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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属層の表面に樹脂層を備えた積層体の樹脂層を構成する樹脂組成物であって、
　ポリフェニレンエーテル化合物１００質量部に対して、１０質量部～１００質量部のス
チレンブタジエンブロック共重合体と、０．１質量部～１００質量部のデスミア液溶解促
進成分と、０．１質量部～３０質量部のカール低減成分とを含み、
　前記デスミア液溶解促進成分は、ジアリルフタレートの単量体又は重合体、（メタ）ア
クリレート及び不飽和ポリエステルから選ばれる一種以上であり、
　前記カール低減成分は、α－メチルスチレンダイマー（２，４－ジフェニル－４－メチ
ル－１－ペンテン）、ラウリルメルカプタン、オクチルメルカプタン、２－メルカプトエ
タノール、チオグリコール酸オクチル及び３－プロピオンメルカプトから選ばれる一種以
上であることを特徴とする樹脂組成物。
【請求項２】
　当該樹脂組成物１００質量部（但し、誘電体粒子を除く）に対して、５０質量部～６０
０質量部の誘電体粒子を含む請求項１に記載の樹脂組成物。
【請求項３】
　前記誘電体粒子は、ペブロスカイト構造を有する複合酸化物である請求項２に記載の樹
脂組成物。
【請求項４】
　前記デスミア液溶解成分がジアリルフタレートの重合体である請求項１～請求項３のい
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ずれか一項に記載の樹脂組成物。
【請求項５】
　前記積層体は、樹脂層付金属箔である請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の樹脂
組成物。
【請求項６】
　金属箔の少なくとも片面に樹脂層を備える樹脂層付金属箔であって、
　当該樹脂層は、請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の樹脂組成物を用いて形成さ
れたものであることを特徴とする樹脂層付金属箔。
【請求項７】
　前記樹脂層は、誘電体層として用いられる層である請求項６に記載の樹脂層付金属箔。
【請求項８】
　請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の樹脂組成物を用いて形成された樹脂層と、
金属層とを備えたことを特徴とする金属張積層板。
【請求項９】
　請求項６若しくは請求項７に記載の樹脂層付金属箔、又は請求項８に記載の金属張積層
板を用いて形成されたことを特徴とするプリント配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件発明は、金属張積層板等の金属層の表面に樹脂層を備えた積層体の樹脂層を構成す
る樹脂組成物、当該樹脂組成物を用いて形成された樹脂層を備える樹脂層付金属箔、金属
張積層板及びプリント配線板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、多層プリント配線板の製造材料として、樹脂層付金属箔が用いられている。
樹脂層付金属箔の樹脂層部分は絶縁層又は接着剤層として用いられ、金属箔部分は導体パ
ターン等が形成される導体層として用いられる。近年、電子機器の小型軽量化、高速化、
多機能化に伴い、電子機器に搭載されるプリント配線板の多層化が進展している。また、
これらの電子機器の中には１ＧＨｚを超える高周波信号で作動するものも多く、信号処理
の高速化も進んでいる。このような高周波信号で高速に動作する高周波・高速回路では、
信号遅延及び信号の伝送損失を抑制するという観点から、低誘電率及び低誘電正接の絶縁
材料を用いて絶縁層を形成することが好ましい。従って、樹脂層付金属箔においても、誘
電率及び誘電正接が共に低い絶縁材料を用いて樹脂層を形成することが好ましい。
【０００３】
　一方、近年、多層プリント配線板の内層にキャパシタ回路を形成することが行われてい
る。上記樹脂層付金属箔は、このような内蔵キャパシタを形成するための材料としても用
いられ、樹脂層が誘電体層として用いられる場合もある（例えば、「特許文献１」参照。
）。この場合、誘電層の誘電率が高い方が静電容量の大きいキャパシタを形成することが
可能になる。一方、誘電損失等を考慮した場合、誘電層の誘電正接は低いことが好ましく
、誘電率は高すぎないことが好ましい。このように樹脂層の用途に応じて、樹脂層に要求
される誘電特性は異なるものの、いずれの場合であっても誘電正接の低い高周波特性に優
れた材料であることが求められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ２００９／００８４７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上述のような樹脂層付金属箔を用いて、ビルドアップ法により多層プリント
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配線板を製造する場合、層間接続のためにスルーホール又はブラインドビア等の穴（以下
、「スルーホール等」と称する。）がドリルやレーザ加工により開けられる。そして、そ
の後、スルーホール等の内部と内層回路とを導通するためにめっき処理が施される。めっ
き処理の際に、スルーホール等の内部に樹脂（スミア）が残留していると、内層回路とス
ルーホール等との電気的接続信頼性を確保することができない。このため、めっき処理を
施す前に、過マンガン酸カリウム等からなるデスミア液を用いてスミアを化学的に溶解除
去するデスミア処理が一般に行われている。ここで、デスミア液に対する樹脂層の溶解性
が高くなりすぎると、デスミア処理の際に、スルーホール又はブラインドビア等の周囲に
おいて樹脂層の溶解が進行して樹脂部が後退する。その場合、樹脂層と導体層との密着性
が局部的に低下するため、好ましくない。一方、デスミア液に対する樹脂層の溶解性が低
いと、穴の内部にスミアが残留し、内層回路とスルーホールとの導通不良の原因となる。
【０００６】
　そこで、本件発明の課題は、プリント配線板の製造材料として要求される高周波特性等
に優れた電気的特性を有すると共に、デスミア液に対する適度な溶解性を有する樹脂層を
形成することができる樹脂組成物、この樹脂組成物から成る樹脂層を備える樹脂層付金属
箔、金属張積層板及びプリント配線板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、本発明者等は、鋭意研究を行った結果、以下の樹脂組成物を採用することによ
り、上記課題を達成するに到った。
【０００８】
　本件発明に係る樹脂組成物は、金属層の表面に樹脂層を備えた積層体の樹脂層を構成す
る樹脂組成物であって、ポリフェニレンエーテル化合物１００質量部に対して、１０質量
部～１００質量部のスチレンブタジエンブロック共重合体と、０．１質量部～１００質量
部のデスミア液溶解促進成分とを含むことを特徴とする。
【０００９】
　本件発明に係る樹脂組成物は、前記デスミア液溶解促進成分として、ジアリルフタレー
トの単量体又は重合体、（メタ）アクリレート及び不飽和ポリエステルから選ばれる一種
以上を含むものとする。このとき、前記デスミア液溶解促進成分が、ジアリルフタレート
の重合体であることが好ましい。
【００１０】
　本件発明に係る樹脂組成物は、前記ポリフェニレンエーテル化合物１００質量部に対し
て、カール低減成分を０．１質量部～３０質量部含むものとする。当該カール低減成分は
、α－メチルスチレンダイマー（２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテン）、ラ
ウリルメルカプタン、オクチルメルカプタン、２－メルカプトエタノール、チオグリコー
ル酸オクチル及び３－プロピオンメルカプトから選ばれる一種以上である。
