙げられる。具体的にはトルエンジイソシアネート、ト
リメチルヘキサメチレンジイソシアネートが好ましい。これらのジイソシアネートを使用
した場合、はんだ耐熱性に優れた硬化物を得ることができる。
【００１６】
　次に、２つ以上のアルコール性ヒドロキシル基を有する化合物（ｂ）としては、従来公
知の各種ポリオールを使用でき、特定の化合物に限定されないが、ポリカーボネートジオ
ール等のポリカーボネート系ポリオール、ポリエーテル系ポリオール、ポリエステル系ポ
リオール、ポリオレフィン系ポリオール、アクリル系ポリオール、ビスフェノールＡ系ア
ルキレンオキシド付加体ジオール、カルボキシル基及びアルコール性ヒドロキシル基を有
する化合物、フェノール性ヒドロキシル基及びアルコール性ヒドロキシル基を有する化合
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物等を好適に用いることができる。ポリカーボネートジオールとしては、１種又は２種以
上の直鎖状脂肪族ジオールに由来の繰り返し単位を構成単位として含むポリカーボネート
ジオール（ｂ－１）、１種又は２種以上の脂環式ジオールに由来の繰り返し単位を構成単
位として含むポリカーボネートジオール（ｂ－２）、又は直鎖状脂肪族ジオールと脂環式
ジオールの両方のジオールに由来の繰り返し単位を構成単位として含むポリカーボネート
ジオール（ｂ－３）が挙げられる。また、カルボキシル基及び２つ以上のアルコール性ヒ
ドロキシル基を有する化合物（ｂ－４）、更にフェノール性ヒドロキシル基及び２つ以上
のアルコール性ヒドロキシル基を有する化合物（ｂ－５）等を用いた場合、分子側鎖に官
能基（フェノール性ヒドロキシル基やカルボキシル基）を持たせることができる。これら
の化合物（ｂ－１）～（ｂ－５）は、単独で又は２種以上を混合して用いることができる
。
【００１７】
　前記、１種又は２種以上の直鎖状脂肪族ジオールに由来の繰り返し単位を構成単位とし
て含むポリカーボネートジオール（ｂ－１）の具体例としては、例えば、１，６－ヘキサ
ンジオールから誘導されるポリカーボネートジオール、１，５－ペンタンジオールと１，
６－ヘキサンジオールから誘導されるポリカーボネートジオール、１，４－ブタンジオー
ルと１，６－ヘキサンジオールから誘導されるポリカーボネートジオール、３－メチル－
１，５－ペンタンジオールと１，６－ヘキサンジオールから誘導されるポリカーボネート
ジオール等が挙げられる。
【００１８】
　前記、１種又は２種以上の脂環式ジオールに由来の繰り返し単位を構成単位として含む
ポリカーボネートジオール（ｂ－２）の具体例としては、例えば、１，４－シクロヘキサ
ンジメタノールから誘導されるポリカーボネートジオール等が挙げられる。
【００１９】
　前記、直鎖状脂肪族ジオールと脂環式ジオールの両方のジオールに由来の繰り返し単位
を構成単位として含むポリカーボネートジオール（ｂ－３）の具体例としては、例えば、
１，６－ヘキサンジオールと１，４－シクロヘキサンジメタノールから誘導されるポリカ
ーボネートジオール等が挙げられる。
【００２０】
　前記、カルボキシル基及び２つ以上のアルコール性ヒドロキシル基を有する化合物（ｂ
－４）の具体例としては、ジメチロールプロピオン酸、ジメチロールブタン酸等が挙げら
れる。これらのカルボキシル基及び２つ以上のアルコール性ヒドロキシル基を有する化合
物を使用することによって、ウレタン樹脂中に容易にカルボキシル基を導入することがで
きる。
【００２１】
　前記、フェノール性ヒドロキシル基及び２つ以上のアルコール性ヒドロキシル基を有す
る化合物（ｂ－５）の具体例としては、６－ヒドロキシ－５－メチル－１，３－ベンゼン
ジメタノール、２，４－ジ（ヒドロキシメチル）－６－シクロヘキシルフェノール、３，
３’－メチレンビス（２－ヒドロキシ－５－メチル－ベンゼンメタノール）、４，４’－
（１－メチルエチリデン）ビス［２－メチル－６－ヒドロキシメチルフェノール］、４，
４’－［１，４－フェニレンビス（１－メチルエチリデン）ビス［２－メチル－６－ヒド
ロキシメチルフェノール］、２－ヒドロキシ－５－フルオロ－１，３－ベンゼンジメタノ
ール、４，４’－メチレンビス（２－メチル－６－ヒドロキシメチルフェノール）、４，
４’－メチレンビス（２，５－ジメチル－３－ヒドロキシメチルフェノール）、４，４’
－シクロヘキシリデンビス（２－メチル－６－ヒドロキシメチルフェノール）、４，４’
