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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）式（１）：
【化１】

で示され、式中、ｎは平均値を表し、１～１０である、
ノボラック型エポキシ樹脂、
　（Ｂ）フェノール性水酸基の少なくとも一部を脂肪酸でエステル化した変性フェノール
ノボラック、及び
　（Ｅ）ジビニルベンゼン
を含み、
　（Ａ）成分１００重量部に対して、
　（Ｂ）成分が３０～２００重量部であり、
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　（Ｅ）成分が５０～１５０重量部である、
エポキシ樹脂組成物。
【請求項２】
　さらに、（Ｃ）イソシアナート化合物を含み、（Ａ）成分１００重量部に対して、（Ｃ
）成分が１００～４００重量部である、請求項１記載のエポキシ樹脂組成物。
【請求項３】
　（Ａ）重量平均分子量が１０，０００～２００，０００であり、かつ水酸基を有する二
官能性直鎖状エポキシ樹脂、
　（Ｂ）フェノール性水酸基の少なくとも一部を脂肪酸でエステル化した変性フェノール
ノボラック、
　（Ｃ）イソシアネート化合物、及び
　（Ｅ）ジビニルベンゼン
を含み、
　（Ａ）成分１００重量部に対して、
　（Ｂ）成分が３０～２００重量部であり、
　（Ｃ）成分が１００～４００重量部であり、
　（Ｅ）成分が５０～１５０重量部である、
エポキシ樹脂組成物。
【請求項４】
　（Ａ）成分の二官能性直鎖状エポキシ樹脂が、式（２）：
【化２】

で示され、式中、Ｘは、同一であっても、異なっていてもよく、単結合、炭素数１～７の
炭化水素基、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＳＯ２－、－ＣＯ－又は基：

【化３】

であり、ここで、
　Ｒ２は、同一であっても、異なっていてもよく、炭素数１～１０の炭化水素基又はハロ
ゲン原子であり；
　Ｒ３は、水素原子、炭素数１～１０の炭化水素基又はハロゲン原子であり；
ｂは、同一であっても、異なっていてもよく、０～５の整数であり；
　Ｒ１は、同一であっても、異なっていてもよく、炭素数１～１０の炭化水素基又はハロ
ゲン原子であり；
　ａは、同一であっても、異なっていてもよく、０～４の整数であり；
　ｎは、平均値を表し、２５～５００である、
請求項３記載のエポキシ樹脂組成物。
【請求項５】
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　（Ｂ）成分が、式（３）：
【化４】

