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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱硬化性樹脂と、重量累積粒度分布から求めた平均粒子径が０．２μｍ～１００μｍの
熱伝導性フィラーを、全固形分に対して６０～９０体積％となるように、かつ、重量累積
粒度分布から求めた平均粒子径が１ｎｍ～１００ｎｍのナノ粒子を、全固形分に対して０
．０１～１体積％となるように、それぞれ配合してなり、
　前記熱硬化性樹脂が、メソゲン骨格を有するエポキシモノマー、及び該エポキシモノマ
ーを部分的に反応させたプレポリマから選択される少なくとも１種を含み、
　前記エポキシモノマーが、ビフェニル骨格乃至分子内に３個以上の６員環構造を有する
樹脂組成物。
【請求項２】
　前記熱伝導性フィラーは、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化珪素、及び
酸化マグネシウムから選択される少なくとも１種から構成されるフィラーを含む請求項１
に記載の樹脂組成物。
【請求項３】
　前記ナノ粒子がシリカ粒子である請求項１又は請求項２に記載の樹脂組成物。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の樹脂組成物をシート状に成形した樹脂シー
ト。
【請求項５】
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　熱間加圧により、両表面の平坦化度を７５％以上とした請求項４に記載の樹脂シート。
【請求項６】
　繊維基材と、前記繊維基材に含浸された請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の樹
脂組成物と、を有するプリプレグ。
【請求項７】
　熱間加圧により、両表面の平坦化度を７５％以上とした請求項６に記載のプリプレグ。
【請求項８】
　被着材と、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の樹脂組成物から構成される樹脂
層、請求項４又は請求項５に記載の樹脂シート、及び請求項６又は請求項７に記載のプリ
プレグから選択される少なくとも１つの樹脂含有層の硬化層と、を有する積層板。
【請求項９】
　金属箔と、金属板と、前記金属箔と前記金属板との間に挟持される、請求項１～請求項
３のいずれか１項に記載の樹脂組成物から構成される樹脂層、請求項４又は請求項５に記
載の樹脂シート、及び請求項６又は請求項７に記載のプリプレグから選択される少なくと
も１つの樹脂含有層の硬化層と、を有する金属基板。
【請求項１０】
　配線層と、金属板と、前記配線層と前記金属板との間に、請求項１～請求項３のいずれ
か１項に記載の樹脂組成物から構成される樹脂層、請求項４又は請求項５に記載の樹脂シ
ート、及び請求項６又は請求項７に記載のプリプレグから選択される少なくとも１つの樹
脂含有層の硬化物とを有するプリント配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂組成物、樹脂シート、プリプレグ、積層板、金属基板、及びプリント配
線板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モーターや発電機から、プリント配線基板やＩＣチップに至るまでの殆どの電気機器は
、電気を通すための導体と、絶縁材料とを含んで構成される。近年、これら電気機器は急
速に小型化されつつあり、絶縁材料の性能を改善する要求が高まっている。特に、小型化
に伴い高密度化した導体から発生する発熱量は著しく増大しており、絶縁材料においてい
かに熱を放散させるかが重要な課題となっている。
【０００３】
　これまで各種の電気機器に配設される絶縁材料としては、絶縁性能の高さや成型の容易
さから、有機樹脂を含む樹脂組成物が広く用いられている。しかし、一般的に樹脂組成物
は熱伝導率が低く、電気機器における熱の放散を妨げる一要因となっている。したがって
、高い熱伝導率を有する樹脂組成物が求められている。
【０００４】
　樹脂組成物の高熱伝導率化を達成する方法として、高熱伝導性セラミックからなるフィ
ラーを樹脂組成物に充填してコンポジットとする方法がある。高熱伝導性セラミックとし
ては、シリカ、アルミナ、酸化マグネシウム、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、窒化ケイ
素、及び炭化ケイ素等の例が知られている。電気絶縁性と高熱伝導性とを共に有するフィ
ラーを樹脂組成物に充填することにより、絶縁性と高熱伝導性との両立を図るものである
。
【０００５】
　ここで、電気機器に配設される絶縁材料の一態様として、寸法安定性や機械的強度など
を向上させる目的で、織布や不織布などの繊維基材を用い、この繊維基材に樹脂組成物を
含浸させてプリプレグを作製することがある。樹脂組成物の繊維基材への含浸法としては
、繊維基材を樹脂組成物にくぐらせて引き上げる縦型塗工法と、支持フィルム上に樹脂組
成物を塗工してから繊維基材を押し付けて含浸させる横型塗工法がある。上記のようなフ