－シクロヘキシリデンビス（２－シクロヘキシル－６－ヒドロキシメチルフェノール）、
２，６－ビス［（２－ヒドロキシ－３－ヒドロキシメチル－５－メチルフェニル）メチル
］－４－メチルフェノール、２－ヒドロキシ－５－エチル－１，３－ベンゼンジメタノー
ル、２－ヒドロキシ－４，５－ジメチル－１，３－ベンゼンジメタノール、２－ヒドロキ
シ－５－（１－メチルプロピル）－１，３－ベンゼンジメタノール、４－（１，１－ジメ
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チルエチル）－２－ヒドロキシ－１，３－ベンゼンジメタノール、２－ヒドロキシ－５－
シクロヘキシル－１，３－ベンゼンジメタノール、２－ヒドロキシ－５－（１，１，３，
３－テトラメチルブチル）－１，３－ベンゼンジメタノール、２，６－ビス［（４－ヒド
ロキシ－３－ヒドロキシメチル－２，５－ジメチルフェニル）メチル］－３，４－ジメチ
ルフェノール、２，６－ビス［（４－ヒドロキシ－３－ヒドロキシメチル－２，５－ジメ
チルフェニル）メチル］－４－シクロヘキシルフェノール、２－ヒドロキシ－１，３，５
－ベンゼントリメタノール、３，５－ジメチル－２，４，６－トリヒドロキシメチルフェ
ノール、４，４’，４”－エチリジントリス（２－メチル－６－ヒドロキシメチルフェノ
ール）、２，３，５，６－テトラ（ヒドロキシメチル）－１，４－ベンゼンジオール、４
，４’－メチレンビス［２，６－ビス（ヒドロキシメチル）フェノール］等が挙げられる
。これらのフェノール性ヒドロキシル基及びアルコール性ヒドロキシル基を有する化合物
を使用することによって、ウレタン樹脂中に容易にフェノール性ヒドロキシル基を導入す
ることができる。
【００２２】
　前記直鎖状脂肪族ジオールに由来の繰り返し単位を構成単位として含むポリカーボネー
トジオールは、低反り性や可撓性に優れる傾向がある。また、脂環式ジオールに由来の繰
り返し単位を構成単位として含むポリカーボネートジオールは、結晶性が高くなり、耐錫
めっき性、はんだ耐熱性に優れる傾向にある。以上の観点から、これらポリカーボネート
ジオールは２種以上を組み合わせて用いるか、あるいは直鎖状脂肪族ジオールと脂環式ジ
オールの両方のジオールに由来の繰り返し単位を構成単位として含むポリカーボネートジ
オールを用いることができる。低反り性や可撓性と、はんだ耐熱性や耐錫めっき性とをバ
ランスよく発現させるには、直鎖状脂肪族ジオールと脂環式ジオールの共重合割合が質量
比で３：７～７：３のポリカーボネートジオールを用いるのが好ましい。
【００２３】
　前記ポリカーボネートジオールは、数平均分子量２００～５，０００のものが好ましい
が、ポリカーボネートジオールが構成単位として直鎖状脂肪族ジオールと脂環式ジオール
に由来の繰り返し単位を含み、直鎖状脂肪族ジオールと脂環式ジオールの共重合割合が質
量比で３：７～７：３である場合は、数平均分子量が４００～２，０００のものが好まし
い。
【００２４】
　前記ビスフェノールＡ系アルキレンオキシド付加体としては、ビスフェノールＡのエチ
レンオキシド付加体、プロピレンオキシド付加体、ブチレンオキシド付加体等が挙げられ
るが、これらの中でもビスフェノールＡのプロピレンオキシド付加体が好ましい。
【００２５】
　前記１分子中に１つのアルコール性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノール性ヒドロ
キシル基を有する化合物（ｃ）は、ポリウレタンにフェノール性ヒドロキシル基を導入さ
せる目的で用いられ、ポリウレタンの末端封止剤としても機能し、特に分子中にイソシア
ネートと反応し得る１つのアルコール性ヒドロキシル基及びフェノール性ヒドロキシル基
を有する化合物であれば反応停止剤として機能する。このような化合物（ｃ）の具体例と
しては、例えばヒドロキシメチルフェノール、ヒドロキシメチルクレゾール、ヒドロキシ
メチル－ジ－ｔ－ブチルフェノール、ｐ－ヒドロキシフェニル－２－メタノール、ｐ－ヒ
ドロキシフェニル－３－プロパノール、ｐ－ヒドロキシフェニル－４－ブタノール、ヒド
ロキシエチルクレゾール、２，６－ジメチル－４－ヒドロキシメチルフェノール、２，４
－ジメチル－６－ヒドロキシメチルフェノール、２，３，６－トリメチル－４－ヒドロキ
シメチルフェノール、２－シクロヘキシル－４－ヒドロキシメチル－５－メチルフェノー