で示され、式中、Ｒ５は、同一であっても、異なっていてもよく、炭素数１～５のアルキ
ル基であり、
　Ｒ６は、同一であっても、異なっていてもよく、炭素数１～５のアルキル基、置換若し
くは非置換のフェニル基、置換若しくは非置換のアラルキル基、アルコキシ基又はハロゲ
ン原子であり、
　Ｒ７は、同一であっても、異なっていてもよく、炭素数１～５のアルキル基、置換若し
くは非置換のフェニル基、置換若しくは非置換のアラルキル基、アルコキシ基又はハロゲ
ン原子であり、
　ｄは、同一であっても、異なっていてもよく、０～３の整数であり、
　ｅは、同一であっても、異なっていてもよく、０～３の整数であり、
　ｎ：ｍは、１：１～１．２：１である、
変性フェノールノボラックである、請求項１～４のいずれか１項記載のエポキシ樹脂組成
物。
【請求項６】
　（Ｂ）成分が、Ｒ５がメチルである、式（３）で示される変性フェノールノボラックで
ある、請求項５記載のエポキシ樹脂組成物。
【請求項７】
　さらに、（Ｄ）無機フィラーを含み、（Ａ）～（Ｃ）成分の合計１００重量部に対して
、（Ｄ）成分が２００～５００重量部である、請求項２～６のいずれか１項記載のエポキ
シ樹脂組成物。
【請求項８】
　（Ｄ）成分の無機フィラーが、平均粒径５μｍ以下のものである、請求項７記載のエポ
キシ樹脂組成物。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項記載のエポキシ樹脂組成物を含むワニス。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか１項記載のエポキシ樹脂組成物を用いて得られるフィルム。
【請求項１１】
　多層基板の保護膜、層間絶縁膜又はカバーフィルムとしての請求項１０記載のフィルム
。
【請求項１２】
請求項１～８のいずれか１項記載のエポキシ樹脂組成物を用いて得られるフィルム層が、
銅箔上に直接形成されることを特徴とする、銅箔付フィルム。
【請求項１３】
フィルム層と、銅箔との剥離強度が、５Ｎ／ｃｍ以上である、請求項１２記載の銅箔付フ
ィルム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高周波領域で低誘電正接を有する硬化物を形成するエポキシ樹脂組成物、及
び該エポキシ樹脂組成物を用いて得られるフィルムに関する。また本発明は、無機フィラ
ーを添加することにより、所望の電気的、物理的性質が付与された硬化物を形成するエポ
キシ樹脂組成物、及び該エポキシ樹脂組成物を用いて得られるフィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の高度情報化社会では、携帯電話に代表されるように、情報の高速・大容量伝送に
向けた高周波化が着実に進んでいる。これに対応すべく、情報末端機器等の電子機器に使
用されるプリント配線板やモジュール基板なども、高周波領域で伝送損失を低減させる低
誘電正接を有する材料を用いたものであることが必要とされている。
【０００３】
　従来、プリント配線板用の材料としては、エポキシ樹脂が汎用されている。エポキシ樹
脂は、高温・高湿下での寸法安定性、耐熱性、耐薬品性に優れ、従来の５００ＭＨｚ以下
といった周波数領域では、良好な電気特性を示し、実用面で最もバランスのとれた材料と
されている。
【０００４】
　しかし、エポキシ樹脂は、それを超える周波数領域、例えば、１～５ＧＨｚという高周
波数領域では、電気特性の低下、すなわち誘電正接の上昇という傾向を示すようになる。
例えば、基板として使用する市販のエポキシ樹脂の誘電特性（２５℃、５ＧＨｚ）は、誘
電率３．２以上、誘電正接０．０２以上にもなるため、特に、低誘電正接が求められる、
高周波領域での使用が予定されるプリント配線板用の材料としては、好ましくない。
【０００５】
　高周波数領域におけるエポキシ樹脂の誘電特性を改善するために、これまでにも様々な
技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。しかし、これらには、樹脂の硬化物
としてフィルム形状に加工することが極めて困難という問題がある。
　具体的には、１）フィルム化操作中に樹脂組成物が凝集するため、均一なフィルム化が
困難である；２）フィルム化操作中に巻き込み気泡が発生し、フィルムにピンホール状の
穴が発生する；３）フィルム化ができても、生フィルムを所定の硬化条件で、硬化させる
時に樹脂の溶解に伴なう凝集が発生し、フィルムの特性が損なわれることがある；４）生
フィルムを支持体のＰＥＴフィルムから適度な剥離性をもって、被着体に対し均一なフィ
ルムとして施工することが困難なことがある、といった問題が指摘される。一般に、フィ
ルム化に効果のある化合物は、誘電特性のうち誘電正接を悪化させる傾向があるため、フ
ィルム形状の加工に適し、かつ低誘電正接を有するエポキシ樹脂組成物の開発が期待され
ていた。
【０００６】
　加えて、近年の電子機器の小型化に伴い、使用されるプリント配線板やモジュール基板
などの各種回路部品にもまた、薄型化、高密度化することが求められている。
【０００７】
通常、プリント配線板の製造にあたり、導電体（例えば、銅箔）と、絶縁基材（例えば、
ポリイミドフィルム）とを貼り合せるのに、接着剤が使用される。すなわち、一般的なプ
リント配線板は、導電体層、接着剤層及び基材層の少なくとも三層から構成されている。
しかし、従来の接着剤層は、一般的に１８μｍ～３０μｍと、基材層とほぼ同等の厚さを
有することから、プリント配線板の薄型化という観点から、充分ではない。したがって、
接着剤層を薄膜化することにより、物理的・電気的特性を損なうことなくプリント配線板
の薄型化の要望に対応することが求められていた。
【０００８】
　一方、回路部品の高密度化に伴い、ベースフィルムや層間絶縁膜として用いられる樹脂
の放熱性の問題も顕在化してきている。例えば、放熱性に乏しい樹脂フィルムを使用する
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と蓄熱が起こり、電子機器そのものの信頼性が低下することがある。したがって樹脂フィ
ルムの放熱性を高めるため、熱伝導性の無機フィラーを添加した樹脂組成物が、種々報告
されている（例えば、特許文献２参照。）。しかしながら、そのような樹脂組成物は、加
工性が悪く、所望の熱伝導性と絶縁性を両立させつつ、薄い（例えば、２００μｍ厚以下
）フィルムを形成するのが困難という問題がある。
【特許文献１】特開平８－３４８３５号公報
【特許文献２】特開２００３－２４３８３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、これらの問題を解決し、高周波数領域（１～５ＧＨｚ）において低誘
電正接を有する硬化物を形成するエポキシ樹脂組成物及び該エポキシ樹脂組成物を用いて
得られるフィルムを提供することに関する。また本発明の目的は、無機フィラーを添加す
ることにより、所望の電気的、物理的性質が付与された硬化物を形成するエポキシ樹脂組
成物、及び該エポキシ樹脂組成物を用いて得られるフィルムを提供することに関する。特
に本発明の目的は、プリント配線板用の材料として、その薄型化、高密度化に寄与し得る
、加工性に優れたエポキシ樹脂組成物及び該エポキシ樹脂組成物を用いて得られる、絶縁
性、接着性に優れたフィルムを提供することに関する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記の課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、
（Ａ）フェノール骨格とビフェニル骨格を有するノボラック型エポキシ樹脂、及び重量平
均分子量が１０，０００～２００，０００であり、かつ水酸基を有する二官能性直鎖状エ
ポキシ樹脂よりなる群から選択される少なくとも１種のエポキシ樹脂、並びに
（Ｂ）フェノール性水酸基の少なくとも一部を脂肪酸でエステル化した変性フェノールノ
ボラック、を含むエポキシ樹脂組成物により、高周波数領域における誘電正接の低下が図
られること、さらに該エポキシ樹脂組成物より得られるフィルムが、優れた絶縁性、接着
性を備え、プリント配線板用の材料として有用であること、さらに、所望により熱伝導性
などの特性を付与する無機フィラーを含有させても、薄型フィルムを形成することが可能
であることを見出し、本発明を完成するに到った。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の樹脂組成物では、フェノール骨格とビフェニル骨格を有するノボラック型エポ
キシ樹脂、及び重量平均分子量が１０，０００～２００，０００であり、かつ水酸基を有
する二官能性直鎖状エポキシ樹脂よりなる群から選択される少なくとも１種のエポキシ樹
脂に、フェノール性水酸基の少なくとも一部を脂肪酸エステル化した変性フェノールノボ
ラックをエポキシ樹脂の硬化剤として組み合わせることにより、硬化後のポリマーに嵩高
い脂肪酸由来の基を導入して、ポリマーの運動性を落とし、ひいては誘電率や誘電正接を
低下させることが可能となるものと考えられる。本発明によれば、高周波数領域（１～５
ＧＨｚ）において低誘電率・低誘電正接を有する硬化物を形成するエポキシ樹脂組成物を
提供することができる。
【００１２】
　本発明のエポキシ樹脂組成物は、フィルムの形成、特にプリント配線板に用いられる接
着フィルムの形成に適している。なお、従来技術において、エポキシ樹脂系のフィルムは
、ガラス繊維、不織布等を使用したプリプレグの形態とされることが多かったが、本発明
は、ガラス繊維等を用いずに、フィルム化することに適したものである。ガラス繊維等を
用いずにフィルム化した場合、ガラス繊維等による誘電特性への影響が排除され、低誘電
率・低誘電正接を実現しやすくなる。また、本発明によれば、誘電特性（２５℃、５ＧＨ
ｚ）として、誘電率３．２未満、誘電正接０．０２未満を有するフィルムを形成するエポ
キシ樹脂組成物を提供することができる。
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【００１３】
　本発明のフィルムは、導電体（好ましくは、銅箔）及びポリイミドなどの絶縁基材に対
し十分な接着性を有するため、プリント配線板用の接着フィルムとして好適である。本発
明によれば、物理的・電気的特性を損なうことなく薄いフィルムを形成することが可能で
あるため、プリント配線板の薄型化に寄与することができる。例えば、本発明によれば、
何ら煩雑な前処理を必要とせず、予め導電体、好ましくは銅箔に本発明の樹脂組成物を常
法により塗布し、乾燥させ、接着フィルム層を形成させた銅箔付接着フィルムを製造する
ことができ、そして所望により、この銅箔付接着フィルムに、連続的に回路を形成するこ
ともできる。すなわち、連続的且つ一体的な工程（例えば、ロールトゥロール（Ｒｏｌｌ
　ｔｏ　Ｒｏｌｌ）方式など）により銅箔付接着フィルムを製造することができるため、
製造工程の短縮化や低コスト化が図れる。同時に、このような連続的且つ一体的な工程に
おいては、銅箔の取り扱いも容易になることから、従来技術で汎用されている厚さ１８μ
ｍの銅箔よりも、さらに薄い銅箔（例えば、２～１２μｍ）を使用することも可能となり
、プリント配線板の更なる薄型化に寄与することができる。
【００１４】
　さらに、本発明の樹脂組成物は、無機フィラーにより所望の性質を付与するのに好適で
ある。例えば、本発明の樹脂組成物に、無機フィラーとして熱伝導性物質又は不要輻射吸
収性物質を添加することにより、当該樹脂組成物より得られるフィルムは、当該無機フィ
ラーの性質である熱伝導性又は不要輻射吸収性が付与されたものとなる。また、本発明の
樹脂組成物に、無機フィラーとしてセラミック誘電体物質を添加することにより、低誘電
率・低誘電正接を有する当該樹脂組成物より得られるフィルムの誘電特性、特に誘電率を
、所望により高誘電率へと変化させることもできる。さらに本発明の樹脂組成物は、優れ
た加工性を有し、従来の無機フィラー含有樹脂組成物では形成が困難であった２００μｍ
以下の薄型フィルムを形成するのに適している。したがって、該樹脂組成物を用いて得ら
れる電気絶縁性フィルムは、ガラス基板、ガラスエポキシ基板、フェノール基板、ＢＴ基
板、ポリイミド基板及びセラミック基板等の各種多層配線板用表面に熱伝導性、不要輻射
吸収性などの機能を付与するフィルム中間層として、あるいは所望の誘電特性を有するフ
ィルムとして使用することができ、近年の情報の高速・大容量伝送に対応し得ると同時に
、電子機器の小型化・軽量化（小型化による部品の発熱を防止、又は回路内に所望の誘電
特性を付与するなど）にも対応し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】電磁波吸収測定装置の模式図であり、１：ネットワークアナライザー、２：信号
発生器、３：ホーンアンテナ、４：入射波、５：反射波、６：金属反射板、７：試料を示
す。
【図２】図１の装置で測定した各周波数の減衰量を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、本発明をより詳細に説明するが、これらは本発明をいかなる意味においても限
定するものではない。
【００１７】
　本発明の樹脂組成物は、（Ａ）フェノール骨格とビフェニル骨格を有するノボラック型
エポキシ樹脂、及び重量平均分子量が１０，０００～２００，０００であり、かつ水酸基
を有する二官能性直鎖状エポキシ樹脂よりなる群から選択される少なくとも１種のエポキ
シ樹脂を含む。
【００１８】
　フェノール骨格とビフェニル骨格を有するノボラック型エポキシ樹脂は、分子骨格及び
側鎖が剛直で、硬化後のポリマーの運動性を落とす方向に働くものといえる。
【００１９】
　具体的には、式（１）：
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【００２０】