(3) JP 6161864 B2 2017.7.12

10

20

30

40

50

ィラーを含む樹脂組成物を用いる場合には、フィラーの沈降を考慮して、繊維基材内で組
成のばらつきが生じにくい横型塗工法を適用することが多い。
【０００６】
　また、樹脂組成物の高熱伝導率化を達成するその他の方法として、メソゲン骨格を有す
るモノマーを秩序的に配列させることで、樹脂そのものの高熱伝導化を図る手法が検討さ
れている。メソゲン骨格とは、ビフェニル骨格などに代表される液晶性を発現するような
剛直な部位をいう。例えば、メソゲン骨格を有するエポキシ樹脂は、分子間でスタッキン
グを起こして秩序的に分子が配列する。これを硬化剤により硬化したものを絶縁材料とし
て用いることができる。特許文献１には、このようなメソゲン骨格を有するモノマーの一
例として、液晶性を示すエポキシ化合物が掲載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－２０６８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記のフィラーを充填する樹脂組成物において、近年に要求されている高い熱伝導率を
実現するには、フィラーの充填量を多くする必要がある。フィラーを高充填した樹脂組成
物では、フィラー表面と樹脂の相互作用により粘度が著しく上昇し、これにより、空気を
巻き込んで気泡を内包しやすくなっている。また、フィラーを高充填した樹脂組成物では
、フィラーどうしが嵌合する頻度が高くなるために、流動性が著しく低下する。その結果
、フィラーを高充填した樹脂組成物においては、被着材の表面構造の埋め込み不良による
空孔や塗工時に発生した気泡は消滅しにくく、この樹脂組成物から作製された絶縁材料で
は、これらの空孔・気泡に由来して絶縁破壊が起こりやすい傾向にある。
【０００９】
　また、樹脂組成物を繊維基材に含浸させてプリプレグを作製する際、樹脂組成物中のフ
ィラー量が多いとフィラーが繊維と嵌合して詰まるなどして、樹脂が繊維基材の表面から
十分に染み出ない、或いは繊維の隙間を埋めきれず空孔が残ることがある。繊維基材の表
面からの樹脂の染み出しが不十分な場合には、プリプレグの被着材への接着力が不足して
界面剥離を引き起こし、また、被着材界面・繊維基材内の空孔は絶縁性の低下を引き起こ
す。
【００１０】
　ここで、一般にフィラーを充填する樹脂組成物の流動性を改善するには、（１）樹脂の
粘度を下げる、（２）フィラーの表面処理、又は分散剤の添加によりフィラー表面に束縛
される樹脂量を低減する、といった方法がある。
【００１１】
　しかし単純に樹脂の粘度を下げただけでは、繊維基材表面からの樹脂そのものの染み出
し性は改善するが、フィラーと繊維との嵌合は改善していない。そのため、フィラーを繊
維上に残して樹脂だけが繊維基材の表面から染み出してしまい、さらに圧力が大きすぎる
と樹脂だけが染み出して空孔などの欠陥を形成してしまうという課題がある。また、樹脂
組成物の粘度が下がりすぎて、樹脂組成物の塗工膜の厚み方向でフィラーの沈降が起こり
、塗工膜の厚み方向でフィラーの濃淡の分布が生じてしまうという課題があった。
【００１２】
　一方、フィラーの表面処理や分散剤の添加のみにより樹脂組成物の流動性を向上させた
場合、繊維基材の表面から十分に樹脂が染み出すよう、表面処理のフィラー被覆率や分散
剤の添加量を多くしすぎると、フィラーと樹脂の化学的な結合が阻害され、コンポジット
の熱伝導率が低下してしまうという課題がある。
【００１３】
　また、メソゲン骨格を有するモノマーを秩序的に配列させて樹脂組成物の高熱伝導率化
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を図る場合、メソゲン骨格を有するモノマーは一般に結晶化しやすく常温で固体であるた
め汎用の樹脂と比べて取り扱いが困難である。更にフィラーを高充填すると、上記の困難
性が加わるためにいっそう成形が困難になる。
【００１４】
　このような状況のもと、本発明は、高い熱伝導性及び優れた流動性を両立した樹脂組成
物を提供することを課題とする。また、高い熱伝導性及び絶縁性を有する樹脂シート、プ
リプレグ、積層板、金属基板、及びプリント配線板を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意検討した結果、本発明に至った。すなわち
、本発明は、以下の通りである。
【００１６】
＜１＞　熱硬化性樹脂と、重量累積粒度分布から求めた平均粒子径が０．２μｍ～１００
μｍの熱伝導性フィラーを、全固形分に対して６０～９０体積％となるように、かつ、重
量累積粒度分布から求めた平均粒子径が１ｎｍ～１００ｎｍのナノ粒子を、全固形分に対
して０．０１～１体積％となるように、それぞれ配合してなり、
　前記熱硬化性樹脂が、メソゲン骨格を有するエポキシモノマー、該エポキシモノマーの
多量体、及び該エポキシモノマーを部分的に反応させたプレポリマから選択される少なく
とも１種を含む樹脂組成物。
【００１８】
＜２＞　前記エポキシモノマーが、ビフェニル骨格乃至分子内に３個以上の６員環構造を
有する前記＜１＞に記載の樹脂組成物。
【００１９】
＜３＞　前記熱伝導性フィラーは、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化珪素
、及び酸化マグネシウムから選択される少なくとも１種から構成されるフィラーを含む前
記＜１＞又は＜２＞に記載の樹脂組成物。
【００２０】
＜４＞　前記ナノ粒子がシリカ粒子である前記＜１＞～＜３＞のいずれか１項に記載の樹
脂組成物。
【００２１】
＜５＞　前記＜１＞～＜４＞のいずれか１項に記載の樹脂組成物をシート状に成形した樹
脂シート。
【００２３】
＜６＞　熱間加圧により、両表面の平坦化度を７５％以上とした前記＜５＞に記載の樹脂
シート。
【００２４】
＜７＞　繊維基材と、前記繊維基材に含浸された前記＜１＞～＜４＞のいずれか１項に記
載の樹脂組成物と、を有するプリプレグ。
【００２６】
＜８＞　熱間加圧により、両表面の平坦化度を７５％以上とした前記＜７＞に記載のプリ
プレグ。
【００２７】
＜９＞被着材と、前記＜１＞～＜４＞のいずれか１項に記載の樹脂組成物から構成される
樹脂層、前記＜５＞又は＜６＞に記載の樹脂シート、及び前記＜７＞又は＜８＞に記載の
プリプレグから選択される少なくとも１つの樹脂含有層の硬化層と、を有する積層板。
【００２８】
＜１０＞金属箔と、金属板と、前記金属箔と前記金属板との間に挟持される、前記＜１＞
～＜４＞のいずれか１項に記載の樹脂組成物から構成される樹脂層、前記＜５＞又は＜６
＞に記載の樹脂シート、及び前記＜７＞又は＜８＞に記載のプリプレグから選択される少
なくとも１つの樹脂含有層の硬化層と、を有する金属基板。
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【００２９】
＜１１＞配線層と、金属板と、前記配線層と前記金属板との間に、前記＜１＞～＜４＞の
いずれか１項に記載の樹脂組成物から構成される樹脂層、前記＜５＞又は＜６＞に記載の
樹脂シート、及び前記＜７＞又は＜８＞に記載のプリプレグから選択される少なくとも１
つの樹脂含有層の硬化物と、を有するプリント配線板。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、高い熱伝導性及び優れた流動性を両立した樹脂組成物を提供すること
ができる。また、このような樹脂組成物を用いることで、高い熱伝導性及び絶縁性を有す
る樹脂シート、プリプレグ、積層板、金属基板、及びプリント配線板を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施例４及び比較例３の樹脂組成物から作製した塗工直後のプリプレグ、及び真
空プレス後のプリプレグの表面を撮影したＳＥＭ像である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明において「工程」との語は、独立した工程だけではなく、他の工程と明確に区別
できない場合であってもその工程の所期の作用が達成されれば、本用語に含まれる。
　また本明細書において「～」を用いて示された数値範囲は、「～」の前後に記載される
数値をそれぞれ最小値及び最大値として含む範囲を示す。
【００３３】
＜樹脂組成物＞
　本発明の樹脂組成物は、重量累積粒度分布から求めた平均粒子径が０．２μｍ～１００
μｍの熱伝導性フィラー（以下、熱伝導性フィラーを単に「フィラー」と略称する場合が
ある）と、重量累積粒度分布から求めた平均粒子径が１ｎｍ～１００ｎｍのナノ粒子と、
熱硬化性樹脂と、を含む。本発明の樹脂組成物中、前記熱伝導性フィラーは、全固形分に
対して６０～９０体積％で含有され、前記ナノ粒子は、全固形分に対して０．０１～１体
積％で含有される。本発明の樹脂組成物は、更に必要に応じて、その他の成分を含んでも
よい。
【００３４】
　ここで、本発明において重量累積粒度分布が５０％となる粒子径（Ｄ５０）を熱伝導性
フィラーの『平均粒子径』と定義する。重量累積粒度分布は、レーザー回折法を用いて測
定される。レーザー回折法を用いた粒度分布測定は、レーザー回折散乱粒度分布測定装置
（例えば、ベックマン・コールター社製、ＬＳ１３）を用いて行なうことができる。測定
用のフィラー溶液の調製は、有機溶剤のスラリーの場合は同じ有機溶剤で装置の感度上適
切な光量となるよう希釈し、粉体の場合は粉末を０．１質量％のメタりん酸ナトリウム水
溶液に投入し、超音波分散させ、装置の感度上適切な光量となる濃度で測定する。
【００３５】
　樹脂組成物に平均粒子径が１ｎｍ～１００ｎｍのナノ粒子を特定量含有させることによ
り、樹脂組成物に含まれるフィラーどうしの潤滑効果はもとより、樹脂組成物を繊維基材
に含浸させたプリプレグにおいてはフィラーと繊維基材との間の潤滑効果を得ることがで
きる。このような樹脂組成物を用いて形成した樹脂シート及び樹脂付き金属箔では作製時
に形成された気泡や被着材界面との空孔を貼付時に良好に埋めることができるため、絶縁
破壊性が向上する。また、この樹脂組成物を繊維基材に含浸させて形成したプリプレグで
は、繊維基材の隙間においてフィラーどうしが嵌合せずに良好に滑ることができ、樹脂組
成物が良好に繊維基材から染み出し、基材内部や被着材界面との空孔を貼付時に良好に埋
めることができるため、絶縁破壊性が向上する。更に、良好な流動性により、塗工後に熱
間加圧すると、繊維基材の表面に樹脂を染み出させることができ、接着性も良好となる。
【００３６】
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　本発明の樹脂組成物は熱伝導性及び流動性に優れることから、この樹脂組成物を硬化し
た絶縁層を備える積層板、金属基板、及びプリント配線板は、高い熱伝導性及び絶縁性が
発揮される。
【００３７】
　また、ナノ粒子を特定量含有させた本発明の樹脂組成物では、メソゲン骨格を有するモ
ノマーに由来する樹脂を用いても、十分な流動性を得ることが可能である。
　以下では、樹脂組成物に用いる材料及び樹脂組成物の物性について説明する。
【００３８】
（熱伝導性フィラー）
　本発明の樹脂組成物は、平均粒子径が０．２μｍ～１００μｍの熱伝導性フィラーを含
む。また、本発明の樹脂組成物において、前記熱伝導性フィラーは、全固形分に対して６
０～９０体積％で含有される。
【００３９】
　前記熱伝導性フィラーの材質としては、樹脂よりも高い熱伝導性を有すれば特に制限は
なく、絶縁性を要求される用途では絶縁性の材質であれば、通常熱伝導性向上のためにフ
ィラーとして用いられるものを適用することができる。
【００４０】
　前記熱伝導性フィラーは、樹脂組成物中、全固形分に対して６０～９０体積％で含有さ
れる。樹脂組成物中に熱伝導性フィラーが６０体積％以上充填されると、熱伝導率に優れ
る。また、接着性等の機能を発現させるために、樹脂組成物中の熱伝導性フィラーの含有
率は、９０体積％以下とする。好ましくは、樹脂組成物中の熱伝導性フィラーの含有率は
、全固形分に対して６５～８５体積％であり、より好ましくは７０～８０体積％である。
【００４１】
　なお、本明細書における熱伝導性フィラーの含有量（体積％）は、次式により求めた値
とする。
【００４２】
　熱伝導性フィラーの含有量（体積％）＝（Ａｗ／Ａｄ）／（（Ａｗ／Ａｄ）＋（Ｂｗ／
Ｂｄ）＋（Ｃｗ／Ｃｄ）＋（Ｄｗ／Ｄｄ）＋・・・）×１００
【００４３】
Ａｗ：熱伝導性フィラーの質量組成比（質量％）