ル、４－メチル－６－ヒドロキシメチルベンゼン－１，２－ジオール、4－（１，１－ジ
メチルエチル）－６－ヒドロキシメチルベンゼン－１，２－ジオール等のヒドロキシアル
キルフェノール又はヒドロキシアルキルクレゾール；ヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシフ
ェニル安息香酸、あるいはヒドロキシフェノキシ安息香酸等のカルボキシル基含有置換基
を有するフェノールと、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコ
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ール、トリエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール等
とのエステル化物；ビスフェノールのモノエチレンオキサイド付加物、ビスフェノールの
モノプロピレンオキサイド付加物、ｐ－ヒドロキシフェネチルアルコール等が挙げられる
が、これらに限定されるものではない。これらの化合物（ｃ）は、単独で又は２種以上を
混合して用いることができる。
【００２６】
　前記フェノール性ヒドロキシル基を有するウレタン樹脂（Ａ）の重量平均分子量は５０
０～１００，０００であることが好ましく、８，０００～５０，０００がさらに好ましい
。ここで、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ーで測定したポリ
スチレン換算の値である。フェノール性ヒドロキシル基を有するウレタン樹脂（Ａ）の重
量平均分子量が５００未満では、硬化膜の伸度、可撓性、並びに強度を損なうことがあり
、一方、１００，０００超えると溶媒への溶解性が低くなる上に、溶解しても粘度が高く
なりすぎるために、使用面で制約が大きくなる。
【００２７】
　本発明の熱硬化性樹脂組成物において、前記フェノール性ヒドロキシル基を有するウレ
タン樹脂（Ａ）と共に配合される熱硬化性化合物（Ｂ）としては、前記（Ａ）成分である
ウレタン樹脂のフェノール性ヒドロキシル基（あるいはさらにカルボキシル基）と反応し
得るエポキシ基、オキセタニル基等を１分子中に２個以上有するエポキシ樹脂やオキセタ
ン化合物を好適に使用できるが、特にエポキシ樹脂が好ましい。
【００２８】
　エポキシ樹脂の具体例としては、例えば、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、水添ビス
フェノールＡ型エポキシ樹脂、臭素化ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノール
Ｆ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、フェ
ノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、Ｎ－グリシジ
ル型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡのノボラック型エポキシ樹脂、ビキシレノール型エ
ポキシ樹脂、ビフェノール型エポキシ樹脂、キレート型エポキシ樹脂、グリオキザール型
エポキシ樹脂、アミノ基含有エポキシ樹脂、ゴム変性エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエ
ンフェノリック型エポキシ樹脂、ジグリシジルフタレート樹脂、ヘテロサイクリックエポ
キシ樹脂、テトラグリシジルキシレノイルエタン樹脂、シリコーン変性エポキシ樹脂、ε
－カプロラクトン変性エポキシ樹脂などが挙げられる。また、難燃性付与のために、塩素
、臭素等のハロゲンや燐等の原子がその構造中に導入されたものを使用してもよい。
【００２９】
　本発明の熱硬化性樹脂組成物において、前記熱硬化性化合物（Ｂ）は、単独で又は２種
以上の混合物として用いられる。その配合量は、前記（Ａ）成分であるフェノール性ヒド
ロキシル基を有するウレタン樹脂１００質量部に対し、５～１５０質量部、好ましくは１
０～８０質量部の割合であることが望ましい。５質量部未満では、熱硬化性樹脂組成物の
硬化被膜のはんだ耐熱性が不充分となる場合があり、一方、１５０質量部を超えると、フ
レキシブルプリント配線基板（ＦＰＣ）の絶縁保護膜として使用した場合の諸特性、特に