【００１１】
　本件発明に係る樹脂組成物は、当該樹脂組成物１００質量部（但し、誘電体粒子を除く
）に対して、５０質量部～６００質量部の誘電体粒子を含むことができる。
【００１２】
　本件発明に係る樹脂組成物において、前記誘電体粒子は、ペブロスカイト構造を有する
複合酸化物であることが好ましい。
【００１３】
　本件発明に係る樹脂層付金属箔は、金属箔の少なくとも片面に樹脂層を備える樹脂層付
金属箔であって、当該樹脂層は、上記樹脂組成物を用いて形成されたものであることを特
徴とする。
【００１４】
　本件発明に係る樹脂層付金属箔において、前記樹脂層は、誘電体層として用いられる層
であることが好ましい。
【００１５】
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　本件発明に係る金属張積層板は、上記樹脂組成物を用いて形成された樹脂層と、金属層
とを備えたことを特徴とする。
【００１６】
　本件発明に係るプリント配線板は、上記樹脂層付金属箔又は上記金属張積層板を用いて
形成されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本件発明に係る樹脂組成物は、それ自体の誘電率及び誘電正接が低いため、高周波特性
の優れた樹脂層を形成することができる。また、当該樹脂組成物に誘電体粒子を含有させ
ることにより、誘電率の高い樹脂層を形成することもできる。従って、本件発明に係る樹
脂組成物を用いれば、プリント配線板の製造材料として要求される高周波特性等に優れた
電気的特性を有する樹脂層を形成することが可能になる。さらに、当該樹脂組成物によれ
ば、他の導体層との密着性に優れ、且つ、デスミア液に対する適度な溶解性を有する樹脂
層を形成することができる。このため、当該樹脂組成物を用いて形成された樹脂層を備え
る樹脂層付金属、金属張積層板は、多層プリント配線板の製造材料として好適に用いるこ
とができる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る樹脂組成物、樹脂層付金属箔、金属張積層板及びプリント配線板の
実施の形態を順に説明する。
【００１９】
〈樹脂組成物〉
　まず、本件発明に係る樹脂組成物について説明する。本件発明に係る樹脂組成物は、金
属層の表面に樹脂層を備えた積層体の樹脂層を構成する樹脂組成物であって、ポリフェニ
レンエーテル化合物と、スチレンブタジエンブロック共重合体と、デスミア液溶解促進成
分とを後述する所定の配合比で含むことを特徴とする。以下では、まず、積層体について
説明した後に、本件発明に係る樹脂組成物を構成する各成分について説明するものとする
。
【００２０】
１．積層体
　上述した通り、本件明細書において、積層体とは、金属層の表面に樹脂層を備えたもの
であり、具体的には、樹脂層付金属箔、金属張積層板、プリント配線板等を指す。しかし
ながら、本件発明に係る積層体は、金属層（金属箔を含む）の表面に樹脂層が積層される
ものであれば、特に限定されるものではない。すなわち、本件発明に係る樹脂組成物は、
これらの積層体に設けられた金属層の表面に樹脂層を形成するために用いられるものであ
れば、どのような形態の積層体であってもよい。
【００２１】
（１）金属層
　本件発明において、金属層は、上述した樹脂層付金属箔の金属箔部分、又は、金属張積
層板或いはプリント配線板に設けられた金属層部分を指す。これらの金属層は、いずれも
プリント配線板等において、導体層として用いられる層であり、導体パターンが形成され
た状態であってもよい。また、金属層を構成する金属の種類に特に限定はなく、銅、アル
ミニウム、ニッケル、コバルト、金、白金等の種々の金属又はこれらの合金等の導電性を
有する金属であればよい。金属層を構成する金属は、これらのいずれの金属であってもよ
いが、入手が容易であり、且つ、安価であるという観点から、銅、アルミニウム、ニッケ
ル又はこれらの合金等を用いることが好ましい。さらに、電気的効率が低く、エッチング
等による導体パターンの形成が容易であるという観点から、当該金属層は、銅又は銅合金
から成る層であることが好ましい。
【００２２】
（２）樹脂層
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　次に、樹脂層について説明する。当該樹脂層は、上記金属層の表面に設けられる層であ
り、例えば、本件発明に係る樹脂組成物を溶剤に溶解又は分散させた樹脂溶液を金属層の
表面に塗布し、その後、乾燥、加熱等を施すことにより得ることができる。当該樹脂層は
、プリント配線板を製造する際に、接着剤層、絶縁層或いは、誘電層等として用いられる
層である。
【００２３】
２．樹脂組成物の構成成分
　次に、上当該樹脂組成物の構成成分について説明する。本件発明に係る樹脂組成物は、
上述した通り、ポリフェニレンエーテル化合物と、スチレンブタジエンブロック共重合体
と、デスミア液溶解促進成分とを必須の構成成分として含み、必要に応じて、カール低減
成分、誘電体粉末等の各種添加剤を含むことができる。以下、順に説明する。
【００２４】
２－１．必須の構成成分
（１）ポリフェニレンエーテル化合物
　まず、本件発明に係る樹脂組成物の必須の構成成分の一つであるポリフェニレンエーテ
ル化合物について説明する。ポリフェニレンエーテル化合物は、下記構造式（１）で表さ
れる化合物である。ポリフェニレンエーテル化合物は、低誘電率及び低誘電正接の電気的
特性を有する材料であり、ポリフェニレンエーテル化合物を当該樹脂組成物の構成成分の
一つとすることにより高周波特性に優れた樹脂層を形成することができる。また、ポリフ
ェニレンエーテル化合物は、エーテル結合を有するため耐熱性が高い。また、化合物内に
親水性基が存在しないため、吸水性が低く、多湿環境下においても品質の劣化しにくい樹
脂層を形成することができる。
【００２５】
　本件発明に用いられるポリフェニレンエーテル化合物は、次の一般式で表される。但し
、下記一般式において、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４はそれぞれ水素原子または炭素数１～３
の炭化水素基を表す。
【００２６】
【化１】

【００２７】
　上記ポリフェニレンエーテル化合物として、具体的には、ポリ（２，６－ジメチル－１
，４－フェニレン）エーテル、ポリ（２，６－ジエチル－１，４－フェニレン）エーテル
、ポリ（２，６－ジプロピル－１，４－フェニレン）エーテル等を用いることができる。
また、上記一般式で表されるポリフェニレンエーテル化合物において、末端基は水酸基で
あることが好ましい。しかしながら、本件発明では、末端基が水酸基であるポリフェニレ
ンエーテル化合物だけではなく、必要に応じて、スチレン基やグリシジル基を有する化合
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物を用いて、公知の方法により、末端基を変性させたスチレン変性ポリフェニレンエーテ
ル化合物や、グリシジル変性ポリフェニレンエーテル化合物等も好ましく用いることがで
きる。また、これらの市販品を用いてもよい。
【００２８】
　ポリフェニレンエーテル化合物の数平均分子量は、５００～４０００であることが好ま
しく、１０００～３０００であることがより好ましい。ポリフェニレンエーテル化合物の
数平均分子量が５００未満である場合、得られる樹脂層の可撓性が低くなるため好ましく
ない。一方、ポリフェニレンエーテル化合物の数平均分子量が４０００を超える場合、メ
チルエチルケトンやトルエン等の溶剤に対する溶解性が低くなるため好ましくない。
【００２９】
（２）スチレンブタジエンブロック共重合体
　次に、スチレンブタジエンブロック共重合体について説明する。スチレンブタジエンブ
ロック共重合体は、ポリフェニレンエーテル化合物に対する重合（架橋）成分である。ポ
リフェニレンエーテル化合物と、スチレンブタジエンブロック共重合体とが重合すること