Ｂｗ：熱硬化性樹脂の質量組成比（質量％）
Ｃｗ：ナノ粒子の質量組成比（質量％）
Ｄｗ：その他の任意成分（有機溶剤を除く）の質量組成比（質量％）
Ａｄ：熱伝導性フィラーの比重
Ｂｄ：熱硬化性樹脂の比重
Ｃｄ：ナノ粒子の比重
Ｄｄ：その他の任意成分（有機溶剤を除く）の比重
【００４４】
　前記熱伝導性フィラーとして具体的には例えば、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホ
ウ素、窒化珪素、酸化マグネシウムなどを挙げることができる。熱伝導性及び耐湿性のバ
ランスの観点からは、アルミナが好ましい。アルミナの結晶型は特に限定されず、α型、
γ型、δ型、θ型のいずれであってもよく、熱伝導率が高く、融点が高く、機械的強度が
高く、且つ電気絶縁性に優れる点から、α－アルミナが好ましい。
【００４５】
　また、熱伝導率の観点では、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化珪素などの窒化物フ
ィラーが優れる。よって、所望の熱伝導率によって窒化物フィラーを単独で使用し、又は
窒化物フィラーとアルミナとを併用することができる。
【００４６】
　前記熱伝導性フィラーは、単一の粒度分布を有するフィラー群であってもよいが、フィ
ラーの充填性の観点からは、単一の粒度分布を有するフィラー群で７０体積％以上充填す
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ることは困難である。そこで、異なる粒度分布を持つ２種類以上のフィラー群を組み合わ
せて充填することが好ましく、異なる粒度分布を持つ３種類以上のフィラー群を組み合わ
せると更に好ましい。
【００４７】
　混合の割合については、例えば異なる粒度分布を持つ３種類のフィラー群を適用する場
合を例に挙げると、平均粒子径が２μｍ以上１００μｍ以下のフィラー群（Ａ）、平均粒
子径がフィラー群（Ａ）の１／２以下であり１μｍ以上１０μｍ以下のフィラー群（Ｂ）
、及び、平均粒子径がフィラー群（Ｂ）の１／２以下であり０．２μｍ以上５μｍ以下の
フィラー群（Ｃ）の混合物であり、熱伝導性フィラーの全体積に対するフィラー群（Ａ）
、（Ｂ）及び（Ｃ）の割合が、それぞれ、５０体積％以上９０体積％以下、５体積％以上
４０体積％以下、及び１体積％以上３０体積％以下（ただし、フィラー群（Ａ）、（Ｂ）
及び（Ｃ）の総体積％は、１００体積％である）の割合で充填すると好適である。
【００４８】
　前記フィラー群（Ａ）の平均粒子径は、シート又は樹脂付き金属箔の場合は目標とする
膜厚、プリプレグの場合には目標膜厚と繊維基材の目の細かさによって制限される。他の
制限が特にない場合には、熱導電率の観点からは前記フィラー群（Ａ）の平均粒子径は大
きいほど好ましいが、熱抵抗の観点から絶縁性が許容する範囲でなるべく薄い膜厚とする
のが好ましい。よって、前記フィラー群（Ａ）の平均粒子径は２μｍ以上１００μｍ以下
であることが好ましく、充填性および熱抵抗・熱伝導性の観点から、５μｍ以上７５μｍ
以下であることがより好ましく、５μｍ以上４５μｍ以下であることが更に好ましく、１
０μｍ以上３０μｍ以下であることが更に好ましい。
【００４９】
　上述のように、異なる粒度分布を持つフィラー群を組み合わせて充填する場合には、全
てのフィラー群において、平均粒子径が０．２μｍ～１００μｍであることが好ましい。
しかしながら、平均粒子径が０．２μｍ～１００μｍの範囲から外れる熱伝導性フィラー
を併用してもよい。平均粒子径が０．２μｍ～１００μｍの範囲から外れる熱伝導性フィ
ラーを併用した場合であっても、平均粒子径が０．２μｍ～１００μｍの熱伝導性フィラ
ーは、樹脂組成物の全固形分に対して６０～９０体積％で含有される。
【００５０】
　また、樹脂組成物にはシランカップリング剤を含むことが好ましい。シランカップリン
グ剤を含む効果としては、無機フィラーの表面とその周りを取り囲む有機樹脂の間で共有
結合を形成する役割（バインダ剤に相当）を果たし、熱を効率よく伝達する働きや、更に
は水分の浸入を妨げることにより、絶縁信頼性の向上にも寄与する。シランカップリング
剤の種類として、市販のものを通常使用できるが、エポキシ樹脂やフェノール樹脂との相
溶性および樹脂層と無機フィラー層との界面での熱伝導欠損を低減することを考慮すると
、末端にエポキシ基、アミノ基、メルカプト基、ウレイド基、水酸基を有するシランカッ
プリング剤を用いることが好適である。例として、３－グリシドキシプロピルトリメトキ
シシラン、３－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメ
チルジエトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、２－（３，
４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエト
キシシラン、３－（２－アミノエチル）アミノプロピルトリメトキシシラン、３－（２－
アミノエチル）アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリメトキシシ
ラン、３－フェニルアミノプロピルトリメトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリメ
トキシシラン、３－メルカプトトリエトキシシラン、３－ウレイドプロピルトリエトキシ
シランなどがあり、またＳＣ－６０００ＫＳ２に代表されるシランカップリング剤オリゴ
マ（日立化成コーテットサンド株式会社製）を使用することができる。またこれらシラン
カップリング剤は単独または２種類以上を併用することもできる。
【００５１】
（ナノ粒子）
　本発明の樹脂組成物は、重量累積粒度分布から求めた平均粒子径（Ｄ５０）が１ｎｍ～
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１００ｎｍのナノ粒子を含む。また、本発明の樹脂組成物において、前記ナノ粒子は、全
固形分に対して０．０１～１体積％で含有される。
【００５２】
　ナノ粒子のＤ５０は、前記熱伝導性フィラーどうし、又は熱伝導性フィラーと繊維基材
間の潤滑性を高める観点から、１ｎｍ～１００ｎｍであり、１０ｎｍ～５０ｎｍであるこ
とがより好ましい。ナノ粒子のＤ５０の求め方は、前記熱伝導性フィラーの場合と同様で
ある。
【００５３】
　ナノ粒子は、樹脂組成物中、全固形分に対して０．０１～１体積％で含有される。樹脂
組成物において、ナノ粒子が全固形分に対して０．０１体積％以上で含有されると、フィ
ラー間、フィラー・繊維基材間の潤滑性を高める効果が得られ、１体積％以下で含有され
ると、前記熱伝導性フィラーどうしの間隔を大きくするのが抑えられるため、ナノ粒子を
添加したことによる熱伝導率の低下が抑制される。また、ナノ粒子の添加量が多すぎると
、表面水酸基の影響で熱硬化性樹脂の当量関係がずれてしまうことがあるため、添加量に
あわせて樹脂の当量比を最適化する必要がある。硬化反応を良好に進める観点から、樹脂
組成物中のナノ粒子の含有率は、全固形分に対して０．０５～０．５体積％であることが
好ましい。
【００５４】
　なお、本明細書におけるナノ粒子の含有量（体積％）は、次式により求めた値とする。
【００５５】
　ナノ粒子の含有量（体積％）＝（Ｃｗ／Ｃｄ）／（（Ａｗ／Ａｄ）＋（Ｂｗ／Ｂｄ）＋
（Ｃｗ／Ｃｄ）＋（Ｄｗ／Ｄｄ）＋・・・）×１００
【００５６】
Ａｗ：熱伝導性フィラーの質量組成比（質量％）
Ｂｗ：熱硬化性樹脂の質量組成比（質量％）
Ｃｗ：ナノ粒子の質量組成比（質量％）
Ｄｗ：その他の任意成分（有機溶剤を除く）の質量組成比（質量％）
Ａｄ：熱伝導性フィラーの比重
Ｂｄ：熱硬化性樹脂の比重
Ｃｄ：ナノ粒子の比重
Ｄｄ：その他の任意成分（有機溶剤を除く）の比重
【００５７】
　ナノ粒子の材質は特に限定されない。樹脂組成物を絶縁性とする観点からは、シリカ、
アルミナ、ジルコニア、水酸化アルミニウムなどの絶縁性セラミックから構成されるナノ
粒子が好ましい。粒子の入手性や製造容易性の観点からは、シリカ粒子であることが好ま
しい。熱伝導率の観点からは、アルミナ粒子であることが好ましい。
【００５８】
　ナノ粒子の形状は、効率的な潤滑作用を示す観点からは、真球状であることが好ましい
が、特に限定されるものではない。
【００５９】
　また、ナノ粒子の添加による増粘を抑える観点から、ナノ粒子はシランカップリング剤
などで表面処理されることが好ましい。シランカップリング剤などで表面処理すると、ナ
ノ粒子の表面に存在する水酸基を起点に有機鎖で修飾されることで、樹脂と相互作用でき
る水酸基密度が低下し、水酸基に後述の熱硬化性樹脂が束縛されて増粘するのが抑えられ
る。特に、ナノ粒子は粒子径が小さいことから表面積の割合が大きくなり、表面に存在す
る水酸基の影響が大きく現れやすい。
【００６０】
　前記シランカップリング剤としては、樹脂組成物の粘度を低下させ、効果的に流動性を
向上させる観点から、アルキル、ビニル、アクリロイル、メタクリロイル、フェニル、又
はアミノフェニルなどの疎水性官能基を持つシランカップリング剤が好ましい。なお、エ
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る場合、例えばフェノール硬化エポキシ樹脂とアミノシランなど、マトリクスとなる熱硬
化性樹脂との相性によっては硬化系に組み込まれることで、処理しない場合に比べて著し
く増粘することがあるため、耐熱性などの観点からこれらを選択する場合は後述の熱硬化
性樹脂との反応性に注意して表面処理剤を選択する必要がある。
【００６１】
　ナノ粒子の樹脂組成物への配合方法としては、有機スラリーとしてから添加する方法と
、乾燥粉末として添加する方法を使用できる。ナノ粒子の凝集を抑え、また樹脂組成物中
での分散が容易であることから、有機スラリーとしてから添加する方法がより好ましい。
【００６２】
（熱硬化性樹脂）
　本発明の樹脂組成物は、熱硬化性樹脂の少なくとも１種を含む。前記熱硬化性樹脂とし
ては、熱硬化性を有する樹脂であれば特に制限はなく、通常用いられる熱硬化性樹脂を用
いることができる。熱硬化性樹脂として具体的には例えば、エポキシ系樹脂、ポリイミド
系樹脂、ポリアミドイミド系樹脂、トリアジン系樹脂、フェノール系樹脂、メラミン系樹
脂、ポリエステル系樹脂、シアネートエステル系樹脂、及びこれら樹脂の変性系などを挙
げることができる。これらの樹脂は１種単独で用いても、２種類以上を併用してもよい。
【００６３】
　本発明における熱硬化性樹脂は、耐熱性の観点から、エポキシ系樹脂、フェノール樹脂
、及びトリアジン系樹脂から選ばれる樹脂であることが好ましく、エポキシ系樹脂である
ことがより好ましい。また、必要に応じて硬化剤や硬化促進剤を含んでいてもよい。エポ
キシ系樹脂は、１種類を単独で用いても、２種類以上を併用してもよい。
【００６４】
　前記エポキシ系樹脂（以下、単に「エポキシ樹脂」ということがある）としては、ビス
フェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビフェノール、ノボラック型フェノール樹脂、オルト
クレゾールノボラック型フェノール樹脂、トリスフェノールメタンノボラック型フェノー
ル樹脂等の多価フェノール及び１，４－ブタンジオール等の多価アルコールとエピクロル
ヒドリンとを反応させて得られるポリグリシジルエーテル；フタル酸、ヘキサヒドロフタ
ル酸等の多塩基酸とエピクロルヒドリンを反応させて得られるポリグリシジルエステル；
アミン、アミド、又は複素環式窒素塩基を有する化合物のＮ－グリシジル誘導体；及び脂
環式エポキシ樹脂などが挙げられる。
【００６５】
　前記エポキシ系樹脂のなかでも、樹脂そのものの熱伝導率が向上し、加熱時の溶融粘度
が小さくなることから、ビフェニル構造などに代表されるメソゲン骨格を有するエポキシ
モノマー又はその重合体が好ましい。
【００６６】
　本発明におけるメソゲン骨格とは、液晶性を発現する可能性のある官能基を示す。具体
的には、ビフェニル、フェニルベンゾエート、アゾベンゼン、スチルベン等やその誘導体
が挙げられ、ビフェニル乃至分子内に３個以上の６員環構造を有するものが挙げられ、『
液晶便覧』（丸善 液晶便覧返信委員会 編２０００年出版）に記載されている下記一般式
（Ａ）が挙げられる。
【００６７】
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【化１】