電気絶縁性が悪化する傾向がある。
【００３０】
　本発明で用いる硬化促進剤（Ｃ）は、熱硬化反応を促進させるものであり、密着性、耐
薬品性、耐熱性等の特性をより一層向上させるために使用される。このような硬化促進剤
の具体例としては、イミダゾール及びその誘導体（例えば、四国化成工業（株）製、２Ｍ
Ｚ、２Ｅ４ＭＺ、Ｃ11Ｚ、Ｃ17Ｚ、２ＰＺ、１Ｂ２ＭＺ、２ＭＺ－ＣＮ、２Ｅ４ＭＺ－Ｃ
Ｎ、Ｃ11Ｚ－ＣＮ、２ＰＺ－ＣＮ、２ＰＨＺ－ＣＮ、２ＭＺ－ＣＮＳ、２Ｅ４ＭＺ－ＣＮ
Ｓ、２ＰＺ－ＣＮＳ、２ＭＺ－ＡＺＩＮＥ、２Ｅ４ＭＺ－ＡＺＩＮＥ、Ｃ11Ｚ－ＡＺＩＮ
Ｅ、２ＭＡ－ＯＫ、２Ｐ４ＭＨＺ、２ＰＨＺ、２Ｐ４ＢＨＺ等）；アセトグアナミン、ベ
ンゾグアナミン等のグアナミン類；ジアミノジフェニルメタン、ｍ－フェニレンジアミン
、ｍ－キシレンジアミン、ジアミノジフェニルスルフォン、ジシアンジアミド、尿素、尿
素誘導体、メラミン、多塩基ヒドラジド等のポリアミン類；これらの有機酸塩及び／又は
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エポキシアダクト；三フッ化ホウ素のアミン錯体；エチルジアミノ－Ｓ－トリアジン、２
，４－ジアミノ－Ｓ－トリアジン、２，４－ジアミノ－６－キシリル－Ｓ－トリアジン等
のトリアジン誘導体類；トリメチルアミン、トリエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルオ
クチルアミン、Ｎ－ベンジルジメチルアミン、ピリジン、Ｎ－メチルモルホリン、ヘキサ
（Ｎ－メチル）メラミン、２，４，６－トリス（ジメチルアミノフェノール）、テトラメ
チルグアニジン、ｍ－アミノフェノール等のアミン類；ポリビニルフェノール、ポリビニ
ルフェノール臭素化物、フェノールノボラック、アルキルフェノールノボラック等のポリ
フェノール類；トリブチルホスフィン、トリフェニルホスフィン、トリス－２－シアノエ
チルホスフィン等の有機ホスフィン類；トリ－ｎ－ブチル（２，５－ジヒドロキシフェニ
ル）ホスホニウムブロマイド、ヘキサデシルトリブチルホスホニウムクロライド等のホス
ホニウム塩類；ベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、フェニルトリブチルアンモ
ニウムクロライド等の４級アンモニウム塩類；前記多塩基酸無水物；ジフェニルヨードニ
ウムテトラフルオロボロエート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネー
ト、２，４，６－トリフェニルチオピリリウムヘキサフルオロホスフェート、チバ・ガイ
ギー社製、イルガキュアー２６１、旭電化（株）製、オプトマ－ＳＰ－１７０等の光カチ
オン重合触媒；スチレン－無水マレイン酸樹脂；フェニルイソシアネートとジメチルアミ
ンの等モル反応物や、トリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート等の有機
ポリイソシアネートとジメチルアミンの等モル反応物等の公知慣用である硬化促進剤ある
いは硬化剤類が挙げられる。
【００３１】
　これら硬化促進剤（Ｃ）は、単独で又は２種以上混合して用いることができる。硬化促
進剤（Ｃ）の使用は必須ではないが、特に硬化を促進したい場合には、前記熱硬化性化合
物（Ｂ）１００質量部に対して好ましくは０．１～２５質量部の範囲で用いることができ
る。２５質量部を超えるとその硬化物からの昇華性成分が多くなるので好ましくない。
【００３２】
　本発明の熱硬化性樹脂組成物は、前記フェノール性ヒドロキシル基を有するウレタン樹
脂（Ａ）、熱硬化性化合物（Ｂ）及び必要に応じて硬化促進剤（Ｃ）を、混合機、例えば
ディスパー、ニーダー、３本ロールミル、ビーズミル等を用いて、溶解又は分散すること
により得られる。その際、エポキシ基やフェノール性ヒドロキシル基に対して不活性な溶
剤を使用してもよい。このような不活性溶剤としては有機溶剤が好ましい。
【００３３】
　有機溶剤は、前記フェノール性ヒドロキシル基を有するウレタン樹脂（Ａ）、熱硬化性
化合物（Ｂ）を容易に溶解又は分散させるため、あるいは塗工に適した粘度に調整するた
めに使用する。有機溶剤としては、例えば、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ニト