【００２１】
で示され、式中、ｎは平均値を表し、１～１０、好ましくは１～５、特に好ましくは１で
ある、エポキシ樹脂が挙げられ、中でも、式（１′）：
【００２２】

【００２３】
で示され、式中、ｎは式（１）で定義したとおりである、エポキシ樹脂が挙げられる。
【００２４】
　重量平均分子量が１０，０００～２００，０００であり、かつ水酸基を有する二官能性
直鎖状エポキシ樹脂は、好ましくは、重量平均分子量が１５，０００～７０，０００であ
る。数平均分子量は、好ましくは、３，７００～７４，０００、より好ましくは、５，５
００～２６，０００であり、エポキシ当量が、５０００ｇ／当量以上のものである。重量
平均分子量、数平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー法（ＧＰＣ）に
より、標準ポリスチレンによる検量線を用いた値とする。重量平均分子量／数平均分子量
が２～３の範囲のものが特に好ましい。
【００２５】
　このようなエポキシ樹脂としては、具体的には、式（２）：
【００２６】

【００２７】
で示され、式中、Ｘは、同一であっても、異なっていてもよく、単結合、炭素数１～７の
炭化水素基、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＳＯ２－、－ＣＯ－又は基：
【００２８】

【００２９】
であり、ここで、
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　Ｒ２は、同一であっても、異なっていてもよく、炭素数１～１０の炭化水素基又はハロ
ゲン原子であり；
　Ｒ３は、水素原子、炭素数１～１０の炭化水素基又はハロゲン原子であり、；
　ｂは、同一であっても、異なっていてもよく、０～５の整数であり；
　Ｒ１は、同一であっても、異なっていてもよく、炭素数１～１０の炭化水素基又はハロ
ゲン原子であり；
　ａは、同一であっても、異なっていてもよく、０～４の整数であり；
　ｎは、平均値を表し、２５～５００である、エポキシ樹脂が挙げられる。
【００３０】
　特に、式（２）において、ａが０である、式（２′）：
【００３１】