により、ブタジエン構造体部分に由来する高柔軟性により当該樹脂層が弾性、可撓性を示
すようになる。特に、スチレン変性ポリフェニレンエーテル化合物又はグリシジル変性ポ
リフェニレンエーテル化合物を用いた場合、この傾向は顕著になる。その結果、樹脂層の
金属層（導体層）或いは絶縁性樹脂基材に対する密着性が向上すると共に、耐クラック性
も向上させることができる。そして、当該樹脂層付金属箔を用いてプリント配線板を製造
したときに、回路の引き剥がし強さを実用上要求される値にすることができる。また、当
該スチレンブタジエンブロック共重合体を用いることにより、耐吸湿劣化特性を向上させ
ることができ、引き剥がし強さが多湿環境下で経時的に劣化することを防ぐことができる
。さらに、スチレンブタジエンブロック共重合体は、極性基が少なく、ポリフェニレンエ
ーテル化合物が有する低誘電特性に与える影響が少ないため、ポリフェニレンエーテル化
合物に由来する低誘電率及び低誘電正接の高周波特性に優れた電気的特性を維持すること
ができる。
【００３０】
（３）デスミア液溶解促進成分
　次に、デスミア液溶解促進成分について説明する。本件発明において、デスミア液溶解
促進成分とは、樹脂組成物の構成成分として上記ポリフェニレンエーテル化合物と、スチ
レンブタジエンブロック共重合体と共に用いられることにより、当該樹脂組成物を用いて
形成される樹脂層の誘電特性を損なうことなく、デスミア液に対する溶解性を与えるため
の成分である。具体的には、デスミア液溶解促進成分とは、デスミア液により酸化されや
すい不飽和結合部分を複数有する易酸化性の化合物であり、ポリフェニレンエーテル化合
物及び／又はスチレンブタジエンブロック共重合体に対する架橋成分となる化合物を指す
。現在、デスミア処理の際には、デスミア液として主として過マンガン酸カリウムや過マ
ンガン酸ナトリウムなどの過マンガン塩が用いられている。これらの過マンガン酸塩は酸
化剤として用いられ、樹脂を化学的に溶解除去する。しかしながら、上述したポリフェニ
レンエーテル化合物はその構造から耐酸性が高く、デスミア液に対する溶解性が極めて低
い。また、スチレンブタジエンブロック共重合体は、その分子鎖内に炭素の二重結合部分
を有するものの、ポリフェニレンエーテル化合物と重合する際に、当該二重結合部分が重
合反応により消費される。そこで、本件発明に係る樹脂組成物は、当該デスミア液溶解促
進成分を所定の配合比で含む構成とすることにより、当該樹脂組成物を用いて形成した樹
脂層のデスミア液に対する溶解性を適度なものとすることができる。
【００３１】
　ここで、デスミア液溶解促進成分として、ビニル基などの不飽和結合部分を構造内に複
数有する化合物を用いることが好ましい。このような化合物として、例えば、ジアリルフ
タレート、（メタ）アクリレート及び不飽和ポリエステルを挙げることができる。本件発
明の樹脂組成物は、これらの化合物から選ばれる一種以上をデスミア溶解促進成分として
含むことが好ましい。以下、各化合物について順に説明する。
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【００３２】
ジアリルフタレート：　本件発明において、ジアリルフタレート（フタル酸ジアリル）と
は、ジアリルオルソフタレート、ジアリルイソフタレート及びジアリルテレフタレートの
いずれであってもよく、これらのジアリルフタレートは１種を単独で、又は２種以上を組
み合わせて用いてもよい。また、これらのジアリルフタレートは、単量体（モノマー）及
び重合体（オリゴマー／ポリマー）のいずれであってもよく、２種以上の単量体又は重合
体が共重合した共重合体を用いてもよい。さらに、ジアリルフタレートのベンゼン環は塩
素原子、臭素原子、ヨウ素原子のようなハロゲン原子で置換されていてもよい。また、ジ
アリルフタレートは、分子内に存在する不飽和結合の全部または一部が水添されていても
よい。さらに、ジアリルフタレート重合体は、これらの単量体と、例えばスチレン（単量
体）のようなＣ＝Ｃ二重結合を有する異種モノマーとの共重合体であってもよい。
【００３３】
　上記例示したジアリルフタレートの中でも、耐熱性及び機械的強度に優れる点で、ジア
リルイソフタレートを用いることがより好ましく、ジアリルイソフタレートの重合体（分
子量約１万～約５万のオリゴマー体）を用いることが更に好ましい。
【００３４】
（メタ）アクリレート：　次に、（メタ）アクリレートについて説明する。本件発明にお
いて、（メタ）アクリレートとは、化合物内にアクリル基又はメタクリル基（（メタ）ア
クリル基）を有する化合物（アクリレート及び／又はメタクリレート）を指し、化合物内
に複数の（メタ）アクリル基を有する多官能性（メタ）アクリレートであることが好まし
い。具体的には、ジ（メタ）アクリレート、化合物内の（メタ）アクリル基の数が３以上
のポリ（メタ）アクリレートを好ましく用いることができる。また、変性ポリオールポリ
（メタ）アクリレートを用いてもよい。
【００３５】
　ジ（メタ）アクリレートとして、例えば、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート
、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）ア
クリレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、プロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジプロピレ
ングリコールジ（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレー
ト、１，４－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，３－ブタンジオールジ（メタ
）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジ
オールジ（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジメタノールジ（メタ）アクリレート
及びビス・グリシジル（メタ）アクリレート等を挙げることができる。
【００３６】
　また、ポリ（メタ）アクリレートとして、例えば、トリメチロールプロパントリ（メタ
）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート及びジペンタエリスリ
トールヘキサ（メタ）アクリレート等を挙げることができる。
　さらに、変性ポリオールポリアクリレートとして、例えば、ビスフェノールＳのエチレ
ンオキシド４モル付加ジアクリレート、ビスフェノールＡのエチレンオキシド４モル付加
ジアクリレート（変性ビスフェノールＡジアクリレート）、脂肪酸変性ペンタエリスリト
ールジアクリレート、トリメチロールプロパンのプロピレンオキシド３モル付加トリアク
リレート及びトリメチロールプロパンのプロピレンオキシド６モル付加トリアクリレート
等の変性ポリオールポリアクリレート等を挙げることができる。
【００３７】
　上記例示した（メタ）アクリレートの中でも、分子量に比して粘度が低い化合物である
という観点から、２官能性のジ（メタ）アクリレートを用いることが好ましい。樹脂組成
物に添加する（メタ）アクリレートの分子量が低い場合、樹脂層を形成する際に、溶剤と
共にこれらの化合物も揮発する恐れが高いため、好ましくない。一方、化合物の分子量が
大きくなると、溶液粘度が高くなり、後述する誘電体粒子を混練する際の取り扱い性が低
下するため好ましくない。２官能性のジ（メタ）アクリレートの中でも、特に、エチレン
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グリコールジ（メタ）アクリレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート
、トリシクロデカンジメタノールジ（メタ）アクリレート、変性ビスフェノールＡジアク
リレートを用いることが好ましい。
【００３８】
不飽和ポリエステル：　次に、不飽和ポリエステルについて説明する。不飽和ポリエステ
ル樹脂は、その主鎖中に炭素の二重結合部分と、エステル結合部分とを有するポリマーを
指し、不飽和二塩基酸を含む酸成分と多価アルコール成分とをエステル化触媒の存在下で
、脱水縮合反応させることにより得ることができる。
【００３９】
　酸成分の必須成分である不飽和二塩基酸としては、例えば、マレイン酸、フマル酸、イ
タコン酸、シトラコン酸、これらの酸無水物などが挙げられる。これらは単独で用いても
よく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。また、このような不飽和二塩基酸と必要に
応じて併用される酸成分としては、フタル酸、無水フタル酸、イソフタル酸、テレフタル
酸、テトラヒドロフタル酸、無水テトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、無水ヘ
キサヒドロフタル酸、アジピン酸などの脂肪酸、大豆油脂肪酸、アマニ油脂肪酸、ヤシ油
脂肪酸、トール油脂肪酸、米ぬか油脂肪酸などの複数種の脂肪酸が混合したものが挙げら
れる。これらは単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４０】
　多価アルコール成分としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ネオペン
チルグリコール、１，４－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，６－シクロ
ヘキサンジメタノール、グリセリンモノアリルエーテル、トリメチロールプロパンモノア
リルエーテル、ペンタエリスリトールジアリルエーテルなどの２価アルコール、グリセリ
ン、トリメチロールプロパン、トリス－２－ヒドロキシエチルイソシアヌレート、ペンタ
エリスリトールモノアリルエーテルなどの３価以上のアルコールが挙げられ、これらは単
独で用いてもよく、２種類以上を混合して使用することができる。
【００４１】
　脱水縮合反応に用いるエステル化触媒としては、トリフェニルホスフィン、トリブチル
ホスフィンなどの含リン化合物、Ｎ，Ｎ－ベンジルジメチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルフ
ェニルアミン、トリエチルアミンなどの３級アミン、４級アンモニウム塩、４級ホスホニ
ウム塩、４級ピリジニウム塩などの第４級化合物、塩化亜鉛、塩化アルミニウム、塩化ス
ズなどの塩化物、テトラブチルチタネートなどの有機金属化合物などが挙げられる。
【００４２】
（４）配合比
　次に、本件発明に係る樹脂組成物におけるポリフェニレンエーテル化合物、スチレンブ
タジエンブロック共重合体及びデスミア液溶解促進成分の配合比について説明する。本件
発明に係る樹脂組成物は、ポリフェニレンエーテル化合物１００質量部に対して、スチレ
ンブタジエンブロック共重合体を１０質量部～１００質量部、デスミア液溶解促進成分を
０．１質量部～１００質量部含むことを特徴とする。
【００４３】
　ポリフェニレンエーテル化合物１００質量部に対して、スチレンブタジエンブロック共
重合体が１０質量部未満の場合、成膜が困難である他、当該樹脂組成物を用いて形成した
樹脂層の十分な弾性、可撓性が得られないため好ましくない。一方、ポリフェニレンエー
テル化合物１００質量部に対して、スチレンブタジエンブロック共重合体が１００質量部
を超える場合、当該樹脂組成物を用いて樹脂層を形成した場合、耐熱性が低く、要求され
るレベルのガラス転移温度（Ｔｇ）が得られないため好ましくない。
【００４４】
　ここで、ポリフェニレンエーテル化合物１００質量部に対してスチレンブタジエンブロ
ック共重合体の配合比は２０質量部以上であることがより好ましく、４０質量部以上であ
ることが更に好ましい。ポリフェニレンエーテル化合物１００質量部に対してスチレンブ
タジエンブロック共重合体を２０質量部以上、好ましくは４０質量部以上配合することに
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より、成膜が容易になり、当該樹脂組成物を用いて形成した樹脂層に弾性及び可撓性を付
与することができるためである。
【００４５】
　また、ポリフェニレンエーテル化合物１００質量部に対して、デスミア液溶解促進成分
が０．１質量部未満である場合、当該樹脂組成物を用いて形成した樹脂層のデスミア液に
対する溶解性が低く、本件発明の目的を達成することができず好ましくない。一方、ポリ
フェニレンエーテル化合物１００質量部に対して、デスミア液溶解促進成分が１００質量
部を超える場合、デスミア液に対する溶解性が高くなり過ぎる可能性があるため、好まし
くない。また、この場合、ポリフェニレンエーテル化合物が有する誘電特性を低下させる
懸念があるため好ましくない。これらの観点から、本件発明に係る樹脂組成物において、
ポリフェニレンエーテル化合物１００質量部に対して、デスミア液溶解促進成分を１０質
量部～８０質量部含むことがより好ましい。
【００４６】
２－２．添加剤
　次に、添加剤について説明する。以下に説明する添加剤は、当該樹脂層に要求される機
械的特性或いは電気的特性等に応じて、当該樹脂組成物に適宜添加することができる。
【００４７】
（１）カール低減成分
　まず、カール低減成分について説明する。本件発明に係る樹脂組成物は、ポリフェニレ
ンエーテル化合物１００質量部に対して、カール低減成分を０．１質量部～３０質量部含
むことが好ましく、１０質量部以上含むことがより好ましい。当該樹脂組成物を用いて樹
脂層を形成する際、上述した様に、樹脂組成物を含む樹脂溶液を金属層の表面に塗布して
、塗布膜の乾燥、加熱等を行う。このとき、塗布膜からは溶剤が揮発すると共に、樹脂組
成物を構成する各成分は互いに重合し、架橋構造を有する重合体となる。すなわち、半硬
化状態又は完全硬化状態の樹脂層となる。この際、樹脂層は塗布膜の状態のときと比較す
ると収縮し易くなり、金属層が樹脂層側を内側にして反る金属層のカール現象が生じやす
くなる。そこで、本件発明では、樹脂組成物に、カール低減成分を上記の範囲で含有させ
ることにより、樹脂層を半硬化又は完全硬化させるときに、このカール現象を低減するこ
とができる。
【００４８】
　カール低減成分としては、液体で常温の化合物であり、ポリフェニレンエーテル化合物
と反応性を有する比較的低分子量の化合物を用いることが好ましい。具体的には、スチレ
ンモノマー、α－メチルスチレン、α－メチルスチレンダイマー（２，４－ジフェニル－
４－メチル－１－ペンテン）を用いることができる。これらの他にも、ラウリルメルカプ
タン、オクチルメルカプタン、２－メルカプトエタノール、チオグリコール酸オクチルお
よび３－プロピオンメルカプト酸等を用いることができる。本件発明に係る樹脂組成物に
、これらの化合物を上記範囲内で適宜添加することにより、樹脂組成物を構成する各成分
の重合時の架橋反応を適度に抑制することができ、樹脂層を半硬化又は完全硬化させる際
に樹脂層側の収縮を抑制して、カール現象を低減することができる。
【００４９】
（２）誘電体粒子
　また、キャパシタの誘電層を形成する場合など、誘電率の高い樹脂層を形成する必要が
ある場合には、当該樹脂組成物１００質量部に対して、５０質量部～６００質量部の誘電
体粒子を含むことができる。樹脂組成物に誘電体粒子を添加することにより、誘電率の高
い樹脂層を形成することが可能になり、その結果、静電容量の大きいキャパシタ回路を形
成することができる。
【００５０】
　なお、周知のとおり、キャパシタの静電容量は下記式で求められる。すなわち、キャパ
