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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）シアネートエステル系硬化剤、活性エステル系硬化剤から選択される硬化剤の１
種又は２種以上、（Ｂ）ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂を含有することを特徴とする
樹脂組成物。
【請求項２】
　樹脂組成物中の不揮発分を１００質量％とした場合、（Ａ）シアネートエステル系硬化
剤、活性エステル系硬化剤から選択される硬化剤の１種又は２種以上の含有量が２～５０
質量％、（Ｂ）ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂の含有量が１～４０質量％であること
を特徴とする、請求項１記載の樹脂組成物。
【請求項３】
（Ｂ）ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂が、4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオ
ロメチル)エチリデン]ビスフェノール型エポキシ樹脂であることを特徴とする、請求項１
又は２に記載の樹脂組成物。
【請求項４】
　さらに、（Ｃ）無機充填材を含有することを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項
に記載の樹脂組成物。
【請求項５】
　さらに、（Ｄ）硬化促進剤を含有することを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項
に記載の樹脂組成物。
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【請求項６】
　さらに、（Ｅ）エポキシ樹脂（ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂を除く。）を含有す
ることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の樹脂組成物。
【請求項７】
 さらに、（Ｆ）フェノキシ樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ポリイミド樹脂、ポリア
ミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスルホン樹
脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエーテルエーテルケトン
樹脂、及びポリエステル樹脂から選択される１種以上の熱可塑性樹脂を含有することを特
徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の樹脂組成物。
【請求項８】
絶縁層に用いる樹脂組成物であって、絶縁層の表面粗度が５０ｎｍ～２８０ｎｍであり、
熱膨張率が５ｐｐｍ～２２ｐｐｍであり、誘電正接が０．００２～０．００６５であるこ
とを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載の樹脂組成物。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の樹脂組成物を含有することを特徴とする接着フィ
ルム。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の樹脂組成物を含有することを特徴とするプリプレ
グ。
【請求項１１】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の樹脂組成物を含有することを特徴とする多層プリ
ント配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特定の樹脂組成物に関する。また、これを含有する多層プリント配線板、更
にはその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、多層プリント配線板の絶縁層に使用する樹脂組成物としては、特許文献１に記載さ
れているような樹脂組成物が耐熱性、誘電特性に優れた絶縁層を形成できることが知られ
ている。また、特許文献２にはこの領域で使用しうる難燃剤が提案されている。しかしな
がら、これらを組み合わせても、難燃性と他の性能の関係がどのようになるかは不明であ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開０８／０４４７６６号パンフレット
【特許文献２】特開２０００－２１２３９１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、樹脂組成物に求められる基本特性を悪化させること
なく、難燃性を付与しうる素材を用いた樹脂組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、シアネートエステル系硬化剤
、活性エステル系硬化剤から選択される硬化剤の１種又は２種以上と特定のエポキシ樹脂
を組み合わせることによって、上記課題が解決できることを見出し、本発明を完成するに
至った。