【００３２】
で示され、式中、Ｘ、ｎは式（２）と同義である、エポキシ樹脂が好ましい。
【００３３】
　これらのエポキシ樹脂は、単独でも２種以上を併用してもよい。
【００３４】
　本発明の樹脂組成物は、（Ｂ）フェノール性水酸基の少なくとも一部を脂肪酸エステル
化した変性フェノールノボラックを含む。
【００３５】
　（Ｂ）成分としては、例えば、式（３）：
【００３６】

【００３７】
で示され、式中、Ｒ５は、同一であっても、異なっていてもよく、炭素数１～５のアルキ
ル基であり、好ましくはメチル基であり、
　Ｒ６は、同一であっても、異なっていてもよく、炭素数１～５のアルキル基、置換若し
くは非置換のフェニル基、置換若しくは非置換のアラルキル基、アルコキシ基又はハロゲ
ン原子であり、
　Ｒ７は、同一であっても、異なっていてもよく、炭素数１～５のアルキル基、置換若し
くは非置換のフェニル基、置換若しくは非置換のアラルキル基、アルコキシ基又はハロゲ
ン原子であり、
　ｄは、同一であっても、異なっていてもよく、０～３の整数であり、
　ｅは、同一であっても、異なっていてもよく、０～３の整数であり、
　ｎ：ｍは、１：１～１．２：１であることができる。式（３）におけるｎ、ｍは、繰り
返し単位の平均値であり、繰り返し単位の順序は限定されず、ブロックでもランダムでも
よい。
【００３８】
　式（３）において、ｎとｍの比は、約１：１であることがより好ましい。ｎとｍの合計
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としては、例えば２～４とすることができる。
【００３９】
　好ましくは、式（３）において、ｄ及びｅが０である：式（３′）
【００４０】