ロベンゼン、シクロヘキサン、イソホロン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、エ
チレングリコールジエチルエーテル、カルビトールアセテート、プロピレングリコールメ
チルエーテルアセテート、プロピレングリコールエチルエーテルアセテート、ジプロピレ
ングリコールメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールエチルエーテルアセテー
ト、メトキシプロピオン酸メチル、メトキシプロピオン酸エチル、エトキシプロピオン酸
メチル、エトキシプロピオン酸エチル、酢酸エチル、酢酸ｎ－ブチル、酢酸イソアミル、
乳酸エチル、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホル
ムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、γ－ブチロラクトン
、ジメチルスルホキシド、クロロホルム及び塩化メチレン等を挙げることができる。有機
溶剤の配合量は、所望の粘度に応じて適宜設定できる。
【００３４】
　本発明の熱硬化性樹脂組成物は、必要に応じて、ポリイミド等の基材との密着性を向上
させるために、公知慣用のメルカプト化合物を含有することができる。メルカプト化合物
としては、２－メルカプトプロピオン酸、トリメチロールプロパントリス（２－チオプロ
ピオネート）、２－メルカプトエタノール、２－アミノチオフェノール、３－メルカプト
－１，２，４－トリアゾール、３－メルカプト－プロピルトリメトキシシランなどのメル



(10) JP 2009-19081 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

カプト基含有シランカップリング剤などが挙げられる。これらは、それぞれ単独で用いて
もよいし、２種以上組み合わせて用いてもよい。その配合量は、前記フェノール性ヒドロ
キシル基を有するウレタン樹脂（Ａ）１００質量部当たり、１０質量部以下の範囲が適当
である。メルカプト化合物の配合量が上記範囲を越えた場合、架橋反応に必要な前記エポ
キシ樹脂のエポキシ基を消費し（エポキシ基と反応し）、架橋密度が下がるため好ましく
ない。
【００３５】
　本発明の熱硬化性樹脂組成物には、さらに必要に応じて、密着性、硬度、耐熱性等の特
性を上げる目的で、無機及び／又は有機フィラーを含有することができる。無機フィラー
としては、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、チタン酸バリウム、酸化珪素、無定形シリカ
、タルク、クレー、雲母粉等が挙げられ、有機フィラーとしては、シリコンパウダー、ナ
イロンパウダー、フッ素パウダー等が挙げられる。上記フィラーの中でも、低吸湿性、低
体積膨張性に特に優れるのは、シリカである。シリカは溶融、結晶性を問わず、これらの
混合物であってもかまわないが、特にカップリング剤等で表面処理したシリカの場合、電
気絶縁性を向上させることができるので好ましい。フィラーの平均粒径は、２５μｍ以下
、より好ましくは１０μｍ以下、さらに好ましくは３μｍ以下であることが望ましい。こ
れら無機及び／又は有機フィラーの配合量は、前記フェノール性ヒドロキシル基を有する
ウレタン樹脂（Ａ）１００質量部当たり、３００質量部以下が適当であり、好ましくは５
～１５０質量部の割合である。フィラーの配合量が上記割合を越えると、硬化被膜の耐折
性が低下し、好ましくない。
【００３６】
　さらに本発明の熱硬化性樹脂組成物中には、本発明の効果を損なわない限り、前記成分
以外の他の添加剤、着色剤を添加してもよい。添加剤としては、アスベスト、オルベン、
ベントンなどの増粘剤、シリコーン系、フッ素系の消泡剤、レベリング剤、ガラス繊維、
炭素繊維、窒化ホウ素繊維等の繊維強化材などが挙げられ、着色剤としては、フタロシア
ニン・ブルー、フタロシアニン・グリーン、アイオジン・グリーン、ジスアゾイエロー、
酸化チタン、カーボンブラックなどが挙げられる。さらに、必要に応じて、公知慣用の熱
重合禁止剤、紫外線吸収剤、シランカップリング剤、可塑剤、発泡剤、難燃剤、帯電防止
剤、老化防止剤、抗菌・防黴剤等を添加できる。
【００３７】
　以上のような組成を有する熱硬化性樹脂組成物は、カーテンコーティング法、ロールコ
ーティング法、スプレーコーティング法及びディップコーティング法など従来公知の種々