シタの静電容量（Ｃ）は、誘電層の誘電率（ε）に比例し、電極間の距離（ｄ）及び電極
面積（Ａ）に反比例して大きくなる。なお、下記式において、ε０は比誘電率を指す。
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【００５１】
　Ｃ＝εε０（Ａ／ｄ）
【００５２】
　ここで、樹脂組成物１００質量部に対して、誘電体粒子が５０質量部未満である場合、
樹脂層の誘電率を十分に高くすることができず、当該積層体を用いてキャパシタ回路を形
成しても市場で要求されるレベルの静電容量を達成することができないため、好ましくな
い。当該観点から、樹脂組成物１００質量部に対して、誘電体粒子は２００質量部以上で
あることがより好ましい。樹脂組成物内の誘電体粒子の含有比率が増加するにつれて、誘
電率のより高い樹脂層を形成することが可能になるため、より大きい静電容量を有するキ
ャパシタ回路を形成することが可能になる。
【００５３】
　一方、樹脂組成物１００質量部に対して、誘電粒子が６００質量部を超える場合、樹脂
層内に存在する樹脂量が少なくなるため、当該樹脂層の金属層に対する密着性が低下する
他、当該積層体を多層プリント配線板の内層材等の他の層に張り合わせたときの密着性が
低下するため好ましくない。さらに、樹脂量が少なくなると、樹脂層を硬化させたときに
、樹脂層の靭性が劣化して脆くなるため好ましくない。これらの観点から、当該誘電体粒
子は、樹脂組成物１００質量部に対して、６００質量部以下であることがより好ましい。
【００５４】
　当該誘電体粒子は、例えば、マグネシウム、ケイ素、アルミニウム、チタン、亜鉛、カ
ルシウム、ストロンチウム、ジルコニウム、バリウム、錫、ネオジム、ビスマス、リチウ
ム、サマリウム及びタンタルから選ばれる少なくとも１種の金属を含む金属酸化物から成
ることが好ましい。特に、より高い誘電率の樹脂層を形成することができるという観点か
ら、当該誘電体粒子は、強誘電体であるペブロスカイト構造を有する複合酸化物から成る
ことが好ましい。ペブロスカイト構造を有する複合酸化物として、例えば、チタン酸バリ
ウム、チタン酸ストロンチウム、チタン酸バリウムストロンチウム、ジルコン酸ストロン
チウム、ジルコン酸ビスマス、ＰＬＺＴ（ＰｂＬＡＴｉＯ３・ＰｂＬａＺｒＯ）、ＳＢＴ
（ＳｒＢｉ２Ｔａ２Ｏ９）を挙げることができる。
【００５５】
　また、これらの誘電体粒子の１次粒子径は、０．０２μｍ～２μｍの範囲内であること
が好ましい。誘電体粒子の１次粒子径が０．０２μｍ未満の場合、樹脂組成物を溶剤に分
散又は溶解させて樹脂溶液を調製する際に、樹脂溶液内に当該誘電体粒子を均一に混合分
散させることが困難になるため好ましくない。
【００５６】
　ここで、キャパシタの静電容量は、上述した様に電極間の距離に反比例して大きくなる
。すなわち、誘電層の厚みが薄くなるほど、静電容量の大きなキャパシタを得ることがで
きる。しかしながら、誘電体粒子の１次粒子径が２μｍを超える場合、誘電体粒子の粒径
が大きいため、厚みが３μｍ～４μｍ程度の誘電層を形成するのが困難になると共に、半
硬化状態としたときの誘電層の表面が荒れた状態となる傾向が高くなるため好ましくない
。
【００５７】
　また、当該誘電体粒子は、上記樹脂溶液内での分散性を向上させるための表面処理が施
されていることが好ましい。具体的には、シランカップリング剤処理、オレイン酸処理、
ステアリン酸処理等を施すことが好ましい。特に、樹脂溶液を調製する際に用いる溶剤と
の濡れ性が良好であるという観点から、当該誘電体粒子はシランカップリング剤処理が施
されたものであることが好ましい。
【００５８】
（３）その他
　なお、本件発明に係る樹脂組成物は、その他の添加剤として、エポキシ樹脂、硬化剤、
硬化促進剤、熱可塑性粒子、着色剤、酸化防止剤、難燃剤、カップリング剤、重合開始剤
、分散剤、無機充填材等を含むことができる。これらの各種添加剤を本件発明の趣旨を逸
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脱しない範囲において、適宜量、添加してもよい。
【００５９】
〈樹脂層付金属箔〉
　次に、本件発明に係る樹脂層付金属箔について説明する。本件発明に係る樹脂層付金属
箔は、金属箔の少なくとも片面に樹脂層を備えたものであり、この樹脂層は上述した本件
発明に係る樹脂組成物を用いて形成された層であることを特徴とする。
【００６０】
１．金属箔
　本件発明において、金属箔は、電解箔及び圧延箔のいずれを用いてもよく、金属箔の製
造方法に関する限定は特にない。また、金属箔を構成する金属の種類についても特に限定
はなく、上述した積層体の金属層と同様であるためここでは説明を省略する。但し、上述
した理由と同様の理由から、当該金属箔を構成する金属は銅又は銅合金であることが好ま
しく、当該金属箔は銅箔又は銅合金箔であることが好ましい。
【００６１】
　本件発明において、金属箔の厚みは特に限定されるものではないが、０．５μｍ～７０
μｍの範囲の金属箔に当該樹脂層を設けることが好ましい。プリント配線板を製造する際
に求められる特性等に応じて、適宜、適切な厚みの金属箔を採用すればよい。また、本件
発明において、例えば、５．０μｍ以下の金属箔の片面（一面側）に樹脂層を備える構成
とした場合、金属箔の他面に、いわゆるキャリア箔（支持体）を設けてもよい。５．０μ
ｍ以下の金属箔を用いることにより、より回路ピッチの狭い高精細な回路を、良好なエッ
チングファクタで形成することができる。
【００６２】
　また、本件発明において、樹脂層は金属箔の少なくとも片面に設けられていればよく、
その両面に設けられていてもよい。電解金属箔の片面にのみ樹脂層を設ける場合には、樹
脂層は光沢面（ドラム面）或いは析出面（粗面）のいずれの面に設けられていてもよい。
また、金属箔の樹脂層が設けられる面に対して、粗化処理を施してもよいし、粗化処理を
施さなくてもよい。いずれの場合であっても、当該金属箔の表面（但し、樹脂層が設けら
れる面を指す。以下、同じ。）の表面粗さ（Ｒｚｊｉｓ）は３μｍ以下であることが好ま
しい。
【００６３】
　なお、金属箔の表面に粗化処理を施した場合には、金属箔と樹脂層との密着性が向上す
るという点で好ましい。一方、金属箔の表面に粗化処理を施していない場合には、エッチ
ングファクタのより良好な導体パターンを形成できるという点で好ましい。また、金属箔
の表面に粗化処理を施していない場合には、いわゆる表皮効果による高周波信号の信号遅
延を抑制することができる。
【００６４】
　なお、本件発明では、金属箔の表面に防錆処理を施し、この防錆処理層の表面に樹脂層
を設ける構成としてもよい。金属箔に対する防錆処理として、亜鉛、ニッケル、コバルト
等を用いた無機防錆処理、クロム酸塩を用いたクロメート処理、ベンゾトリアゾール、イ
ミダゾール等の有機剤を用いた有機防錆処理等が挙げられる。なお、以下において金属箔
と称した場合、金属箔の表面に防錆処理層が形成されている金属箔も含むものとし、金属
箔の表面と称した場合、防錆処理層の表面である場合も含むものとする。
【００６５】
　また、本件発明では、金属箔の片面側の表面にシランカップリング剤処理を施し、この
シランカップリング剤層の表面に樹脂層を設ける構成としてもよい。シランカップリング
剤層を介して、樹脂層を金属箔の表面に設けることにより、金属箔の表面と樹脂層との濡
れ性を改善し、当該金属箔と樹脂層との密着性をより良好なものとすることができる。シ
ランカップリング処理を施す際には、アミノ官能性シランカップリング剤、アクリル官能
性シランカップリング剤、メタクリル官能性シランカップリング剤、ビニル官能性シラン
カップリング剤、エポキシ官能性シランカップリング剤、オレフィン官能性シランカップ
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リング剤、メルカプト官能性シランカップリング剤等の種々のシランカップリング剤を用