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【０００６】
　すなわち、本発明は以下の内容を含むものである。
［１］（Ａ）シアネートエステル系硬化剤、活性エステル系硬化剤から選択される硬化剤
の１種又は２種以上、（Ｂ）ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂を含有することを特徴と
する樹脂組成物。
［２］樹脂組成物中の不揮発分を１００質量％とした場合、（Ａ）シアネートエステル系
硬化剤、活性エステル系硬化剤から選択される硬化剤の１種又は２種以上の含有量が２～
５０質量％、（Ｂ）ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂の含有量が１～４０質量％である
ことを特徴とする、上記［１］記載の樹脂組成物。
［３］（Ｂ）ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂が、4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリ
フルオロメチル)エチリデン]ビスフェノール型エポキシ樹脂であることを特徴とする、上
記［１］又は［２］に記載の樹脂組成物。
［４］さらに、（Ｃ）無機充填材を含有することを特徴とする、上記［１］～［３］に記
載の樹脂組成物。
［５］さらに、（Ｄ）硬化促進剤を含有することを特徴とする、上記［１］～［４］に記
載の樹脂組成物。
［６］さらに、（Ｅ）エポキシ樹脂（ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂を除く。）を含
有することを特徴とする、上記［１］～［５］に記載の樹脂組成物。
［７］さらに、（Ｆ）フェノキシ樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ポリイミド樹脂、ポ
リアミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスルホ
ン樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエーテルエーテルケ
トン樹脂、及びポリエステル樹脂から選択される１種以上の熱可塑性樹脂を含有すること
を特徴とする、上記［１］～［６］に記載の樹脂組成物。
［８］絶縁層に用いる樹脂組成物であって、絶縁層の表面粗度が５０ｎｍ～２８０ｎｍで
あり、熱膨張率が５ｐｐｍ～２２ｐｐｍであり、誘電正接が０．００２～０．００６５で
あることを特徴とする、上記［１］～［７］に記載の樹脂組成物。
［９］上記［１］～［８］に記載の樹脂組成物を含有することを特徴とする接着フィルム
。
［１０］上記［１］～［８］に記載の樹脂組成物を含有することを特徴とするプリプレグ
。
［１１］上記［１］～［８］に記載の樹脂組成物を含有することを特徴とする多層プリン
ト配線板。
【発明の効果】
【０００７】
　シアネートエステル系硬化剤、活性エステル系硬化剤から選択される硬化剤の１種又は
２種以上、特定のエポキシ樹脂を含有する樹脂組成物により、樹脂組成物に求められる基
本特性を悪化させることなく、難燃性を付与しうる素材を用いた樹脂組成物を提供できる
ようになった。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明は、（Ａ）シアネートエステル系硬化剤、活性エステル系硬化剤から選択される
硬化剤の１種又は２種以上、（Ｂ）ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂を含有することを
特徴とする樹脂組成物である。
【０００９】
［（Ａ）シアネートエステル系硬化剤、活性エステル系硬化剤から選択される硬化剤の１
種又は２種以上（以下（Ａ）成分と言う。）］
　本発明において使用されるシアネートエステル系硬化剤は、特に限定されるものではな
く、例えば、ノボラック型（フェノールノボラック型、アルキルフェノールノボラック型
など）シアネートエステル系硬化剤、ジシクロペンタジエン型シアネートエステル系硬化
剤、ビスフェノール型（ビスフェノールＡ型、ビスフェノールＦ型、ビスフェノールＳ型
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など）シアネートエステル系硬化剤、及びこれらが一部トリアジン化したプレポリマーな
どが挙げられる。これらは１種または２種以上組み合わせて使用してもよい。シアネート
エステル系硬化剤の重量平均分子量は、特に限定されるものではないが、好ましくは５０
０～４５００であり、より好ましくは６００～３０００である。
【００１０】
　 シアネートエステル系硬化剤の具体例としては、例えば、ビスフェノールＡジシアネ
ート、ポリフェノールシアネート（オリゴ（３－メチレン－１，５－フェニレンシアネー
ト）、４，４’－メチレンビス（２，６－ジメチルフェニルシアネート）、４，４’－エ
チリデンジフェニルジシアネート、ヘキサフルオロビスフェノールＡジシアネート、２，
２－ビス（４－シアネート）フェニルプロパン、１，１－ビス（４－シアネートフェニル
メタン）、ビス（４－シアネート－３，５－ジメチルフェニル）メタン、１，３－ビス（
４－シアネートフェニル－１－（メチルエチリデン））ベンゼン、ビス（４－シアネート