の方法でプリント基板に塗布することができる他、ドライフィルム又はプリプレグ等様々
の形態、用途に使用することができる。その使用方法や用途により様々な溶剤を用いるこ
とができるが、場合によっては良溶媒だけでなく貧溶剤を用いることも差し支えない。
　また、本発明の熱硬化性樹脂組成物は、回路形成されたフレキシブルプリント配線板や
テープキャリアパッケージ又はエレクトロルミネッセントパネルにスクリーン印刷法によ
り塗布し、例えば１２０～１８０℃の温度に加熱して熱硬化させることにより、硬化収縮
及び冷却収縮による反りがなく、基材に対する密着性、耐折性、低反り性、無電解金めっ
き耐性、はんだ耐熱性、電気絶縁性等に優れたソルダーレジスト膜や保護膜が形成される
。
【実施例】
【００３８】
　以下に実施例及び比較例を示して本発明について具体的に説明する。なお、以下におい
て「部」及び「％」とあるのは、特に断りのない限り全て質量基準である。
【００３９】
　合成例１
　撹拌装置、温度計、コンデンサーを備えた反応容器に、２つ以上のアルコール性ヒドロ
キシル基を有する化合物として１，５－ペンタンジオールと１，６－ヘキサンジオールか
ら誘導されるポリカーボネートジオール（宇部興産（株）製、ＰＣＤＬ８００、数平均分
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子量８００）を３６０ｇ（０．４５ｍｏｌ）、ジメチロールブタン酸を８１．４ｇ（０．
５５ｍｏｌ）、及び１分子中に１つのアルコール性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノ
ール性ヒドロキシル基を有する化合物としてヒドロキシフェニルエチルアルコール２２．
１ｇ（０．１６ｍｏｌ）を投入した。次に、ポリイソシアネートとしてトリレンジイソシ
アネート１８７．９ｇ（１．０８ｍｏｌ）を投入し、撹拌しながら６０℃まで加熱して停
止し、反応容器内の温度が低下し始めた時点で再度加熱して８０℃で撹拌を続け、赤外線
吸収スペクトルでイソシアネート基の吸収スペクトル（２２８０ｃｍ－１）が消失したこ
とを確認して反応を終了した。次いで、固形分が５０ｗｔ％となるようにカルビトールア
セテートを添加し、希釈剤を含有する粘稠液体のフェノール性ヒドロキシル基を有するウ
レタン樹脂（ワニスＡ）を得た。得られたウレタン樹脂の固形分の酸価は５０．１ｍｇＫ
ＯＨ／ｇであった。得られたフェノール性ヒドロキシル基を有するウレタン樹脂のＩＲス
ペクトルを図１に示す。
【００４０】
　合成例２
　撹拌装置、温度計、コンデンサーを備えた反応容器に、２つ以上のアルコール性ヒドロ
キシル基を有する化合物として１，５－ペンタンジオールと１，６－ヘキサンジオールか
ら誘導されるポリカーボネートジオール（宇部興産（株）製、ＰＣＤＬ８００、数平均分
子量８００）を３６０ｇ（０．４５ｍｏｌ）、ジメチロールブタン酸を８１．４ｇ（０．
５５ｍｏｌ）、及び１分子中に１つのアルコール性ヒドロキシル基及び１つ以上のフェノ
ール性ヒドロキシル基を有する化合物としてヒドロキシフェニルエチルアルコール２２．
１ｇ（０．１６ｍｏｌ）を投入した。次に、ポリイソシアネートとしてトリレンジイソシ
アネート８３．５ｇ（０．４８ｍｏｌ）とトリメチルヘキサメチレンジイソシアネート１
１１．６（０．６０ｍｏｌ）を投入し、撹拌しながら６０℃まで加熱して停止し、反応容
器内の温度が低下し始めた時点で再度加熱して８０℃で撹拌を続け、赤外線吸収スペクト
ルでイソシアネート基の吸収スペクトル（２２８０ｃｍ－１）が消失したことを確認して
反応を終了した。次いで、固形分が５０ｗｔ％となるようにカルビトールアセテートを添
加し、希釈剤を含有する粘稠液体のフェノール性ヒドロキシル基を有するウレタン樹脂（
ワニスＢ）を得た。得られたウレタン樹脂の固形分の酸価は４９．２ｍｇＫＯＨ／ｇであ
った。
【００４１】
　合成例３
　撹拌装置、温度計、コンデンサーを備えた反応容器に、２つ以上のアルコール性ヒドロ
キシル基を有する化合物として１，５－ペンタンジオールと１，６－ヘキサンジオールか
ら誘導されるポリカーボネートジオール（宇部興産（株）製、ＰＣＤＬ８００、数平均分
子量８００）を８００ｇ（１．００ｍｏｌ）、及び１分子中に１つのアルコール性ヒドロ
キシル基及び１つ以上のフェノール性ヒドロキシル基を有する化合物としてヒドロキシフ