いることができる。シランカップリング剤として、より具体的には、ビニルトリメトキシ
シラン、ビニルフェニルトリメトキシラン、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシ
ラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、４－グリシジルブチルトリメトキ
シシラン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノ
プロピルトリメトキシシラン、Ｎ－３－（４－（３－アミノプロポキシ）プトキシ）プロ
ピル－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、イミダゾールシラン、トリアジンシラン
、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリメトキシ
シラン等を用いることができる。
【００６６】
　金属箔の表面に対して、シランカップリング剤処理を施す際には、溶媒としての水にシ
ランカップリング剤を０．５ｇ／ｌ～１０ｇ／ｌ溶解させたものを、室温レベルの温度で
、浸漬法、シャワーリング法、噴霧法等により金属箔の表面とシランカップリング剤とを
均一に接触させて、金属箔の表面にシランカップリング剤を均一に吸着させることが好ま
しい。シランカップリング剤は、金属箔の表面に突きだしたＯＨ基と縮合結合することに
より、被膜を形成する。シランカップリング剤の濃度が０．５ｇ／ｌ未満の溶液を用いた
場合、金属箔の表面に対するシランカップリング剤の吸着速度が遅く、一般的な商業ベー
スの採算に合わず好ましくない。また、シランカップリング剤も金属箔の表面に対して不
均一に吸着されるため好ましくない。一方、シランカップリング剤の濃度が１０ｇ／ｌを
超える溶液を用いた場合であっても、特に吸着速度や均一吸着性が向上する訳ではなく、
経済上の観点から好ましくない。
【００６７】
　なお、以下において金属箔と称した場合、金属箔表面にシランカップリング剤層が形成
されている金属箔も含むものとし、金属箔の表面と称した場合、シランカップリング剤層
の表面である場合も含むものとする。
【００６８】
２．樹脂層
　本件発明に係る樹脂層付金属箔において、樹脂層は上述したとおり、本件発明に係る樹
脂組成物を用いて形成される。樹脂組成物は上述したとおりであるため、ここでは樹脂組
成物についての説明を省略する。樹脂層は、積層体に設けられる樹脂層と同様に、プリン
ト配線板を製造する際に、接着剤層、絶縁層或いは誘電層等として用いられる層である。
また、樹脂層の表面に更に金属箔を設け、後述するキャパシタ回路形成材としてもよいし
、樹脂層付銅箔の樹脂層同士を張り合わせて、後述するキャパシタ回路形成材としてもよ
い。
【００６９】
　樹脂層の厚みは、樹脂層の用途に応じて適宜調整することができ、特に限定されるもの
ではない。樹脂層付金属箔では、一般的には０．５μｍ～１００μｍ程度の厚みの樹脂層
が設けられる。但し、当該樹脂層を誘電層として用いる場合には、５０μｍ以下とするこ
とが好ましい。樹脂層の厚みが薄い方が、静電容量の大きなキャパシタを得る上で有利で
あるためである。従って、当該樹脂層を誘電層として用いる場合には、樹脂層の厚みは、
２５μｍ以下であることがより好ましい。　　
【００７０】
３．樹脂層付銅箔の製造方法
　次に、本件発明に係る樹脂層付金属箔の製造方法の一例を説明する。上記樹脂層付金属
箔の製造工程は、例えば、（１）樹脂溶液調製工程と、（２）樹脂溶液塗布工程と、（３
）乾燥工程とに大別することができる。以下、各工程毎に説明する。
【００７１】
（１）樹脂溶液調製工程
　樹脂溶液工程は、ポリフェニレンエーテル化合物１００質量部に対して、スチレンブタ
ジエンブロック共重合体を１０質量部～１００質量部、デスミア液溶解促進成分を０．１
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質量部～１００質量部の範囲で含む樹脂溶液（ワニス）を調製する工程である。当該樹脂
溶液を調製する際には、例えば、ポリフェニレンエーテル化合物と、スチレンブタジエン
ブロック共重合体と、デスミア液溶解促進成分とを予め所定の配合比で混合した樹脂組成
物を溶剤に溶解させてもよいし、ポリフェニレンエーテル化合物、スチレンブタジエンブ
ロック共重合体及びデスミア液溶解促進成分をそれぞれ溶剤に溶解させたものを、これら
の成分が所定の配合比となるように混合してもよく、樹脂溶液の調製方法は特に限定され
るものではない。
【００７２】
　樹脂溶液の溶剤としては、メチルエチルケトン等のケトン系溶剤、或いはトルエン等の
芳香族系溶剤を用いることができる。これらの溶剤を用いることにより樹脂組成物を溶解
させることが容易であり、且つ、樹脂溶液の粘度の調整も容易になる。また、これらの溶
剤は、いずれも当該樹脂層付金属箔と樹脂基材とを張り合わせる際に加熱加圧する際に効
率良く溶剤を揮発させることができ、揮発したガスの浄化処理も容易である。
【００７３】
　また、当該樹脂溶液調製工程では、樹脂固形分濃度を適宜調整し、金属箔の表面に樹脂
溶液を塗布したときに、精度良く所望の膜厚の塗布膜を形成することができるような溶液
粘度に調整することが好ましい。
【００７４】
（２）樹脂溶液塗布工程
　樹脂溶液塗布工程は、金属箔の片面に、乾燥後の樹脂層の厚さが０．５μｍ～１００μ
ｍになるように、当該樹脂溶液を塗布する工程である。樹脂溶液を塗布する際の塗布方法
は特に限定されるものではなく、形成する樹脂層の厚みに応じて、適宜、適切な方法を採
用すればよい。
【００７５】
（３）乾燥工程
　乾燥方法は、従来既知の方法により適宜行うことができ、特に限定されるものではない
。当該工程により、塗布膜から溶剤を揮発させると共に、樹脂組成物の硬化反応を中間段
階で終了させた半硬化状態の樹脂とする。以上の工程により、本件発明に係る樹脂層付金
属箔を製造することができる。
【００７６】
〈金属張積層板〉
　次に、本件発明に係る金属張積層板の実施の形態を説明する。本件発明に係る金属張積
層板は、上述した本件発明に係る樹脂層付金属箔を用いたことを特徴とする。ここで、金
属張積層板には種々の態様があるため、各態様毎に簡単に説明する。
【００７７】
　まず、第一の態様の金属張積層板として、本件発明に係る樹脂層付金属箔の樹脂層に金
属箔を積層した両面金属張積層板を挙げることができる。当該両面金属張積層板は、上記
樹脂層付銅箔を用い、半硬化状態の樹脂層の表面に金属箔を当接させて、加熱加圧する。
つまり、上述した樹脂層付銅箔の製造方法において（３）乾燥工程が終了した後に、金属
箔を樹脂層に当接して加熱加圧することにより、樹脂層が溶融・硬化する過程で樹脂層の
表面に金属箔が強固に密着した両面金属張積層板を得ることができる。
【００７８】
　次に、第二の態様の金属張積層板として、本件発明に係る樹脂層付銅箔の樹脂層同士を
当接して加熱加圧することにより得られる両面金属張積層板を挙げることができる。
【００７９】
　第一の態様及び第二の態様の両面金属張積層板は、多層プリント配線板の内蔵キャパシ
タ回路を形成するための材料として特に好適に用いることができる。当該両面金属張積層
板を内蔵キャパシタ回路形成材料として用いれば、電極層として用いられる金属箔により
誘電体層が予め挟み込まれた状態となっているので、キャパシタ回路の形成が容易である
他、多層プリント配線板の内層材に当該両面金属張積層板を積層する前の段階で、耐電圧
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測定等を行うことができるため、生産歩留まりを向上することができる。
【００８０】
　次に、第三の態様として、紙、または、ガラス布等に絶縁性樹脂を含浸させたシートを
必要枚数重ねたプリプレグ、紙フェノール樹脂基材等の樹脂基材の片面又は両面に本件発