 
【００６８】
　一般式（Ａ）中、環１、環２、及び環３として表される環構造は、各々独立に、

【化２】

の中から選択され、結合基Ｘ１及びＸ２は、各々独立に、単結合、
【００６９】

【化３】

【００７０】
又は、これらを二つ以上組み合わせた連結基であり、Ｙ１、Ｙ２及びＹ３は、各々独立に
、－Ｒ、－ＯＲ（Ｒは炭素数１～８の脂肪族炭化水素基を表す）、－Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂｒ
、－Ｉ、－ＣＮ、－ＮＯ２、又は－ＣＯ－ＣＨ３を表し、ｎ、ｍ及びｌは各々独立に０～
４の整数を表す。
【００７１】
　メソゲン骨格を有するエポキシモノマーとしては、ビフェニル型エポキシ樹脂、ビキシ
レニル型エポキシ樹脂、１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－
（４－オキシラニルメトキシフェニル）－１－シクロヘキセン、又は１－（３－メチル－
４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメトキシフェニル）－ベ
ンゼンなどが好ましく、融点及び硬化物の熱伝導率の観点から、１－（３－メチル－４－
オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメトキシフェニル）－１－シ
クロヘキセンがより好ましい。かかるエポキシ化合物は、例えば前述の特許文献１に記載
の方法により製造することができる。
【００７２】
　また、エポキシ系樹脂は、エポキシモノマーであっても、エポキシモノマーを硬化剤な
どにより重合させ部分的に反応させたプレポリマの状態であってもよい。メソゲン骨格を
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持つ樹脂は一般に結晶化しやすく、溶媒への溶解度も低いものが多いが、一部重合させる
ことで結晶化を抑制することができるため、成形性が向上する場合がある。
【００７３】
　熱硬化性樹脂の含有率は、樹脂組成物の全固形分に対して、９～３９．９９体積％であ
ることが好ましく、１４～３４．９９体積％であることがより好ましく、１９～２９．９
９体積％であることが更に好ましい。なお、ここでいう熱硬化性樹脂の含有率では、後述
の硬化剤や硬化促進剤を用いる場合には、これら硬化剤や硬化促進剤を含めるものとする
。
【００７４】
（硬化剤、硬化促進剤）
　前記硬化剤は、前記熱硬化性樹脂の種類等に応じて、従来公知の化合物から適宜選択し
て用いることができる。例えば熱硬化性樹脂の主剤としてエポキシ樹脂を用いる場合の硬
化剤としては、アミン系硬化剤、フェノール系硬化剤などを挙げることができる。アミン
系硬化剤としては芳香族多価アミンが好ましく、４，４’－ジアミノジフェニルメタンや
１，５－ジアミノナフタレンなどを挙げることができる。フェノール系硬化剤としては多
官能性フェノールが好ましく、フェノールノボラック、フェノールアラルキル、ナフトー
ルアラルキル、ジシクロペンタジエンフェノール、カテコールノボラック、レゾルシノー
ルノボラックなどを挙げることができる。硬化剤は、１種単独でも、２種以上を組み合わ
せて用いてもよい。
【００７５】
　前記硬化剤の含有率は、主剤と硬化剤の反応性官能基が硬化時に完全に消費される混合
比(当量比１．０)に近いほど好ましく、当量比が０．８～１．２となる含有率が好ましく
、０．９～１．１となる含有率がより好ましい。
【００７６】
　本発明においては、熱硬化性樹脂と硬化剤との反応等を促進させる目的で硬化促進剤を
含んでいてもよい。また硬化促進剤の種類や配合量は特に限定するものではないが、反応
速度や反応温度、保管性などの観点から、適切なものを選択することができる。促進剤の
具体例としては、例えばイミダゾール系化合物、有機リン系化合物、第３級アミン、第４
級アンモニウム塩などが挙げられる。これらは１種単独でも、２種類以上を併用してもよ
い。
【００７７】
　また、成形プロセスにあわせて、有機溶剤を含有した状態で成形してもよい。有機溶剤
としては、通常用いられる有機溶剤を用いることができる。具体的には、アルコール系溶
剤、エーテル系溶剤、ケトン系溶剤、アミド系溶剤、芳香族炭化水素系溶剤、エステル系
溶剤、ニトリル系溶剤等を挙げることができる。例えば、メチルイソブチルケトン、ジメ
チルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチル－２－ピ
ロリドン、γ－ブチロラクトン、スルホラン、シクロヘキサノン、メチルエチルケトンを
用いることができる。これらは１種単独でも、２種類以上を併用した混合溶剤として用い
てもよい。
【００７８】
＜樹脂シート＞
　本発明の樹脂シートは、前記樹脂組成物をシート状に成形したものである。具体的には
、前記樹脂組成物を離型基材上に塗布し、乾燥することで製造することができる。この際
、乾燥後に必要に応じて２枚を背合せ或いは離型基材をあてて熱間加圧することで両面を
平滑化すると塗工時のピンホール等を解消できるため好ましい。高い熱伝導性と優れた流
動性を有する前記樹脂組成物から樹脂シートを成形することで、高い熱伝導性及び絶縁性
が実現される。
【００７９】
　前記離型基材としては、乾燥時の温度に耐えうるものであれば特に制限はなく、一般的
に用いられる離型剤付きのポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリイミドフィルム、
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アラミドフィルム、離型剤付きのアルミニウム箔等の金属箔を用いることができる。
【００８０】
　樹脂シートの厚みは、用途に応じて適宜設計することができる。一般には、５０μｍ～
３００μｍである。
【００８１】
　上記樹脂シートは、例えば、下記のようにして得られる。まず、上述の樹脂組成物で説
明した各成分を、混合、溶解、分散して、ワニスを調製する。そして、調製したワニスを
離型基材上に塗布する。塗布は、公知の方法により実施することができる。塗布方法とし
て、具体的には、コンマコート、ダイコート、リップコート、グラビアコート等の方法が
挙げられる。所定の厚みに樹脂シートを形成するための塗布方法としては、ギャップ間に
被塗工物を通過させるコンマコート法、ノズルから流量を調整したワニスを塗布するダイ
コート法等を適用することができる。
【００８２】
　乾燥温度は、樹脂組成物に用いる溶剤によって適宜設定することが望ましく、一般には
８０～１８０℃程度である。乾燥時間はワニスのゲル化時間と膜厚との兼ね合いで決める
ことができ、特に制限はない。乾燥後、離型基材を除去して、樹脂シートを得る。
【００８３】
　樹脂シートにおける溶剤残存量は、硬化時のアウトガス発生時の気泡形成への懸念の観
点から、２．０％以下であることが好ましく、１．０％以下であることがより好ましく、
０．７％以下であることが更に好ましい。
【００８４】
　溶剤残存量は、樹脂シートを４０ｍｍ角に切り出し、１９０℃に予熱した恒温槽中で２
時間乾燥させたときの、乾燥前後の質量変化から求める。
【００８５】
　本発明の樹脂シートは、プレスやロールラミネータなどによる熱間加圧により、積層又
は貼付する前に予め表面を平坦化してから使用してもよい。熱間加圧の方法は、熱プレス
、熱ロール、ラミネータ等の方法を任意に選択することができる。
【００８６】
　真空プレスの方法で熱間加圧する場合、加熱温度は、樹脂組成物に用いる樹脂の種類な
どに応じて適宜設定することが望ましく、一般には、６０℃～１８０℃とすることが好ま
しく、１２０℃～１５０℃とすることがより好ましい。また、真空度は、３ｋＰａ～０．
１ｋＰａとすることが好ましい。プレス圧は、０．５ＭＰａ～４ＭＰａとすることが好ま
しく、１ＭＰａ～２ＭＰａとすることがより好ましい。
【００８７】
　熱間加圧後の樹脂シートの両表面の平坦化度は、７５％以上であることが好ましく、８
０％以上であることがより好ましく、９０％以上であることが更に好ましい。樹脂シート
の両表面の平坦化度が７５％以上の場合、被着材の粗化された表面に対しても良好に追従
することができるため、界面を良好に密着させることができる。界面が良好に密着するこ
とで、接着性や絶縁性に優れる。