【００４１】
で示され、式中、Ｒ５、ｎ及びｍは上記と同義である、変性フェノールノボラックが挙げ
られる。特に好ましくは、Ｒ５がメチル基のアセチル化フェノールノボラックである。
【００４２】
　これらの変性フェノールノボラックは、単独でも２種以上組み合わせて用いてもよい。
【００４３】
　本発明の樹脂組成物には、（Ａ）成分１００重量部に対して、（Ｂ）成分を３０～２０
０重量部で配合することができる。配合量がこの範囲であると、硬化性が良好で、フィル
ム化しやすく、かつ良好な誘電特性が期待できる。好ましくは、（Ａ）成分１００重量部
に対して、（Ｂ）成分が５０～１８０重量部である。なお、（Ａ）成分が上記のフェノー
ル骨格とビフェニル骨格を有するノボラック型エポキシ樹脂の場合、（Ｂ）成分を３０～
７０重量部で配合することが特に好ましく、上記の二官能性直鎖状エポキシ樹脂の場合、
（Ｂ）成分を１２０～１８０重量部で配合することが特に好ましい。
【００４４】
　本発明のエポキシ樹脂組成物は、場合により（Ｃ）イソシアナート化合物を含む。エポ
キシ樹脂中に水酸基がある場合はその水酸基や、エポキシ樹脂が開環した際に生成する水
酸基と、イソシアナート化合物中のイソシアナト基が反応して、ウレタン結合を形成し、
硬化後のポリマーの架橋密度を上げ、分子の運動性をさらに低下させるとともに、極性の
大きい水酸基が減少するため、一層の誘電率の低下、誘電正接の低下が可能になると考え
られるので、このような誘電特性が要求されるような場合、特に好ましい。さらに、一般
にエポキシ樹脂は分子間力が大きく、フィルム化する場合に均一な成膜が困難であり、か
つフィルム化してもフィルム強度が弱く、フィルム形成時にクラックが入りやすい傾向が
あるが、イソシアナート化することにより、これらの欠点を除くことができるため、加工
性の点からも好ましい。
【００４５】
　（Ｃ）成分としては、２個以上のイソシアナト基を有するイソシアナート化合物が挙げ
られる。例えば、ヘキサメチレンジイソシアナート、ジフェニルメタンジイソシアナート
、トリレンジイソシアナート、イソホロンジイソシアナート、ジシクロヘキシルメタンジ
イソシアナート、テトラメチルキシレンジイソシアナート、キシリレンジイソシアナート
、ナフタレンジイソシアナート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート、トリジン
ジイソシアナート、ｐ－フェニレンジイソシアナート、シクロヘキシレンジイソシアナー
ト、ダイマー酸ジイソシアナート、水素化キシリレンジイソシアナート、リシンジイソシ
アナート、トリフェニルメタントリイソシアナート、トリ（イソシアナトフェニル）トリ
ホスファート等である。好ましくは、ＨＭＤＩ（ヘキサメチレンジイソシアナート）、Ｄ
ＰＭＤＩ（ジフェニルメタンジイソシアナート）である。また、イソシアナート化合物に
は、イソシアナート化合物の一部が環化反応により、イソシアヌレート環を形成したプレ
ポリマーを含むものとする。例えば、イソシアナート化合物の３量体を含むプレポリマー
が挙げられる。
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【００４６】
　（Ｃ）成分は、特に上記の二官能性直鎖状エポキシ樹脂との組み合わせで使用すること
が好ましい。上記の二官能性直鎖状エポキシ樹脂中には水酸基が存在するため、この水酸
基と（Ｃ）成分のイソシアナト基が反応することができるためである。さらにエポキシ樹
脂の開環反応に伴なう生成した水酸基との反応も並行しているため、効果の向上が見込め
るからである。
【００４７】
　（Ｃ）成分は、（Ａ）成分１００重量部に対して、１００～４００重量部で使用するこ
とができ、好ましくは３００～３５０重量部である。配合量がこの範囲であると、フィル
ム形成時に、発泡が抑えられ均一なフィルムになりやすく、またハジキ現象が生じにくい
。さらに、形成したフィルムを乾燥させた後クラックが生じにくく、フィルムの操作性に
優れ、誘電特性も良好であることが期待できる。
【００４８】
　本発明のエポキシ樹脂組成物は、場合により（Ｄ）無機フィラーを含む。無機フィラー
は、成分（Ａ）～（Ｃ）を含むエポキシ樹脂組成物に、さらに所望の電気的及び／又は物
理的性質を付与するものであり、本発明の樹脂組成物の用途に応じて適宜選択されるが、
例えば、熱伝導性物質、不要輻射吸収性物質、セラミック誘電体物質などである。
【００４９】
　具体的に、例えば熱伝導性物質としては、酸化アルミニウム、二酸化ケイ素などの酸化
物、窒化アルミニウム、窒化ホウ素などの窒化物、不要輻射吸収性物質としては、フェラ
イトなどの酸化鉄が挙げられ、さらにセラミック誘電体物質としてはチタン酸バリウム、
酸化チタンなどが挙げられる。好適には、要求される機能性フィルムに応じて窒化アルミ
ニウム、窒化ホウ素、フェライト、セラミック誘電体物質から選択される。
【００５０】
　なお、本発明の樹脂組成物は、それ自身は高周波領域で低誘電率・低誘電正接を有する
硬化物を形成するエポキシ樹脂組成物であるが、セラミック誘電体物質を添加することに
より、低誘電正接を維持しながら、誘電率を低誘電率から高誘電率へと変化させることが
可能である。高誘電率・低誘電正接を有するプリント配線板用の材料は、一般に高周波領
域でのプリント配線板の小型化の点から有用である。
【００５１】
　これらの無機フィラーの使用量は、所望の性質を発揮させるのに必要な量であって、か
つフィルム形成が可能な量であれば、特に制限されるものではないが、成分（Ａ）～（Ｃ
）の合計１００重量部に対して、２００～５００重量部であり、特に、３５０～４７０重
量部、より特定的には３８０～４２０重量部使用することが、無機フィラーの樹脂組成物
に対する分散性や、得られる樹脂組成物の加工性の点から好ましい。
【００５２】
　本発明で使用し得る無機フィラーは、粒状、粉末状、りん片等のいずれの形態であって
もよいが、その平均粒径（粒状でない場合は、その平均最大径）が、０．５μｍ以下であ
ることが、無機フィラーの樹脂組成物に対する分散性や、得られる樹脂組成物の加工性の
点から好ましい。特に０．３μｍ以下のものが、薄型フィルムを成形する点から好ましい
。
【００５３】
　本発明で使用し得る無機フィラーは、必要に応じて、表面処理を施されたものであって
もよい。例えば、粒子表面に酸化皮膜を形成させたものであってもよい。
【００５４】
　本発明の樹脂組成物には、任意の成分として硬化促進剤を配合することができる。硬化
促進剤としては、２－エチル－４－メチルイミダゾール等の複素環化合物イミダゾール類
のエポキシ樹脂組成物の硬化促進剤として公知のものを使用することができる。硬化促進
剤は、（Ａ）成分１００重量部に対して、１～１０重量部で使用することが好ましい。ま