ェニルエチルアルコール２２．１ｇ（０．１６ｍｏｌ）を投入した。次に、ポリイソシア
ネートとしてトリレンジイソシアネート１８７．９ｇ（１．０８ｍｏｌ）を投入し、撹拌
しながら６０℃まで加熱して停止し、反応容器内の温度が低下し始めた時点で再度加熱し
て８０℃で撹拌を続け、赤外線吸収スペクトルでイソシアネート基の吸収スペクトル（２
２８０ｃｍ－１）が消失したことを確認して反応を終了した。次いで、固形分が５０ｗｔ
％となるようにカルビトールアセテートを添加し、希釈剤を含有する粘稠液体のフェノー
ル性ヒドロキシル基を有するウレタン樹脂（ワニスＣ）を得た。
【００４２】
　ワニスＤ：
　ダイセル化学工業（株）製のアクリル共重合樹脂；サイクロマーＡＣＡ　Ｚ２５０（固
形分酸価７０．０ｍｇＫＯＨ／ｇ）をワニスＤとして用いた。
【００４３】
　実施例１～４及び比較例１
　表１に示す各成分及び配合割合で、室温にて三本ロールにより混合し、熱硬化性樹脂組



(12) JP 2009-19081 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

成物を調製した。得られた熱硬化性樹脂組成物をスクリーン印刷にて膜厚約１５μｍとな
るように基板に塗工し、１５０℃で６０分間熱硬化を行なった。
【００４４】
【表１】

【００４５】
　前記各熱硬化性樹脂組成物の硬化被膜について、以下のような種々の特性について下記
の方法で評価した。その結果を表２に示す。
　（１）密着性
　上記実施例１～４及び比較例１の各熱硬化性樹脂組成物をそれぞれカプトン２００Ｈ（
東レ・デュポン（株）製ポリイミドフィルム、厚さ５０μｍ）にスクリーン印刷で全面印
刷し、１５０℃で６０分間熱硬化させた（乾燥膜厚１５μｍ）。その硬化被膜の密着性を
、ＪＩＳ　Ｄ　０２０２に従い、以下の基準で評価した。
　○：碁盤目の数が完全に残った場合
　△：碁盤目の数が１００個未満、６０個以上残った場合
　×：碁盤目の数が６０個未満しか残らなかった場合
【００４６】
　（２）耐折性
　上記実施例１～４及び比較例１の各熱硬化性樹脂組成物をそれぞれカプトン２００Ｈ（
東レ・デュポン（株）製ポリイミドフィルム、厚さ５０μｍ）にスクリーン印刷で全面印
刷し、１５０℃で６０分間熱硬化させた（乾燥膜厚１５μｍ）。得られた硬化被膜を１８
０゜折り曲げ、以下の基準で評価した。
　○：硬化被膜にクラックがないもの
　△：硬化被膜に若干クラックがあるもの
　×：硬化被膜にクラックがあるもの
【００４７】
　（３）低反り性
　上記実施例１～４及び比較例１の各熱硬化性樹脂組成物をそれぞれカプトン２００Ｈ（
東レ・デュポン（株）製ポリイミドフィルム、厚さ５０μｍ）にスクリーン印刷で全面印
刷し、１５０℃で６０分間熱硬化させた（乾燥膜厚１５μｍ）。冷却後、得られた硬化被
膜を５０×５０ｍｍに切り出し、反りを以下の基準で評価した。
　○：反りがないもの
　△：若干反りがあるもの
　×：反りがあるもの
【００４８】
　（４）無電解金めっき耐性
　上記実施例１～４及び比較例１の各熱硬化性樹脂組成物をそれぞれプリント回路基板（
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厚さ１．６ｍｍ）上にパターン印刷し、１５０℃で６０分間熱硬化させて試験片を得た（
乾燥膜厚１５μｍ）。得られた試験片を用いて、後述する工程で無電解金めっきを行ない
、無電解金めっき耐性を以下の基準で評価した。
　○：硬化被膜にふくれ、剥がれ、変色がないもの
　△：硬化被膜に若干ふくれ、剥がれ、変色があるもの
　×：硬化被膜にふくれ、剥がれ、変色があるもの
【００４９】
　無電解金めっき工程：
　１．脱脂：試験片を、３０℃の酸性脱脂液（（株）日本マクダーミッド製、Ｍｅｔｅｘ
Ｌ－５Ｂの２０ｖｏｌ％水溶液）に３分間、浸漬した。
　２．水洗：試験片を、流水中に３分間、浸漬した。
　３．ソフトエッチ：試験片を、１４．３ｗｔ％の過硫酸アンモン水溶液に室温で１分間
、浸漬した。
　４．水洗：試験片を、流水中に３分間、浸漬した。
　５．酸浸漬：試験片を、１０ｖｏｌ％の硫酸水溶液に室温で１分間、浸漬した。
　６．水洗：試験片を、流水中に３０秒～１分間、浸漬した。
　７．触媒付与：試験片を、３０℃の触媒液（（株）メルテックス製、メタルプレートア
クチベーター３５０の１０ｖｏｌ％水溶液）に３分間、浸漬した。
　８．水洗：試験片を、流水中に３分間、浸漬した。