【００８８】
　樹脂シート表面の平坦化度は、熱間加圧後の平滑表面の面積率として評価する。得られ
たシートの表面を白金スパッタでコーティングした後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ、ＦＥ
Ｉ製、ＥＳＥＭ）にて１００倍の倍率で表面を観察する。任意に切り出した５視野のＳＥ
Ｍ像を印刷した後、樹脂が流動して平坦化された画像部分を切り抜き、その質量比から、
樹脂が流動して平坦化された面積率（平坦化度）を求める。
【００８９】
　本発明の樹脂シートは、フロー量が１３０％以上２１０％以下であることが好ましく、
１５０％以上２００％以下であることがより好ましい。このフロー量は、熱圧着時の溶融
流動性の指標である。フロー量が１３０％に満たない場合には埋め込み性が不十分となり
、２１０％を超える場合にはフロー過剰でバリが出てしまう。
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【００９０】
　フロー量は、２００μｍ厚の樹脂シートを１０ｍｍ角に打ち抜いて試料を準備し、この
試料を大気圧条件下で、温度１６０℃、プレス圧１．６ＭＰａの条件で１分間押圧したと
きの、押圧前後の樹脂シートの面積変化率である。面積の変化率は、試料を３００ＤＰＩ
以上のスキャナで取り込み、画像解析ソフト（Ａｄｏｂｅ Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ）にて２
値化処理した後、面積（ピクセル数）の変化率から求める。
【００９１】
　フロー量（％）＝（押圧後の樹脂シートの面積）／（押圧前の樹脂シートの面積）
【００９２】
＜プリプレグ＞
　本発明のプリプレグは、繊維基材と、前記繊維基材に含浸された前記樹脂組成物と、を
有して構成される。かかる構成であることで熱伝導性及び絶縁性に優れたプリプレグとな
る。また、前記ナノ粒子を含有する樹脂組成物は、チキソ性が向上するために、塗工工程
や含浸工程における熱伝導性フィラーの沈降を抑制することができる。したがって、プリ
プレグの厚み方向でのフィラーの濃淡の分布が発生するのを抑えることができ、結果とし
て、熱伝導性及び絶縁性に優れるプリプレグが得られる。
【００９３】
　プリプレグを構成する繊維基材としては、金属箔張り積層板や多層プリント配線板を製
造する際に用いられるものであれば特に制限されないが、通常織布や不織布等の繊維基材
が用いられる。ただし、目が極めて詰まった繊維だとフィラーが詰まってしまい含浸でき
ないため、目開きはフィラー(Ａ)の平均粒径の５倍以上とすることが好ましい。繊維基材
の材質としては、ガラス、アルミナ、ボロン、シリカアルミナガラス、シリカガラス、チ
ラノ、炭化ケイ素、窒化ケイ素、ジルコニア等の無機繊維や、アラミド、ポリエーテルエ
ーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポリエーテルサルフォン、カーボン、セルロース等
の有機繊維等及びこれらの混抄系がある。中でも特にガラス繊維の織布が好ましく用いら
れる。これにより屈曲性のある任意に折り曲げ可能なプリント配線板を得ることができる
。さらに、製造プロセスでの温度、吸湿等に伴う基板の寸法変化を小さくすることも可能
となる。
【００９４】
　繊維基材の厚さは特に限定されないが、より良好な可とう性を付与する観点から、３０
μｍ以下であることがより好ましく、含浸性の観点から１５μｍ以下であることが好まし
い。繊維基材の厚みの下限は特に制限されないが、通常５μｍ程度である。
【００９５】
　前記プリプレグにおいて、前記樹脂組成物の含浸量は、繊維基材および樹脂組成物の総
質量に対して５０～９９．９質量％であることが好ましい。
【００９６】
　前記プリプレグは、上記と同様に調製された前記樹脂組成物を、繊維基材に含浸し、８
０～１８０℃の加熱により溶剤を除去して製造することができる。プリプレグにおける溶
剤残存量は、２．０％以下であることが好ましく、１．０％以下であることがより好まし
く、０．７％以下であることが更に好ましい。
【００９７】
　溶剤残存量は、プリプレグを４０ｍｍ角に切り出し、１９０℃に予熱した恒温槽中に２
時間乾燥させたときの、乾燥前後の質量変化から求める。
【００９８】
　加熱により溶剤を除去する乾燥時間については特に制限されない。また樹脂組成物を繊
維基材に含浸する方法に特に制限はなく、例えば、塗工機により塗布する方法を挙げるこ
とができる。詳細には、繊維基材を樹脂組成物にくぐらせて引き上げる縦型塗工法、及び
支持フィルム上に樹脂組成物を塗工してから繊維基材を押し付けて含浸させる横型塗工法
などを挙げることができ、繊維基材内での熱伝導性フィラーの偏在を抑える観点からは、
横型塗工法が好適である。
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【００９９】
　また、本発明のプリプレグは、プレスやロールラミネータなどによる熱間加圧により、
積層又は貼付する前に予め表面を平滑化してから使用してもよい。熱間加圧の方法は、上
記樹脂シートで挙げた方法と同様である。また、プリプレグの熱間加圧における加熱温度
、真空度、及びプレス圧の条件についても、樹脂シートの熱間加圧で挙げた条件と同様で
ある。
【０１００】
　熱間加圧後のプリプレグの両表面の平坦化度は、７５％以上であることが好ましく、８
０％以上であることがより好ましく、９０％以上であることが更に好ましい。プリプレグ
の両表面の平坦化度は、プリプレグに用いた繊維基材の表面から樹脂が染み出す面積率と
して評価される。具体的な平坦化度の測定方法は、実施例において後述する。平坦化度が
７５％以上の場合、熱間加圧時にナノ粒子の効果により良好に樹脂を染み出させることが
できるため、安定した絶縁破壊電圧を得ることができる。
【０１０１】
＜積層板＞
　本発明の積層板は、樹脂含有層の硬化層と、被着材と、を有する。前記樹脂含有層は、
前記樹脂組成物で構成される樹脂層、前記樹脂シート、及び前記プリプレグから選択され
る少なくとも１層である。本発明の樹脂組成物から形成される樹脂含有層の硬化層を備え
ることで、熱伝導性及び絶縁性に優れた積層板となる。
【０１０２】
　本発明の積層板において、樹脂含有層の硬化層として、前記樹脂層、前記樹脂シート、
又は前記プリプレグのいずれか１層を備える形態であってもよく、２層以上を備える形態
であってもよい。２層以上の硬化層を備える場合には、前記樹脂層を２層以上設ける形態
、前記樹脂シートを２枚以上設ける形態、又は前記プリプレグを２枚以上設ける形態であ
ってもよい。更には、前記樹脂層、前記樹脂シート、及び前記プリプレグのいずれか２つ
以上を組み合わせて備えてもよい。
【０１０３】
　本発明の積層板は、例えば、被着材上に前記樹脂組成物を塗工して樹脂層を形成し、こ
れを加熱及び加圧して、前記樹脂層を硬化させるとともに被着材に密着させることで得ら
れる。又は、前記被着材に前記樹脂シート又は前記プリプレグを積層した積層体を準備し
、この積層体を加熱及び加圧して、前記樹脂シート又は前記プリプレグを硬化させるとと
もに被着材に密着させことで得られる。
【０１０４】
　前記樹脂含有層を硬化するための加熱温度は特に限定されないが、通常８０～２５０℃
の範囲であり、好ましくは１３０～２３０℃の範囲である。また、前記加圧の条件は特に
限定されないが、通常０．５～１５ＭＰａの範囲であり、好ましくは２～１０ＭＰａの範
囲である。また、加熱及び加圧には、真空プレスが好適に用いられる。
【０１０５】
　被着材としては、金属箔や金属板などを挙げることができる。前記被着材は、前記樹脂
含有層の硬化層の一方の面のみに付設しても、両面に付設してもよい。
【０１０６】
　前記金属箔としては、金箔、銅箔、アルミニウム箔など特に制限されず、一般的には銅
箔が用いられる。前記金属箔の厚みとしては、１μｍ～５００μｍであれば特に制限され
ず、使用する電力によって好適な厚みを選択することができる。
【０１０７】
　また、金属箔として、ニッケル、ニッケル－リン、ニッケル－スズ合金、ニッケル－鉄
合金、鉛、鉛－スズ合金等を中間層とし、この両表面に０．５～１５μｍの銅層と１０～
３００μｍの銅層を設けた３層構造の複合箔、又はアルミニウムと銅箔とを複合した２層
構造複合箔を用いることもできる。
【０１０８】