た、重合開始剤を配合することでき、例えば、１，１，３，３－テトラメチルブチルペル
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オキシ－２－エチルヘキサノアート等公知のものを使用することができる。重合開始剤は
、（Ａ）成分１００重量部に対して、１～１０重量部で使用することが好ましい。
【００５５】
　本発明の樹脂組成物には、必要に応じて、粘着性付与剤、消泡剤、流動調整剤、成膜補
助剤及び／又は分散助剤等の添加剤を配合することができる。成膜補助剤としては、例え
ばジビニルベンゼンを使用することができる。成膜補助剤は、（Ａ）成分１００重量部に
対して、５０～１５０重量部で使用することが好ましい。
【００５６】
　また、本発明の樹脂組成物には、本発明の目的を損なわない範囲で、弾性率の向上、膨
張係数の低下、ガラス転移温度（Ｔｇ値）の変更等のために、必要に応じて、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、脂環式エポキシ樹脂、ビフェ
ニルエポキシ樹脂等の（Ａ）成分以外のエポキシ樹脂を各種選択して配合することができ
る。
【００５７】
　また、本発明の樹脂組成物には、本発明の目的を損なわない範囲で、脂肪酸エステル化
されていないフェノールノボラック、クレゾールノボラック樹脂、フェノール数核体、例
えば３～５核体程度等のフェノール類等の公知エポキシ樹脂硬化剤を配合することができ
る。
【００５８】
　本発明の樹脂組成物は、慣用の方法により製造することができる。例えば溶媒の存在下
又は非存在下に（Ａ）、（Ｂ）及び場合により（Ｃ）成分の各々を加熱真空混合ニーダー
により混合した後、場合により（Ｄ）成分を添加してもよく、あるいは、全ての成分を同
時に混合してもよい。樹脂成分は所定の溶剤濃度に溶解し、それらを４０～６０℃に加温
された反応釜に所定量投入し、回転数５００ｒｐｍ～１０００ｒｐｍで回転させながら、
常圧混合を３０分行うことができる。その後、真空下（最大１トール）で更に３０分～６
０分混合攪拌することができる。ただし（Ｄ）成分を他の成分と同時に攪拌する場合は、
真空下での混合攪拌時間を３０～６０分延長するのが好ましい。
【００５９】
　本発明のフィルムは、本発明の樹脂組成物より、公知の方法により得ることができる。
例えば本発明の樹脂組成物を、溶剤で希釈してワニスとし、これを支持体の少なくとも片
面に塗布し、乾燥及び／又は硬化の後、支持体付の未硬化／硬化フィルム、又は支持体を
剥離した硬化フィルムとして提供することができる。
【００６０】
　ワニスに使用可能な溶剤としては、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等の
ケトン類；更に、トルエン、キシレン等の芳香族溶剤、ジオクチルフタレート、ジブチル
フタレート等の高沸点溶媒等が挙げられる。溶剤の使用量は、特に限定されず、従来から
使用されている量とすることができるが、好ましくは、固形分に対して２０～９０重量％
である。
【００６１】
　支持体は、フィルムの製造方法における所望の形態により適宜選択され、特に限定され
ないが、例えば、銅、アルミニウム等の金属箔、ポリエステル、ポリエチレン等の樹脂の
キャリアフィルム等が挙げられる。本発明の樹脂組成物により形成されるフィルムを、支
持体から剥離したフィルムの形態として得る場合、支持体は、シリコーン化合物等で離型
処理されていることが好ましい。
【００６２】
　ワニスを塗布する方法は、特に限定されないが、例えば、スロットダイ方式、マイクロ
グラビア方式、ドクターコーター方式等が挙げられ、所望のフィルムの厚みなどに応じて
適宜選択されるが、特にマイクログラビア方式が、フィルムの厚みを薄く設計しうること
から好ましい。塗布は、乾燥及び／又は硬化後に形成されるフィルムの厚みが、本発明の
フィルムの厚みとなるように行われる。このような厚みは、当業者であれば、溶剤含有量
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から導くことができる。
【００６３】
本発明の樹脂組成物が、（Ｄ）成分を含まない場合、フィルムの厚みは、用途に応じて要
求される機械的強度などの特性に基づいて適宜設計されるが、一般に１８～３０μｍ、特
には１０～３０μｍであり、また特に薄型化が要求されるような場合には、１０μｍ～２
０μｍであるのが好ましい。本発明のフィルムは、このような範囲においても、プリント
配線板の材料として、十分な物理的・電気的特性を保持することができる。
【００６４】
本発明の樹脂組成物が、（Ｄ）成分を含む場合、フィルムの厚みは、無機フィラーの含有
量等を勘案し、用途に応じて要求される機械的強度などの特性に基づいて適宜設計される
が、一般に２０～２００μｍの厚みとすることができ、好ましくは３０～９０μｍの厚み
とすることができる。
【００６５】
　乾燥の条件は、ワニスに使用される溶剤の種類や量、ワニスの使用量や塗布の厚みなど
に応じて適宜設計され、特に限定されるものではないが、例えば、６０℃～１２０℃であ
り、大気圧下で行うことが好ましい。
【００６６】
　硬化の条件は、特に限定されないが、例えば、硬化温度を段階的に上昇させることがで
き、具体的には８０℃、１００℃、１５０℃、１８０℃に段階的に温度を引き上げること
ができる。また、硬化時間はフィルムの完全な硬化状態を維持する条件とすることができ
る。
【００６７】
　さらに本発明は、上記本発明のフィルムと、導電体（好ましくは、銅箔）とを含む、導
電体付フィルムにも関する。本発明の導電体付フィルムは、本発明のフィルムと、導電体
とを含むものであれば、いかなるものであってもよく、これらは常法により得ることがで
きるが、例えば、上述のフィルムを形成する方法で述べた支持体として導電体である金属
箔を使用することが好ましい。本発明のフィルムは、乾燥及び／又は硬化後には、導電体
である金属箔及びポリイミドなどの絶縁基材に対し充分な接着強度を有するものであり、
具体的に本発明の導電体付フィルムは、硬化後には、導電体層と接着フィルム層との間の
剥離強度が、３Ｎ／ｃｍ以上、好ましくは５Ｎ／ｃｍ以上、より好ましくは５～１０Ｎ／
ｃｍと実用上十分な接着強度を有している。
【００６８】
　本発明の導電体付フィルムに用いられる導電体は、銅、アルミニウム、銀又はプラチナ
あるいはこれらの金属の合金など、導電層を形成できるものであればよいが、導電性や、
入手が容易であることなどのから、銅の使用が好ましい。導電層の厚みは、導電体の種類
や、プリント配線板の製造方法などに依存するが、例えば、銅箔を使用する場合、１２～
３５μｍ厚の銅箔（電解銅箔又は圧延銅箔のいずれでもよい）であり、特に１２～１８μ
ｍ厚の銅箔であるのが好ましい。
【００６９】