　９．無電解ニッケルめっき：試験片を、８５℃、ｐＨ＝４．６のニッケルめっき 液（
（株）メルテックス製、メルプレートＮｉ－８６５Ｍ、２０ｖｏｌ％水溶液）に３０分間
、浸漬した。
　１０．酸浸漬：試験片を、１０ｖｏｌ％の硫酸水溶液に室温で１分間、浸漬した。
　１１．水洗：試験片を、流水中に３０秒～１分間、浸漬した。
　１２．無電解金めっき：試験片を、８５℃、ｐＨ＝６の金めっき液（（株）メルテック
ス製、オウロレクトロレスＵＰ１５ｖｏｌ％、シアン化金カリウム３ｗｔ％水溶液）に３
０分間、浸漬した。
　１３．水洗：試験片を、流水中に３分間、浸漬した。
　１４．湯洗：試験片を、６０℃の温水に浸漬し、３分間充分に水洗した後、水を良くき
り乾燥した。
【００５０】
　（５）はんだ耐熱性
　上記実施例１～４及び比較例１の各熱硬化性樹脂組成物をそれぞれプリント回路基板（
厚さ１．６ｍｍ）上にパターン印刷し、１５０℃で６０分間熱硬化させた（乾燥膜厚１５
μｍ）。得られた硬化被膜にロジン系フラックスを塗布し、２６０℃のはんだ槽に１０秒
間浸漬し、硬化被膜の状態を以下の基準で評価した。
　○：硬化被膜にふくれ、剥がれ、変色がないもの
　△：硬化被膜に若干ふくれ、剥がれ、変色があるもの
　×：硬化被膜にふくれ、剥がれ、変色があるもの
【００５１】
　（６）電気絶縁性
　上記実施例１～４及び比較例１の各熱硬化性樹脂組成物をそれぞれＬ／Ｓ＝２０／２０
μｍのポリイミド基板（東レ・デュポン（株）製カプトンＥＮ、エスパネックス）上に塗
膜を作成し、１５０℃で６０分間熱硬化させた（乾燥膜厚１５μｍ）。得られた硬化被膜
の電気絶縁性を以下の基準にて評価した。
　加湿条件：温度１２０℃、湿度８５％ＲＨ、０．１７ＭＰａ、印加電圧６０Ｖ、１００
時間
　測定条件：測定時間６０秒、印加電圧６０Ｖ
　○：加湿後の絶縁抵抗値１０９Ω以上、銅のマイグレーションなし
　△：加湿後の絶縁抵抗値１０９Ω以上、銅のマイグレーションあり
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　×：加湿後の絶縁抵抗値１０８Ω以下、銅のマイグレーションあり
【００５２】
【表２】

【００５３】
　上記表２に示す結果から明らかなように、本発明の熱硬化性樹脂組成物から形成した硬
化被膜は、基材への密着性、耐折性、低反り性、無電解金めっき耐性、はんだ耐熱性に優
れていた。また、絶縁信頼性においても良好な結果であった。これに対して、アクリル共
重合系のカルボキシル基含有樹脂（ワニスＤ）を用いた比較例１の場合、基材への密着性
、無電解金めっき耐性、電気絶縁性には問題なかったが、耐折性及び低反り性に劣ってい
た。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】合成例１で製造されたフェノール性ヒドロキシル基を有するウレタン樹脂のＩＲ
スペクトルを示すグラフである。
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【図１】



(16) JP 2009-19081 A 2009.1.29

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 4J034 BA05  CA05  CB03  CB04  CB05  CB07  CC11  CC12  DA01  DB04 
　　　　 　　        DB05  DB07  DF01  DF02  DG00  HA01  HA07  HA11  HC03  HC12 
　　　　 　　        HC13  HC17  HC46  HC52  HC64  HC67  HC71  HC73  JA01  QB19 
　　　　 　　        RA14  RA17  RA19 
　　　　 　　  4J036 AA01  AD07  AD08  AD09  AF06  AF07  AF09  DA02  DB06  DB15 
　　　　 　　        DC02  DC25  DC31  DC38  DC41  DC45  DD04  DD07  FA01  FA02 
　　　　 　　        FA05  FA08  GA02  GA03  GA04  JA08 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