(15) JP 6161864 B2 2017.7.12

10

20

30

40

50

　金属板は熱伝導率が高く、熱容量が大きい金属材料からなり、銅、アルミニウム、鉄、
リードフレームに使われる合金などが例示できる。板厚は用途によって自由に選択するこ
とができ、金属基板は軽量化や加工性を優先する場合はアルミニウム、放熱性を優先する
場合は銅、というように目的を応じて材質を選定してもよい。
【０１０９】
　本発明の積層板の厚さは、２００μｍ以下であることが好ましく、５０～１８０μｍで
あることがより好ましい。厚さが２００μｍ以下、更には１８０μｍ以下の場合、可とう
性に優れ、曲げ加工時にクラックが発生するのが抑えられる。また、厚さが５０μｍ以上
の場合には、作業性に優れる。
【０１１０】
＜金属箔貼硬化物、金属基板＞
　前記積層板の一例として、後述のプリント配線板を作製するのに用いる金属箔貼硬化物
、又は金属基板を挙げることができる。
【０１１１】
　前記金属箔貼硬化物では、前記積層板における被着材として、２枚の金属箔を用いる。
具体的には、前述の金属箔を２枚用意し、この２枚の金属箔の間に、前記樹脂含有層の硬
化層を備える。
【０１１２】
　前記金属基板では、前記積層板における被着材として、金属箔と金属基板とを用いる。
具体的には、前記金属基板は、前記金属箔と前記金属基板との間に、前記樹脂含有層の硬
化層を備える。
【０１１３】
　生産性を高める観点から、金属基板を大きなサイズで作製して電子部品を実装した後に
、使用するサイズに切断することが好ましい。そのため、金属基板に用いる金属板は切断
加工性に優れることが望ましい。
【０１１４】
　金属板としてアルミニウムを用いる場合、アルミニウム又はアルミニウムを主成分とす
る合金を材質として選定でき、その化学組成と熱処理条件により多種類のものが入手可能
であるが、高く切削しやすい等の加工性が高く、かつ強度に優れた種類を選定することが
好ましい。
【０１１５】
＜プリント配線板＞
　本発明のプリント配線板は、配線層と、金属板とを有し、前記配線層と前記金属板との
間に、樹脂含有層の硬化層を有する。前記樹脂含有層は、前記樹脂組成物を付与してなる
樹脂層、前記樹脂シート、及び前記プリプレグから選択される少なくとも１層である。本
発明のプリント配線板は、前述の金属箔貼硬化物又は金属基板における金属箔を回路加工
することにより製造することができる。金属箔の回路加工には通常のフォトリソによる方
法が適用できる。本発明の樹脂組成物を用いることで、熱伝導性及び絶縁性に優れたプリ
ント配線板が得られる。
【０１１６】
　本発明のプリント配線板の好ましい態様としては、例えば、特開２００９－２１４５２
５号公報の段落番号００６４や、特開２００９－２７５０８６号公報の段落番号００５６
～００５９に記載のプリント配線板と同様のものを挙げることができる。
【実施例】
【０１１７】
以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定される
ものではない。
【０１１８】
＜樹脂組成物＞
［実施例１］
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　ビフェニル型のエポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン、ＹＬ６１２１Ｈ）１００質量
部と、レゾルシノールノボラック（日立化成工業試作品）３７質量部と、トリフェニルホ
スフィン１．４質量部と、ＫＢＭ－５７３（信越化学工業製）１．４質量部と、アルミナ
粉末１５２８質量部（住友化学株式会社製α－アルミナ粉末；平均粒子径が１８μｍのア
ルミナ１００８質量部と、平均粒子径が３μｍのアルミナ３６７質量部と、平均粒子径が
０．４μｍのアルミナ１５３質量部との混合物）と、メチルエチルケトン３００質量部と
を混合し、ビニルシランにより疎水処理されたシリカナノ粒子（アドマテックス社製、商
品名：アドマナノ、平均粒子径が１５ｎｍ）スラリーを固形分換算で１．９質量部相当添
加し、エポキシ樹脂ワニスを得た。
【０１１９】
　ビフェニル型のエポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン、ＹＬ６１２１Ｈ）とレゾルシ
ノールノボラックとの混合物の密度を１．２ｇ／ｃｍ３、アルミナ粉末の密度を３．９８
ｇ／ｃｍ３、シリカナノ粒子の密度を２．２ｇ／ｃｍ３として、ビフェニル型のエポキシ
樹脂（ジャパンエポキシレジン、ＹＬ６１２１Ｈ）とレゾルシノールノボラックとアルミ
ナ粉末とナノ粒子の合計体積に対するアルミナ粉末の割合を算出したところ、７３体積％
であった。また、前記合計体積に対するシリカナノ粒子の割合を算出したところ、０．２
体積％であった。
【０１２０】
［実施例２］
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセン１００質量部と、レゾルシノールノボラック（日
立化成工業試作品）３２質量部と、トリフェニルホスフィン１．３質量部と、ＫＢＭ－５
７３（信越化学工業社製）１．３質量部と、窒化アルミニウム粉末１４７２質量部（古河
電子製窒化アルミニウム粉末；平均粒子径が３０μｍの窒化アルミニウム粉末９７２質量
部と、平均粒子径が５μｍの窒化アルミニウム粉末２９４質量部と、トクヤマ社製窒化ア
ルミニウム粉末；平均粒子径が０．６μｍの窒化アルミニウム粉末２０６質量部との混合
物）と、シクロヘキサノン３００質量部とを混合し、ビニルシランにより疎水処理された
シリカナノ粒子（アドマテックス社製、商品名：アドマナノ、平均粒子径：１５ｎｍ）ス
ラリーを固形分換算で１．８質量部相当添加し、エポキシ樹脂ワニスを得た。
【０１２１】
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラックとの混合物の密度を
１．２ｇ／ｃｍ３、窒化アルミニウム粉末の密度を３．２７ｇ／ｃｍ３、シリカナノ粒子
の密度を２．２ｇ／ｃｍ３として、１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニ
ル）－４－（４－オキシラニルメトキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノー
ルノボラックと窒化アルミニウム粉末とナノ粒子の合計体積に対する窒化アルミニウム粉
末の割合を算出したところ、７３体積％であった。また、前記合計体積に対するシリカナ
ノ粒子の割合を算出したところ、０．２体積％であった。
【０１２２】
［実施例３］
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセン１００質量部と、レゾルシノールノボラック（日
立化成工業試作品）３２質量部と、トリフェニルホスフィン１．３質量部と、ＫＢＭ－５
７３（信越化学工業社製）１．３質量部と、アルミナ粉末１４７２質量部（住友化学株式
会社製α－アルミナ粉末；平均粒子径が１８μｍのアルミナ９７２質量部と、平均粒子径
が３μｍのアルミナ３５３質量部と、平均粒子径が０．４μｍのアルミナ１４７質量部と
の混合物）と、シクロヘキサノン３００質量部と、を混合し、ビニルシランにより疎水処
理されたシリカナノ粒子（アドマテックス社製、商品名：アドマナノ、平均粒子径：１５
ｎｍ）スラリーを固形分換算で１．８質量部相当添加し、エポキシ樹脂ワニスを得た。
【０１２３】
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　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラックとの混合物の密度を
１．２ｇ／ｃｍ３、アルミナ粉末の密度を３．９８ｇ／ｃｍ３、シリカナノ粒子の密度を
２．２ｇ／ｃｍ３として、１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４
－（４－オキシラニルメトキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラ
ックとアルミナ粉末とナノ粒子の合計体積に対するアルミナ粉末の割合を算出したところ
、７３体積％であった。また、前記合計体積に対するシリカナノ粒子の割合を算出したと
ころ、０．２体積％であった。
【０１２４】
［実施例４］
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセン１００質量部と、レゾルシノールノボラック（日
立化成工業試作品）３２質量部と、トリフェニルホスフィン１．３質量部と、ＫＢＭ－５
７３（信越化学工業社製）１．３質量部と、アルミナ粉末１４８３質量部（住友化学株式
会社製α－アルミナ粉末；平均粒子径が１８μｍのアルミナ９７９質量部と、平均粒子径
が３μｍのアルミナ３５６質量部と、平均粒子径が０．４μｍのアルミナ１４８質量部と
の混合物）と、シクロヘキサノン３００質量部とを混合し、ビニルシランにより疎水処理
されたシリカナノ粒子（アドマテックス社製、商品名：アドマナノ、平均粒子径：１５ｎ
ｍ）スラリーを固形分換算で３．６質量部相当添加し、エポキシ樹脂ワニスを得た。
【０１２５】
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラックとの混合物の密度を
１．２ｇ／ｃｍ３、アルミナ粉末の密度を３．９８ｇ／ｃｍ３、シリカナノ粒子の密度を
２．２ｇ／ｃｍ３として、１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４
－（４－オキシラニルメトキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラ
ックとアルミナ粉末とナノ粒子の合計体積に対するアルミナ粉末の割合を算出したところ
、７３体積％であった。また、前記合計体積に対するシリカナノ粒子の割合を算出したと
ころ、０．４体積％であった。
【０１２６】
［実施例５］
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセン１００質量部と、レゾルシノールノボラック（日
立化成工業試作品）３２質量部と、トリフェニルホスフィン１．３質量部と、ＫＢＭ－５
７３（信越化学工業社製）１．３質量部と、アルミナ粉末１４７２質量部（住友化学株式
会社製α－アルミナ粉末；平均粒子径が１８μｍのアルミナ９７２質量部と、平均粒子径
が３μｍのアルミナ３５３質量部と、平均粒子径が０．４μｍのアルミナ１４７質量部と
の混合物）と、シクロヘキサノン３００質量部とを混合し、ジメチルシランにより疎水処
理されたシリカナノ粒子（日産化学社製、商品名：スノーテックスＭＥＫ－ＳＴ－Ｌ、平
均粒子径：４０ｎｍ）スラリーを固形分換算で１．８質量部相当添加し、エポキシ樹脂ワ
ニスを得た。
【０１２７】
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラックとの混合物の密度を
１．２ｇ／ｃｍ３、アルミナ粉末の密度を３．９８ｇ／ｃｍ３、シリカナノ粒子の密度を
２．２ｇ／ｃｍ３として、１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４
－（４－オキシラニルメトキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラ
ックとアルミナ粉末とナノ粒子の合計体積に対するアルミナ粉末の割合を算出したところ
、７３体積％であった。また、前記合計体積に対するシリカナノ粒子の割合を算出したと
ころ、０．２体積％であった。
【０１２８】
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［実施例６］
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセン１００質量部と、レゾルシノールノボラック（日
立化成工業試作品）３２質量部と、トリフェニルホスフィン１．３質量部と、ＫＢＭ－５
７３（信越化学工業社製）１．３質量部と、アルミナ粉末１４７２質量部（住友化学株式
会社製α－アルミナ粉末；平均粒子径が１８μｍのアルミナ９７２質量部と、平均粒子径
が３μｍのアルミナ３５３質量部と、平均粒子径が０．４μｍのアルミナ１４７質量部と
の混合物）と、アルミナナノ粒子（シーアイ化成製、商品名：Ｎａｎｏｔｅｋ アルミナ
、平均粒子径：３０ｎｍ）３．３質量部と、シクロヘキサノン３００質量部とを混合し、
エポキシ樹脂組成物を得た。
【０１２９】
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラックとの混合物の密度を
１．２ｇ／ｃｍ３、アルミナ粉末の密度を３．９８ｇ／ｃｍ３、アルミナナノ粒子の密度
を３．９８ｇ／ｃｍ３として、１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）
－４－（４－オキシラニルメトキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノ
ボラックとアルミナ粉末とナノ粒子の合計体積に対するアルミナ粉末（ナノ粒子以外）の
割合を算出したところ、７３体積％であった。また、前記合計体積に対するシリカナノ粒
子の割合を算出したところ、０．２体積％であった。
【０１３０】
［比較例１］
　ビフェニル型のエポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン、ＹＬ６１２１Ｈ）１００質量
部と、レゾルシノールノボラック（日立化成工業試作品）３７質量部と、トリフェニルホ
スフィン１．４質量部と、ＫＢＭ－５７３（信越化学工業社製）１．４質量部と、アルミ
ナ粉末１５１７質量部（住友化学株式会社製α－アルミナ粉末；平均粒子径が１８μｍの
アルミナ１００１質量部と、平均粒子径が３μｍのアルミナ３６４質量部と、平均粒子径
が０．４μｍのアルミナ１５２質量部との混合物）と、メチルエチルケトン３００質量部
とを混合し、エポキシ樹脂ワニスを得た。
【０１３１】
　ビフェニル型のエポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン、ＹＬ６１２１Ｈ）とレゾルシ
ノールノボラックとの混合物の密度を１．２ｇ／ｃｍ３、アルミナ粉末の密度を３．９８
ｇ／ｃｍ３として、ビフェニル型のエポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン、ＹＬ６１２
１Ｈ）とレゾルシノールノボラックとアルミナ粉末の合計体積に対するアルミナ粉末の割
合を算出したところ、７３体積％であった。
【０１３２】
［比較例２］
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセン１００質量部と、レゾルシノールノボラック（日
立化成工業試作品）３２質量部と、トリフェニルホスフィン１．３質量部と、ＫＢＭ－５
７３（信越化学工業社製）１．３質量部と、窒化アルミニウム粉末１４６１質量部（古河
電子製窒化アルミニウム粉末；平均粒子径が３０μｍの窒化アルミニウム粉末９６４質量
部と、平均粒子径が５μｍの窒化アルミニウム粉末２９２質量部と、トクヤマ社製窒化ア
ルミニウム粉末；平均粒子径が０．６μｍの窒化アルミニウム粉末２０５質量部との混合
物）と、シクロヘキサノン３００質量部とを混合し、エポキシ樹脂ワニスを得た。
【０１３３】
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラックとの混合物の密度を
１．２ｇ／ｃｍ３、窒化アルミニウム粉末の密度を３．２７ｇ／ｃｍ３として、１－（３
－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメトキシフェ
ニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラックと窒化アルミニウム粉末の合計
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体積に対する窒化アルミニウム粉末の割合を算出したところ、７３体積％であった。
【０１３４】
［比較例３］
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセン１００質量部と、レゾルシノールノボラック（日
立化成工業試作品）３２質量部と、トリフェニルホスフィン１．３質量部と、ＫＢＭ－５
７３（信越化学工業社製）１．３質量部と、アルミナ粉末１４６１質量部（住友化学株式
会社製α－アルミナ粉末；平均粒子径が１８μｍのアルミナ９６４質量部と、平均粒子径
が３μｍのアルミナ３５１質量部と、平均粒子径が０．４μｍのアルミナ１４６質量部と
の混合物）と、シクロヘキサノン３００質量部とを混合し、エポキシ樹脂ワニスを得た。
【０１３５】
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラックとの混合物の密度を
１．２ｇ／ｃｍ３、アルミナ粉末の密度を３．９８ｇ／ｃｍ３として、１－（３－メチル
－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメトキシフェニル）－
１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラックとアルミナ粉末の合計体積に対するアル
ミナ粉末の割合を算出したところ、７３体積％であった。
【０１３６】
［比較例４］
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセン１００質量部と、レゾルシノールノボラック（日
立化成工業試作品）３２質量部と、トリフェニルホスフィン１．３質量部と、ＫＢＭ－５
７３（信越化学工業社製）１．３質量部と、アルミナ粉末１６４４質量部（住友化学株式
会社製α－アルミナ粉末；平均粒子径が１８μｍのアルミナ１０８５質量部と、平均粒子
径が３μｍのアルミナ３９５質量部と、平均粒子径が０．４μｍのアルミナ１６４質量部
との混合物）と、シクロヘキサノン３００質量部とを混合し、ビニルシランにより疎水処
理されたシリカナノ粒子（アドマテックス社製、商品名：アドマナノ、平均粒子径：１５
ｎｍ）スラリーを固形分換算で３０．３質量部相当添加し、エポキシ樹脂ワニスを得た。
【０１３７】
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラックとの混合物の密度を
１．２ｇ／ｃｍ３、アルミナ粉末の密度を３．９８ｇ／ｃｍ３、シリカナノ粒子の密度を
２．２ｇ／ｃｍ３として、１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４
－（４－オキシラニルメトキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラ
ックとアルミナ粉末とナノ粒子の合計体積に対するアルミナ粉末の割合を算出したところ
、７３体積％であった。また、前記合計体積に対するシリカナノ粒子の割合を算出したと
ころ、３体積％であった。
【０１３８】
［比較例５］
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
トキシフェニル）－１－シクロヘキセン１００質量部と、レゾルシノールノボラック（日
立化成工業試作品）３２質量部と、トリフェニルホスフィン１．３質量部と、ＫＢＭ－５