一般に、銅箔と絶縁基材とを、接着剤を介して接着させる場合、銅箔の厚みは１８～３５
μｍであるのが好ましい。銅箔の厚みが１８μｍより薄い場合、例えば１２μｍの銅箔を
、接着剤を介して絶縁基材と接着させようとすると、銅箔のしわや破断といった問題が生
じやすくなり、一般的に取り扱いが困難となる。したがって、銅箔自体は従来から薄厚の
ものが市販されていたものの、それを用いることは実質的に困難であった。
【００７０】
一方本発明では、上記に述べたように、例えば銅箔を支持体として、本発明の樹脂組成物
のワニスを直接塗布し、乾燥させ、さらに場合により回路を形成するという工程も含めて
、一連の作業を連続的且つ一体的に行うことが可能である。ここで得られた（場合により
、回路が形成されている）銅箔付接着フィルムを絶縁基材と接着させようとする場合、銅
箔付接着フィルムを、絶縁基材に配し、接着フィルム層を硬化させることにより、所望の
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位置に固定させればよく、新たに接着剤を塗布する必要はない。したがって、銅箔も、ワ
ニスを塗布する際に破断しない範囲であれば使用することができ、しわや破断といった上
記のような問題点が生じ難くなるため、上記に挙げたものよりもさらに薄い銅箔、例えば
２～１２μｍ厚のものも使用可能となり、プリント配線板の更なる薄型化を図ることがで
きる。
【００７１】
　本発明のエポキシ樹脂組成物、及び該エポキシ樹脂組成物を用いて得られるフィルムは
、プリント配線板、モジュール基板等に用いることができる。より具体的には、本発明の
フィルムは、例えばフレキシブルプリント配線板といった、前述したプリント配線板の導
電体層と基材との間の接着剤層として、あるいはプリント配線板の基板の上下側の保護膜
、多層配線板の層間絶縁膜として、または導体パターンの保護層のカバーフィルム、アー
ス部分に相当する多層プリント基板（有機材料製、無機材料製）の最外装に高周波回路形
成層を付与するための絶縁膜等として、電子部品の製造に使用することができる。
【実施例】
【００７２】
　以下、本発明を、実施例によってさらに詳細に説明する。本発明は、これらの実施例に
よって限定されるものではない。なお、実施例中、配合量の単位は、特に断らない限り、
重量部である。
【００７３】
実施例１～２、比較例１～５
　表１に示す配合で、樹脂組成物のワニスを調製した。次いで、得られたワニスからフィ
ルムを形成し、以下の評価１～９に従って試験した。結果を表１に示す。
【００７４】
評価１（誘電特性）
支持体である離型剤付フィルム（シリコーン系離型剤、ＰＥＴフィルム）上に、ドクター
コーター、スロットダイコーター又はマイクログラビヤコーターを用いて、硬化後の厚み
が２～９０μｍとなるよう塗布し、乾燥後、未硬化のフィルムを得た。
【００７５】
　その後、８０℃で３０分、１００℃で６０分、１５０℃で６０分、１８０℃で６０分の
条件で硬化させ、支持体を剥した後、１５０℃に加熱したガラス板ではさみ平らな状態に
したフィルムを得た。この硬化フィルムに、さらに同じ組成の未硬化のフィルムをスタッ
クし、真空加熱硬化を行った。得られたフィルムを幅１．５ｍｍ、長さ８０ｍｍ、厚さ０
．５ｍｍに加工し、試料とした。
【００７６】
　試料を、室温で、空洞共振器（機器名：摂動法誘電体測定装置、関東電子応用開発（株
）製）を用いて、誘電率、誘電正接を測定した。結果を表１に示す。
【００７７】
評価２（塗布厚さ）
　各種の厚さの電解銅箔（２、５、１２、１８及び３５μｍ）上に、マイクログラビヤコ
ーターを用いて、得られたワニスを硬化後の厚みが２～９０μｍとなるよう塗布した。そ
の後、８０℃で３０分、１００℃で６０分、１５０℃で６０分、１８０℃で６０分の条件
で硬化させた。銅箔付フィルムがカール無しで維持できる樹脂層の塗布厚さを評価した。
結果を表１に示す。
【００７８】
評価３（剥離強度）
　各種の厚さの電解銅箔（２、５、１２、１８及び３５μｍ）に、得られたワニスを塗布
し、９０℃で乾燥させ、次いで１５０℃で硬化させ、樹脂層の厚さが５０μｍである銅箔
付フィルムを得た。得られた銅箔付フィルムの剥離強度をＪＩＳ　Ｃ５０１６　８．３に
従って測定した。結果を表１に示す。なお、銅破断とは、フィルムとの剥離以前に銅自体
が破断したことを意味する。
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評価４（せん断接着強度）
評価は、評価１と同様の方法で得られた未硬化フィルムを用いて、ＪＩＳ　Ｃ６４８１　
５．７に沿って実施した。このとき未硬化フィルム厚さは３０μｍのものを用いた。基板
の幅は２０ｍｍ、貼り合わせ長さも２０ｍｍとした。ＰＭＩＤ（ポリイミド）は厚さ２５
０μｍ、他は１ｍｍの厚さの材料を使用した。結果を表１に示す。
【００８０】
評価５（保存性）
評価１と同様の方法で得られたＰＥＴ上に作成した未硬化のフィルム（厚さ３０μｍ）を
、２５℃で、６５から８５ＲＨ％の環境下に所定の時間放置した後、ＦＲ－４上に重ね、
クリップで留める。この状態で１５０℃の乾燥機に入れ２０分後に取り出し、ＰＥＴ基板
からはがれるかを見た。またＰＥＴ基板から剥離、ＡｌとＡｌの間に挟み１５０℃で２０
分硬化し、ラップシェア強度を測定した。初期値の±５％以内であれば変化なしとした。
この時間を保存性として示した。結果を表１に示す。
【００８１】
評価６（転写性）
評価１と同様の方法で得られたＰＥＴ上に作成した未硬化のフィルム（厚さ３０μｍ）を
、２５℃で、６５から８５ＲＨ％の環境下に放置した後、ＦＲ－４上に重ね、クリップで
留める。この状態で１５０℃の乾燥機に入れ、２０分後取り出し、ＰＥＴ基板からはがれ
るかを見た。結果を表１に示す。
【００８２】
評価７（絶縁破壊電圧）
５００μｍの銅箔に、評価１と同様の方法で得られた厚さ３０μｍの未硬化フィルムを張
り、１５０℃で、２０分硬化した。銅面にリード線をはんだ付けし、シリコンオイルに浸
漬する。直径２０ｍｍのステンレスボールにリード線を付けた電極をフィルム上に接地さ
せ、電流が流れるまで電圧を毎秒１００Ｖであげる。電流が流れた電圧を絶縁破壊電圧と
し、位置をずらして５回測定し平均値を求めた。結果を表１に示す。
【００８３】
評価８（吸水率）
　評価１と同様の方法で得られた、厚さ１２５μｍ、大きさ１００×１００ｍｍの硬化フ
ィルムを１００℃１時間乾燥し、初期重量を求める。その後１２０℃、８５ＲＨ％に２４
時間放置、重量変化から吸水率を求める。結果を表１に示す。
【００８４】
評価９（半田リフロー）
２６０℃のはんだ浴に、評価１と同様の方法で得られた、厚さ２５μｍ、大きさ２０×２
０ｍｍの硬化フィルムを１０秒浸漬を３回繰返し、外観のふくれ、クラックなどの有無を
観察した。結果を表１に示す。
【００８５】
【表１】