フェニル）チオエーテル、ビス（４－シアネートフェニル）エーテル等の２官能シアネー
ト樹脂、フェノールノボラック、クレゾールノボラック、ジシクロペンタジエン構造含有
フェノール樹脂等から誘導される多官能シアネート樹脂、これらシアネート樹脂が一部ト
リアジン化したプレポリマーなどが挙げられる。これらは１種又は２種以上組み合わせて
使用してもよい。
【００１１】
　市販されているシアネートエステル系硬化剤としては、下式（１）で表されるフェノー
ルノボラック型多官能シアネートエステル系硬化剤（ロンザジャパン（株）製、ＰＴ３０
、シアネート当量１２４）、下式（２）で表されるビスフェノールＡジシアネートの一部
又は全部がトリアジン化され三量体となったプレポリマー（ロンザジャパン（株）製、Ｂ
Ａ２３０、シアネート当量２３２）、下式（３）で表されるジシクロペンタジエン構造含
有シアネートエステル系硬化剤（ロンザジャパン（株）製、ＤＴ－４０００、ＤＴ－７０
００）等が挙げられる。
【００１２】
【化１】

［式（１）中、ｎは平均値として任意の数（好ましくは０～２０）を示す。］
【００１３】
【化２】

【００１４】
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【化３】

 （式（３）中、ｎは平均値として０～５の数を表す。）
【００１５】
　本発明において使用される活性エステル系硬化剤は、特に限定されるものではなく、例
えば、フェノールエステル化合物、チオフェノールエステル化合物、Ｎ－ヒドロキシアミ
ンエステル化合物、複素環ヒドロキシ化合物のエステル化化合物等の反応活性の高いエス
テル基を有し、エポキシ樹脂の硬化作用を有するものをいう。活性エステル系硬化剤は、
特に制限はないが、１分子中に２個以上の活性エステル基を有する化合物が好ましく、多
価カルボン酸を有する化合物とフェノール性水酸基を有する芳香族化合物から得られる１
分子中に２個以上の活性エステル基を持つ芳香族化合物がより好ましく、少なくとも２個
以上のカルボン酸を１分子中に有する化合物と、フェノール性水酸基を有する芳香族化合
物とから得られる芳香族化合物であり、かつ該芳香族化合物の分子中に２個以上の活性エ
ステル基を有する芳香族化合物が更に好ましい。また、直鎖状または多分岐状であっても
よい。また、少なくとも２個以上のカルボン酸を１分子中に有する化合物が脂肪族鎖を含
む化合物であればエポキシ樹脂との相溶性を高くすることができ、芳香族環を有する化合
物であれば耐熱性を高くすることができる。特に耐熱性等の観点から、カルボン酸化合物
とフェノール化合物又はナフトール化合物とから得られる活性エステル系硬化剤が好まし
い。カルボン酸化合物としては、具体的には、安息香酸、酢酸、コハク酸、マレイン酸、
イタコン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、ピロメリット酸等が挙げられる。
なかでも耐熱性の観点からコハク酸、マレイン酸、イタコン酸、フタル酸、イソフタル酸
、テレフタル酸が好ましく、イソフタル酸、テレフタル酸がより好ましい。フェノール化
合物又はナフトール化合物としては、具体的には、ハイドロキノン、レゾルシン、ビスフ
ェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＳ、フェノールフタリン、メチル化ビス
フェノールＡ、メチル化ビスフェノールＦ、メチル化ビスフェノールＳ、フェノール、ｏ
－クレゾール、ｍ－クレゾール、ｐ－クレゾール、カテコール、α－ナフトール、β－ナ
フトール、１，５－ジヒドロキシナフタレン、１，６－ジヒドロキシナフタレン、２，６
－ジヒドロキシナフタレン、ジヒドロキシベンゾフェノン、トリヒドロキシベンゾフェノ
ン、テトラヒドロキシベンゾフェノン、フロログルシン、ベンゼントリオール、ジシクロ
ペンタジエニルジフェノール、フェノールノボラック等が挙げられる。なかでも耐熱性、
溶解性の観点から、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＳ、メチル化
ビスフェノールＡ、メチル化ビスフェノールＦ、メチル化ビスフェノールＳ、カテコール
、１，５－ジヒドロキシナフタレン、１，６－ジヒドロキシナフタレン、２，６－ジヒド
ロキシナフタレン、ジヒドロキシベンゾフェノン、トリヒドロキシベンゾフェノン、テト
ラヒドロキシベンゾフェノン、フロログルシン、ベンゼントリオール、ジシクロペンタジ
エニルジフェノール、フェノールノボラックが好ましく、カテコール、１，５－ジヒドロ
キシナフタレン、１，６－ジヒドロキシナフタレン、２，６－ジヒドロキシナフタレン、
ジヒドロキシベンゾフェノン、トリヒドロキシベンゾフェノン、テトラヒドロキシベンゾ
フェノン、フロログルシン、ベンゼントリオール、ジシクロペンタジエニルジフェノール
、フェノールノボラックがより好ましく、１，５－ジヒドロキシナフタレン、１，６－ジ
ヒドロキシナフタレン、２，６－ジヒドロキシナフタレン、ジヒドロキシベンゾフェノン
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エニルジフェノール、フェノールノボラックが更に好ましく、ジヒドロキシベンゾフェノ
ン、トリヒドロキシベンゾフェノン、テトラヒドロキシベンゾフェノン、ジシクロペンタ