明に係る樹脂層付金属箔の樹脂層側を積層し、加熱加圧することにより樹脂基材の片面又
は両面に金属箔を積層した片面金属張積層板又は両面金属張積層板を挙げることができる
。この場合、本件発明に係る樹脂層付金属箔の樹脂層は接着剤層として機能する。
【００８１】
　さらに、第四の態様として、多層プリント配線板の内層基板（内層回路層）上に層間絶
縁層としての樹脂層を介して本件発明に係る樹脂層付金属箔の樹脂層側を当接して加熱加
圧することにより得られた積層体を挙げることができる。この場合も本件発明に係る樹脂
層付金属箔の樹脂層は接着剤層として機能する。
【００８２】
　また、第五の態様として、多層プリント配線板の内層基板（内層回路層）上に本件発明
に係る樹脂層付銅箔の樹脂層側を当接して加熱加圧することにより得られた積層体を挙げ
ることができる。この場合は、本件発明に係る樹脂層付金属箔の樹脂層を層間絶縁層とし
て用いることができる。なお、本件発明に係る金属張積層板は、これらの態様に限定され
るものではなく、種々の積層体を含む。
【００８３】
〈プリント配線板〉
　また、本件発明に係るプリント配線板は、上述した本件発明に係る樹脂層付金属箔を用
いたことを特徴とするものであり、上記金属張積層板を用いたものであってもよい。また
、本件発明に係るプリント配線板は、多層プリント配線板であってもよいのは勿論であり
、例えば、当該樹脂層付金属箔を用いてビルドアップ層を形成したビルドアッププリント
配線板であってもよい。
【００８４】
　上記説明した本件発明に係る樹脂層付金属箔、金属張積層板及びプリント配線板の実施
の形態は、本件発明の一態様に過ぎず、本件発明の趣旨を逸脱しない範囲において適宜変
更可能であるのは勿論である。また、以下では実施例を挙げて、本件発明をより具体的に
説明するが、本件発明は以下の実施例に限定されるものではないことは勿論である。また
、以下の実施例では、本件発明に係る樹脂組成物を用いて形成した樹脂層付金属箔につい
て説明する。
【実施例１】
【００８５】
〈樹脂層付金属箔の製造〉
　実施例１では、次のようにして樹脂層付銅箔を製造した。まず、撹拌装置、温度調節機
、還流管を備えた１リットルの４つ口フラスコに、ポリフェニレンエーテル樹脂（ＳＡＢ
ＩＣ社製；ＭＸ－９０）２００ｇとトルエン４００ｇとを注入し、６０℃にて撹拌溶解し
た。続いて、当該フラスコ内に、クロロメチルスチレン１０ｇを導入し、撹拌溶解し、液
温を８０℃とした。さらに、撹拌しながら、水酸化ナトリウム５０質量％水溶液２４ｇを
滴下導入し、８０℃で３時間撹拌を続けた。次に、内容物を１Ｎ塩酸水溶液で中和後、メ
タノールを添加し化合物を沈殿させ、ろ過した。ろ過物をメタノール水溶液（メタノール
：蒸留水＝４：１）で２回洗浄後、溶剤、水分を乾燥除去し、ポリフェニレンエーテル化
合物を得た。
【００８６】
　次に、上記で得られたポリフェニレンエーテル化合物をトルエンに溶解して、５０質量
％ポリフェニレンエーテル化合物溶液を調製した。また、スチレンブタジエンブロック共
重合体（ＪＳＲ株式会社製；ＴＲ２００３）をトルエンに溶解して、３０質量％のスチレ
ンブタジエンブロック共重合体溶液を調製した。さらに、デスミア液溶解促進成分として
、ジアリルイソフタレートオリゴマー（ダイソー株式会社製；ダイソーイソダップ（登録
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商標））をトルエンに溶解して、３０質量％のジアリルイソフタレートオリゴマー溶液を
調製した。そして、ポリフェニレンエーテル化合物と、スチレンブタジエンブロック共重
合体と、ジアリルイソフタレートオリゴマーと、２，４－ジフェニル－４－メチル－１－
ペンテンとが、質量比において、５０：３０：１０：１０となるように、各溶液を混合す
るとともに、カール低減成分として、２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテン試
薬（和光純薬工業株式会社社製（α－メチルスチレンダイマー））を添加して、樹脂固形
分濃度が４０％となるように樹脂溶液（ワニス）を調製した。
【００８７】
　以上のように調製した樹脂溶液に対して、樹脂溶液中に含まれる樹脂組成物の全量を１
００質量部としたときに、チタン酸バリウム粉を２３３質量部を混合分散させ、チタン酸
バリウム粉を７０質量％含有した半硬化状態の樹脂層（誘電層）の形成が可能な樹脂溶液
とした。このとき平均一次粒径は、０．２５μｍ、体積累積平均粒径（Ｄ５０）は０．５
μｍのチタン酸バリウム粉を用いた。
【００８８】
　そして、厚さ３５μｍ、表面粗さ（Ｒｚｊｉｓ）２．２μｍのロープロファイル銅箔の
表面にグラビアコータを用いて、乾燥後の樹脂層の厚みが１２μｍとなるように、当該樹
脂溶液を塗布した。塗布膜形成後、１５０℃で３分間乾燥することにより、樹脂組成物を
半硬化させた樹脂層を備える樹脂層付銅箔を製造した。
【００８９】
〈両面金属張積層板の製造〉
　以上のようにして製造した樹脂層付銅箔の樹脂層同士を当接して、２２０℃×９０分、
３０ｋｇｆ／ｃｍ２の加熱加圧条件下で熱間プレス成形することで両面銅張積層板を製造
した。
【実施例２】
【００９０】
　ポリフェニレンエーテル化合物と、スチレンブタジエンブロック共重合体と、ジアリル
イソフタレートオリゴマーと、２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテンとが質量
比において、４０：２０：３０：１０になるように各溶液を混合して樹脂溶液とした以外
は、実施例１と同様にして樹脂層付銅箔及び両面金属張積層板を製造した。
【実施例３】
【００９１】
　デスミア液溶解促進成分として、ジアリルイソフタレートオリゴマーに代えて、ジアリ
ルフタレートオリゴマー（ダイソー株式会社製；ダイソーダップ（登録商標））を用いた
こと以外は、実施例１と同様にして樹脂層付銅箔及びデスミア液溶解評価用サンプルを作
製した。また、この実施例３の樹脂層付銅箔を用いたこと以外は実施例１と同様に、両面
金属張積層板を製造した。
【実施例４】
【００９２】
　デスミア液溶解促進成分として、ジアリルイソフタレートオリゴマーに代えて、テトラ
エチレングリコールジメタクリレート（新中村化学工業株式会社製；４Ｇ（ポリエチレン
グリコールジメタクリレート））を用いたこと以外は、実施例１と同様にして樹脂層付銅
箔及び両面金属張積層板を製造した。
【実施例５】
【００９３】
　デスミア液溶解促進成分として、ジアリルイソフタレートオリゴマーに代えて、不飽和
ポリエステル樹脂（日本ユピカ株式会社製；ユピカ８５２３）を用いたこと以外は、実施
例１と同様にして樹脂層付銅箔及び両面金属張積層板を製造した。
【比較例】
【００９４】
　次に、比較例について説明する。
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【００９５】
［比較例１］
　ポリフェニレンエーテル化合物と、スチレンブタジエンブロック共重合体と、２，４－
ジフェニル－４－メチル－１－ペンテンとが質量比において、５５：３５：１０になるよ
うに各溶液を混合して樹脂溶液とし、デスミア液溶解促進成分を含まなかったこと以外は
、実施例１と同様にして樹脂層付銅箔及び両面金属張積層板を製造した。
【００９６】
［比較例２］
　ポリフェニレンエーテル化合物と、スチレンブタジエンブロック共重合体と、ジアリル
イソフタレートオリゴマーと、２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテンとが質量
比において、３０：２０：４０：１０になるように各溶液を混合して樹脂溶液とした以外
は、実施例１と同様にして樹脂層付銅箔及び両面金属張積層板を製造した。
【００９７】
［比較例３］
　デスミア液溶解促進成分の代わりに、ポリフェニレンエーテル化合物に対する硬化剤（