(15) JP 5015591 B2 2012.8.29

10

20

30

40



(16) JP 5015591 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

＊溶剤は固形分に対しての重量％表示
＊エポキシ樹脂１：フェノール骨格とビフェニル骨格を有するノボラック型エポキシ樹脂
。式（１′）でｎ＝１～１．２のもの。
＊エポキシ樹脂２：重量平均分子量が３９０００であり、かつ水酸基を有する二官能性直
鎖状エポキシ樹脂。エポキシ当量１２０００ｇ／当量、数平均分子量１４５００。
＊エポキシ樹脂３：大日本インキ化学工業社製　ＥＰ８２８
＊エポキシ樹脂４：大日本インキ化学工業社製　ＥＰ１００１
＊エポキシ樹脂５：大日本インキ化学工業社製　ＥＰ１００７
＊エポキシ樹脂６：日本化薬社製　ＥＯＣＮ１０２０
＊エポキシ樹脂７：ジャパンエポキシレジン社製　ＹＸ４０００Ｈ
＊エポキシ樹脂８：大日本インキ化学工業社製　ＨＰ４０３２Ｄ
＊アセチル化フェノールノボラツク（ｎ：ｍ＝１：１）
＊酸無水物１：ジャパンエポキシレジン社製　ＹＨ３０６
＊酸無水物２：大日本インキ化学工業社製　Ｂ６５０
＊ジビニルベンゼン：新日鉄化学（株）製　ＤＶＢ９６０
【００８６】
　表１に示されるように、本発明の組成物によるフィルムは、誘電特性に優れていること
が確認された。一方、従来の組成物によるフィルムは、その特性は、誘電率（５ＧＨｚ）
では３．０以上、誘電正接（５ＧＨｚ）は０．０２以上であった。また、フィルム厚が、
２μｍと薄いものであっても、表１に示した充分な電気的・物理的特性を有することが確
認された。
【００８７】
実施例３～１０、比較例６～７
　表２に示す配合で、無機フィラーを添加した樹脂組成物のワニスを調製した。次いで、
得られたワニスからフィルムを形成し、上記の評価１及び２～９、並びに以下の評価１０
～１３に従って試験した。結果を表２に示す。
【００８８】
評価１０（フィルム成形性）
スロットダイコーターを使用して、２０から２００μｍのフィルムをＰＥＴ上に作成した
。乾燥厚み精度±５％の未硬化フィルムを作成できた。結果を表２に示す。
【００８９】
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評価１１（フィルムの巻き取り性）
１０ｍの未硬化フィルム（厚さ３０μｍ）を、３７ｍｍの芯に巻き取り、その後広げたフ
ィルムにクラックなどを観察する。結果を表２に示す。
【００９０】
評価１２（熱伝導率）
　熱伝導性フィラーを添加した、実施例６及び７の樹脂組成物のワニスより、評価１の方
法に従って得られた１００μｍ厚の硬化フィルムの熱伝導性をＮＥＴＺＳＣＨ社製　ＬＦ
Ａ４４７　Ｎａｎｏｆｌａｓｈにより熱拡散係数を算出し、熱伝導率に変換した。結果を
表２に示す。
【００９１】
評価１３（不要輻射吸収性）
　ネットワークアナライザー（アジレント・テクノロジー社製、８７５７Ｄ　Ｓｃａｌａ
ｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｎａｌｙｚｅｒ／Ｅ８２４７Ｃ　ＰＳＧ　ＣＷ　Ｓｉｇｎａｌ　
Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）を用い、図１の模式図に従い、不要輻射吸収性を評価した。電磁波
吸収測定は自由空間法を用い、図１に示すように測定試料（無機フィラーとしてフェライ
トを添加した実施例８の樹脂組成物のワニスより、評価１の方法に従って得られた硬化フ
ィルム：１００μｍ厚）を送信アンテナから３０ｃｍの距離の位置において反射減衰量Ｓ

１１を測定することにより電波吸収特性を求めた。結果を図２に示す。
【００９２】
【表２】
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【００９３】
＊チタン酸バリウム（誘電率７５、ｔａｎδ　０．０５）：平均粒径　２μｍ、
＊酸化チタン：石原産業株式会社社製、平均粒径　１μｍ、
＊窒化ホウ素：電気化学工業社製（ＳＰ－２）平均粒径　０．８（±０．４）μｍ、
＊不要輻射材料（フェライト）：戸田工業株式会社製、平均粒径　０．５μｍ、
＊窒化アルミニウム：電気化学工業製（ＷＦ）、平均粒径　３μｍ。
【００９４】
　表２に示されるように、本発明の無機フィラーを添加した樹脂組成物により形成された
フィルムは、誘電特性に優れていることが確認された。一方、従来の組成物によるフィル
ムは、薄型のフィルムを形成しうると同時に、接着性その他の特性を大きく損なうことな
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く、無機フィラーにより所望の特性を付与しうることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　本発明によれば、高周波数領域（１～５ＧＨｚ）において低誘電正接を有する硬化物を
形成するエポキシ樹脂組成物を提供することができ、該樹脂組成物を用いて得られるフィ
ルムは、近年の情報の高速・大容量伝送に対応し、且つプリント配線板などの薄型化、高
密度化に寄与し得るものである。また本発明によれば、無機フィラーを添加することによ
り、所望の電気的、物理的性質が付与され、加工性に優れた硬化物を形成するエポキシ樹
脂組成物を提供することができ、該エポキシ樹脂組成物を用いて得られるフィルムは、所
望の電気的、物理的性質に加えて、絶縁性、接着性に優れているため、例えば多層プリン
ト配線板の層間絶縁膜などに有用である。

【図１】

【図２】
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