７３（信越化学工業社製）１．３質量部と、アルミナ粉末１４７２質量部（住友化学株式
会社製α－アルミナ粉末；平均粒子径が１８μｍのアルミナ９７２質量部と、平均粒子径
が３μｍのアルミナ３５３質量部と、平均粒子径が０．４μｍのアルミナ１４７質量部と
の混合物）と、シクロヘキサノン３００質量部とを混合し、ナノ粒子の代わりに平均粒子
径が０．５μｍのシリカ粒子（アドマテックス製、ＳＯ－２５Ｒ）を１．８質量部添加し
、エポキシ樹脂ワニスを得た。
【０１３９】
　１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（４－オキシラニルメ
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トキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラックとの混合物の密度を
１．２ｇ／ｃｍ３、アルミナ粉末の密度を３．９８ｇ／ｃｍ３、シリカ粒子の密度を２．
２ｇ／ｃｍ３として、１－（３－メチル－４－オキシラニルメトキシフェニル）－４－（
４－オキシラニルメトキシフェニル）－１－シクロヘキセンとレゾルシノールノボラック
とアルミナ粉末とシリカ粒子の合計体積に対するアルミナ粉末の割合を算出したところ、
７３体積％であった。また、前記合計体積に対するシリカナノ粒子の割合を算出したとこ
ろ、０．２体積％であった。
【０１４０】
＜樹脂シート＞
（樹脂シートの作製）
　作製した各々の樹脂組成物について、アプリケータでポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）フィルム上に乾燥後厚みが２００μｍとなるように塗布した後、３０分室温で放置
し、乾燥させた。温度１００℃で、３０分間更に乾燥させた後、真空プレスにて熱間加圧
（プレス温度１２０℃、真空度１ｋＰａ、プレス圧１ＭＰａ、処理時間１分）を行い、半
硬化の樹脂シートを得た。
【０１４１】
（フロー量の評価）
　得られた樹脂シートの両面のＰＥＴフィルムを剥がした後、１０ｍｍ角に打ち抜き、大
気圧条件下、２００μｍ厚の試料を温度１６０℃、プレス圧１．６ＭＰａで１分間押しつ
ぶした。押しつぶした試料は３００ＤＰＩ以上のスキャナで取り込み、画像解析ソフト（
Ａｄｏｂｅ Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ）にて２値化処理した後、面積（ピクセル数）の変化率
からフロー量を評価した。
【０１４２】
（残溶剤量の評価）
　また、得られた樹脂シートの両面のＰＥＴフィルムを剥がした後、４０ｍｍ角に切り出
し、１９０℃に予熱した恒温槽中で２時間乾燥した。乾燥前後の質量変化から、残溶剤量
を評価した。
【０１４３】
（平坦化度の測定）
　得られたシートの表面を白金スパッタでコーティングした後、走査型電子顕微鏡（ＳＥ
Ｍ、ＦＥＩ製、ＥＳＥＭ）にて１００倍の倍率で表面を観察した。任意に切り出した５視
野のＳＥＭ像を印刷した後、樹脂が流動して平坦化された画像部分を切り抜き、その質量
比から、樹脂が流動して平坦化された面積率（平坦化度）を求めた。
【０１４４】
＜樹脂シートを用いた銅箔貼硬化物＞
　上記得られた樹脂シートの両面のＰＥＴフィルムを剥がした後、２枚の銅箔（３５μｍ
）のマット面がそれぞれ樹脂シートに対向するようにして挟み、真空圧着（温度１５０℃
、真空度１ｋＰａ、プレス圧４ＭＰａ、処理時間５分間）した。その後、大気圧条件下、
１４０℃で２時間、１９０℃で２時間加熱し、銅箔貼硬化物を得た。
【０１４５】
＜樹脂シートを用いた金属基板＞
　上記得られた樹脂シートの両面のＰＥＴフィルムを剥がした後、一方の面上に銅箔（３
５μｍ）のマット面が対向するように配置し、他方の面上にアルミニウム板（１ｍｍ、Ａ
５０５２）を配置して、樹脂シートを挟み、真空圧着（温度１５０℃、真空度１ｋＰａ、
プレス圧４ＭＰａ、処理時間５分間）した。その後、大気圧条件下、１４０℃で２時間、
１９０℃で２時間加熱し、金属基板を得た。
【０１４６】
＜プリプレグ＞
（プリプレグの作製）
　作製した各々の樹脂組成物について、アプリケータでポリエチレンテレフタレート（Ｐ
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ＥＴ）フィルム上に乾燥後厚みが２００μｍとなるように塗布した後、ガラス不織布を上
からかぶせ、ＰＥＴごしにロールを押し当ててガラス不織布に樹脂組成物を馴染ませて含
浸させた。その後、２０分室温で放置して乾燥させた。更に、温度１００℃で、３０分間
乾燥させた後、真空プレスにて熱間加圧（プレス温度１２０℃、真空度１ｋＰａ、プレス
圧２ＭＰａ、処理時間１分）を行い、プリプレグを得た。
【０１４７】
（残溶剤量の評価）
　得られたプリプレグの両面のＰＥＴフィルムを剥がした後、４０ｍｍ角に切り出し、１
９０℃に予熱した恒温槽中で２時間乾燥した。乾燥前後の質量変化から、残溶剤量を評価
した。
【０１４８】
（平坦化度の測定）
　得られたプリプレグの表面を白金スパッタでコーティングした後、走査型電子顕微鏡（
ＳＥＭ、ＦＥＩ製、ＥＳＥＭ）にて１００倍の倍率で表面を観察した。任意に切り出した
５視野のＳＥＭ像を印刷した後、樹脂が染み出して平坦化された画像部分を切り抜き、そ
の質量比から、樹脂が染み出した部分の面積率（平坦化度）を求めた。得られた平坦化度
を樹脂の染み出し性の指標とした。
【０１４９】
　図１に、実施例４、比較例３の樹脂組成物から作製した塗工直後のプリプレグと真空プ
レス後のプリプレグの表面におけるＳＥＭ像を示す。プレス前の表面はどちらも熱伝導性
フィラーの粒状感が確認される。しかしながら、プレス後においては、実施例４の樹脂組
成物から作製したプリプレグでは、樹脂の染み出しにより平滑な表面（黒く塗りつぶされ
た部分）となっていることがわかる。これに対して、比較例３の樹脂組成物から作製した
プリプレグでは、プレス後においても凹凸が確認される。以上のプリプレグ表面を観察し
たＳＥＭ像から、樹脂組成物へのナノ粒子の添加により、効果的に樹脂が染み出すことが
確認され、流動性に優れることがわかる。
【０１５０】
＜プリプレグを用いた銅箔貼硬化物＞
　得られたプリプレグの両面のＰＥＴフィルムを剥がした後、２枚の銅箔（３５μｍ）の
マット面がそれぞれプリプレグに対向するようにして挟み、真空圧着（温度１５０℃、真
空度１ｋＰａ、プレス圧６ＭＰａ、処理時間５分間）した。その後、大気圧条件下、１４
０℃で２時間、１９０℃で２時間加熱し、銅箔貼硬化物を得た。
【０１５１】
＜プリプレグを用いた金属基板＞
　得られたプリプレグの両面のＰＥＴフィルムを剥がした後、一方の面上に銅箔（３５μ
ｍ）のマット面が対向するように配置し、他方の面上にアルミニウム板（１ｍｍ、Ａ５０
５２）を配置して、樹脂シートを挟み、真空圧着（温度１５０℃、真空度１ｋＰａ、プレ
ス圧６ＭＰａ、処理時間５分間）した。その後、大気圧条件下、１４０℃で２時間、１９
０℃で２時間加熱し、金属基板を得た。
【０１５２】
＜熱伝導率の測定＞
　銅箔貼硬化物の銅箔をエッチングした樹脂硬化物を１０ｍｍ角に切り出してグラファイ
トスプレーにて黒化処理した後、キセノンフラッシュ法（ＮＥＴＺＳＣＨ ＬＦＡ４４７ 
ｎａｎｏｆｌａｓｈ）を用いて熱拡散率を評価した。この値をアルキメデス法で測定した
密度と、ＤＳＣ（Ｐｅｒｋｉｎ Ｅｌｍｅｒ製ＤＳＣ、Ｐｙｒｉｓ１）で測定した比熱と
の積から熱伝導率を求めた。
【０１５３】
＜絶縁破壊電圧の測定＞
　銅箔貼硬化物の銅箔をエッチングした樹脂硬化物を１００ｍｍ角以上の寸法で切り出し
、ヤマヨ試験機製ＹＳＴ－２４３－１００ＲＨＯを用いて、直径２５ｍｍの円筒電極では
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さみ、昇圧速度５００Ｖ／ｓ、室温、大気中にて測定し、５点以上の測定点で平均値と最
低値を記録した。
【０１５４】
＜ピール強度の測定＞
　ＪＩＳ－Ｃ６４８１（１９９６年度版）に準拠して、作製した金属基板を用いて９０°
ピールの試験片を作製した。金属基板を２５ｍｍ × １００ｍｍに切り出し、中心１０ｍ
ｍ幅で残した銅箔（３５μｍ）を、テンシロン引張試験機（オリエンテック社製 ＴＭ－
１００）を用いて常温で５０ｍｍ／ｍｉｎの速度で９０°の方向に引き剥がし多時の平均
荷重から、ピール強度を測定した。
【０１５５】
　以上の評価結果を表１に示す。
【０１５６】
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【表１】

　表１中、「－」は、サンプルを作製しておらず、未評価であることを意味する。
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【０１５７】
　実施例１～６のいずれも、比較例１～５に比較して、ナノ粒子の添加により熱伝導率の
低下を伴わずに表面への樹脂の染み出し性に優れていることがわかる。
　また、実施例３と実施例４とを比較すると、ナノ粒子の添加量の増大に伴って樹脂染み
出し性が向上し、ピール強度・絶縁破壊電圧が向上することがわかる。しかし、比較例４
に示すように、ナノ粒子の含有量が１体積％を超える場合には、熱伝導率が低下した。ま
た、比較例５に示すように、ナノ粒子のＤ５０が１００ｎｍを超えると潤滑効果が小さく
、同様な添加量では殆ど効果が得られないことがわかる。
　また、実施例３と実施例６とを比較すると、粉末アルミナのナノ粒子を用いた場合、シ
リカのナノ粒子を用いたときよりも樹脂の染み出し性は劣るものの、熱伝導率が僅かに向
上した。

【図１】
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