架橋剤）として用いるビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（新日鐵化学株式会社製；ＹＤＦ
－１７０）を用いたこと以外は、実施例１と同様にして樹脂層付銅箔及び両面金属張積層
板を製造した。
【００９８】
［評価］
　以上のように製造した実施例１～実施例５及び比較例１～比較例３の両面金属張積層板
を用いて、（１）樹脂層の誘電特性（２）デスミア液に対する溶解性を評価した。以下、
評価方法と評価結果とに分けて説明する。
【００９９】
１．評価方法
（１）樹脂層の誘電特性の評価
　樹脂層の誘電特性の評価は、次のようにして行った。実施例１～実施例５及び比較例１
～比較例３で製造した両面金属張積層板の両面の銅箔をエッチングにより除去し、これを
誘電正接測定用のサンプルとした。そして、アジレントテクノロジー社製のネットワーク
アナライザーＥ８３６２Ｂを用いて、１０ＧＨｚにおける各サンプルの誘電正接を測定し
た。結果を表１に示す。
【０１００】
（２）デスミア液に対する溶解性の評価
　デスミア液に対する溶解性の評価は、次のようにして行った。誘電正接測定用のサンプ
ルと同様に、実施例１～実施例５及び比較例１～比較例３で製造した両面金属張積層板の
両面の銅箔をエッチングにより除去したものをデスミア液溶解評価用サンプルとした。デ
スミア液溶解評価用サンプルをそれぞれ３枚用い、各デスミア液溶解評価用サンプルの重
量を測定した後、７５℃の膨潤液（ローム・アンド・ハース電子材料株式会社製）に１０
分間浸漬した後、７０℃の過マンガン酸カリウム溶液（ローム・アンド・ハース電子材料
株式会社製）に１０分間浸漬した。その後、４０℃の中和液（ローム・アンド・ハース電
子材料株式会社製）に３分間浸漬し、水洗した。そして、大気中でサンプルを乾燥した後
、重量を測定し、デスミア液浸漬前後の重量からデスミア液（過マンガン酸カリウム溶液
）に浸漬した１０分間のデスミア液溶解量を算出した。それを１分間当たりに換算し、デ
スミア液溶解速度とした。結果を表１に示す。
【０１０１】
２．評価結果
（１）樹脂層の誘電特性の評価
　表１を参照すると、比較例３のサンプルの誘電正接の値は０．００８４であるのに対し
て、他のサンプルの誘電正接の値はいずれも０．００５以下であり、比較例３のサンプル
の誘電正接の値が他のサンプルと比較すると高いことが分かる。比較例３で製造した樹脂
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層は、デスミア液溶解促進成分に代えて、架橋成分としてビスフェノールＦ型エポキシ樹
脂を含む以外は、実施例１と同様にして形成されたものである。一方、比較例１の樹脂層
は、デスミア液溶解促進成分もビスフェノールＦ型エポキシ樹脂も含まない樹脂溶液を用
いて形成されたものであり、その誘電正接の値は０．００２０と最も低い。以上のことか
ら、デスミア液溶解促進成分を含まない樹脂組成物を用いて形成された樹脂層の誘電正接
が最も低く、高周波特性が良好であることが分かる。また、本件発明にいうところのデス
ミア液溶解促進成分を含む樹脂組成物を用いて、樹脂層を形成した場合には、誘電正接の
値が多少高くなるものの、高周波特性に優れた樹脂層を得ることができることが確認され
た。特に、実施例１に示すようにデスミア液溶解促進成分として、ジアリルイソフタレー
トオリゴマーを添加した場合、デスミア液溶解促進成分を含まない比較例１の樹脂層と同
等の誘電正接の値を維持することが可能であることが分かる。一方、比較例３に示すよう
に、デスミア液溶解促進成分に代えてビスフェノールＦ型エポキシ樹脂を添加した場合に
は、誘電正接の値が高くなり、高周波特性が低下することが確認された。なお、実施例２
及び比較例２のように、樹脂組成物中のジアリルイソフタレートオリゴマーの配合量が増
加すると、誘電正接の値も高くなる傾向が見られた。
【０１０２】
（２）デスミア液溶解特性の評価
　表１を参照すると、デスミア液溶解促進成分を含まない比較例１のサンプルでは、デス
ミア液に対する溶解速度が０．００ｍｇ／ｍｉｎと、デスミア液に対する溶解性がほとん
どないことが確認された。従って、比較例１のように、ポリフェニレンエーテル化合物と
、スチレンブタジエンブロック共重合体とを主成分とする樹脂組成物を用いて樹脂層を形
成した場合、デスミア液に対する溶解性が極めて低いため、スルーホール等により層間接
続を行う多層プリント配線板の製造材料として用いた場合、スルーホール等の内部にスミ
アが残留し、層間接続を良好に行うことができない恐れがあることが分かる。
【０１０３】
　これに対して、実施例１～実施例５のサンプルでは、デスミア液に対する溶解速度が０
．１０ｍｇ／ｍｉｎ～０．２０ｍｇ／ｍｉｎであり、デスミア液に対して適度な溶解性を
示すことが確認された。このように、樹脂組成物の構成成分として上記ポリフェニレンエ
ーテル化合物と、スチレンブタジエンブロック共重合体と共に、本件発明にいうデスミア
液溶解促進成分を用いることにより、当該樹脂組成物を用いて形成される樹脂層のデスミ
ア液に対する溶解性を与えることができることが確認された。
【０１０４】
　一方、実施例２及び比較例２に示すように、樹脂組成物中のデスミア液溶解成分の配合
比率が高くなるにつれて、デスミア液に対する溶解速度が速くなり、デスミア液に対して
溶解し易くなることが分かる。また、比較例３のサンプルのように、本件発明にいうとこ
ろのデスミア液溶解促進成分に代えて、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂を含む樹脂組成
物を用いた場合、デスミア液に対する溶解性が極めて高くなる。比較例２及び比較例３の
ように、デスミア液に対する溶解性が一定限度を超えて高くなると、デスミア処理の際に
、スルーホール又はブラインドビア等の周囲において樹脂層の溶解が進行して樹脂部が後
退する恐れがあり、その場合、樹脂層と導体層との密着性が局部的に低下するため、好ま
しくない。
【０１０５】
　なお、実施例１で製造した樹脂層付銅箔の樹脂層部分の誘電率をアジレントテクノロジ
ー社製のネットワークアナライザーＥ８３６２Ｂを用いて測定したところ、７．３／７．
３／７．１（１ＧＨｚ／３ＧＨｚ／１０ＧＨｚ）と比較的高い値を示した。また、チタン
酸バリウム粉を含まない以外は、実施例１と同様にして樹脂層付銅箔を製造し、当該樹脂
層の誘電率を測定したところ、２．５／２．５／２．５（１ＧＨｚ／３ＧＨｚ／１０ＧＨ
ｚ）と、比較的低い値を示した。このことから、本件発明に係る樹脂組成物自体の誘電率
及び誘電正接は低く、本件発明に係る樹脂組成物を用いれば高周波特性の優れた樹脂層を
形成することが可能であることが確認された。また、当該樹脂組成物に誘電体粒子を含有
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させることにより、誘電率の高い樹脂層を形成することが可能であることも確認された。
従って、本件発明に係る樹脂組成物を用いれば、プリント配線板の製造材料として要求さ
れる好ましい電気的特性を有する樹脂層を形成することが可能になる。
【０１０６】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
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【０１０７】
　本件発明では、ポリフェニレンエーテル化合物１００質量部に対して、１０質量部～１
００質量部のスチレンブタジエンブロック共重合体と、０．１質量部～１００質量部のデ
スミア液溶解促進成分とを含む樹脂組成物を用いることにより、プリント配線板の製造材
料として要求される高周波特性等に優れた電気的特性を有すると共に、デスミア液に対す
る適度な溶解性を有する樹脂層を形成することができる。
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