ジエニルジフェノール、フェノールノボラックが更に一層好ましく、ジシクロペンタジエ
ニルジフェノール、フェノールノボラックが殊更好ましく、ジシクロペンタジエニルジフ
ェノールが特に好ましい。これらは１種又は２種以上組み合わせて使用してもよい。
【００１６】
　活性エステル系硬化剤の製造方法は特に制限はないが、公知の方法により製造すること
ができ、具体的には、カルボン酸化合物とヒドロキシ化合物との縮合反応によって得るこ
とができる。また、活性エステル系硬化剤としては、特開２００４－２７７４６０号公報
に記載の活性エステル系硬化剤を使用することもでき、市販のものを用いることもできる
。
【００１７】
　市販されている活性エステル系硬化剤としては、ジシクロペンタジエニルジフェノール
構造を含むもの、フェノールノボラックのアセチル化物、フェノールノボラックのベンゾ
イル化物等が好ましく、なかでもジシクロペンタジエニルジフェノール構造を含むものが
より好ましい。具体的には、ＨＰＣ－８０００－６５Ｔ（ＤＩＣ（株）製、活性基当量約
２２３）、ＥＸＢ９４６０Ｓ－６５Ｔ（ＤＩＣ（株）製、活性基当量約２２３）、ＤＣ８
０８（三菱化学（株）製、活性基当量約１４９）、ＹＬＨ１０２６（三菱化学（株）製、
活性基当量約２００）、ＹＬＨ１０３０（三菱化学（株）製、活性基当量約２０１）、Ｙ
ＬＨ１０４８（三菱化学（株）製、活性基当量約２４５）、等が挙げられ、中でもＥＸＢ
９４６０Ｓがワニスの保存安定性、硬化物の熱膨張率の観点から好ましい。
【００１８】
　本発明の樹脂組成物中の（Ａ）成分の含有量は特に限定されるものではないが、樹脂組
成物中の（Ａ）成分の含有量の上限値は、樹脂組成物中の不揮発分１００質量％に対し、
５０質量％が好ましく、４０質量％がより好ましく、３０質量％が更に好ましく、２５質
量％が更に一層好ましい。一方、樹脂組成物中の（Ａ）成分の含有量の下限値は、樹脂組
成物中の不揮発分１００質量％に対し、２質量％が好ましく、５質量％がより好ましく、
８質量％が更に好ましい。
【００１９】
　シアネートエステル系硬化剤が上記上限値より多いとめっき導体層のピール強度が低下
する場合があり、上記下限値より少ないと耐熱性が低下し、熱膨張率が増加し、誘電正接
が増加する場合がある。活性エステル系硬化剤が上記上限値より多いと硬化物の熱膨張率
が増大する場合があり、上記下限値より少ないと低粗度で高ピール強度を得られない場合
がある。
【００２０】
［（Ｂ）ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂］
　本発明において使用される（Ｂ）ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂は特に限定される
ものではなく、例えば、式（４）で表されるものを用いる事ができる。なかでも、4,4'-[
2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフェノール型エポキシ樹脂
が挙げられる。これらは１種又は２種以上組み合わせて使用してもよい。また、市販のも
のを用いる事もでき、市販されているビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂としては、ＹＬ
７７２３（三菱化学（株）製）などが挙げられる。
【００２１】
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【化４】

【００２２】
（式中、Ｒ１～Ｒ８は水素、フッ素、アルキル基を示し、Ｒ１～Ｒ８が水素であるのが好
ましい。）
【００２３】
　樹脂組成物中のビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂の含有量は特に限定されるものでは
ないが、樹脂組成物中のビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂の含有量の上限値は、樹脂組
成物が脆くなり接着フィルムやプリプレグとしての取り扱い性が低下するのを防止すると
いう観点から、樹脂組成物中の不揮発分１００質量％に対し、４０質量％が好ましく、３
０質量％がより好ましく、２０質量％が更に好ましい。一方、樹脂組成物中のビスフェノ
ールＡＦ型エポキシ樹脂の含有量の下限値は、湿式粗化工程において絶縁層表面が低粗度
化とめっき導体層の高ピール強度とを両立させるという観点から、樹脂組成物中の不揮発
分１００質量％に対し、１質量％が好ましく、３質量％がより好ましく、５質量％が更に
好ましい。
【００２４】
活性エステル系硬化剤のエステル当量とシアネートエステル系硬化剤のシアネート当量と
を合わせた総当量と、ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂のエポキシ当量との比は、１：
０．４～１：２となるのが好ましく、１：０．７～１：１．６がより好ましい。当量比が
上記範囲外であると、誘電正接を低下させ、熱膨張率を低下させ、難燃性を有することが
困難となる傾向にある。
【００２５】
　本発明の（Ａ）成分、（Ｂ）成分を含む樹脂組成物は、湿式粗化工程において絶縁層の
表面粗度が小さく、熱膨張率、誘電正接も低いという性質を有する。
【００２６】
　本発明の（Ａ）成分、（Ｂ）成分を含有する樹脂組成物を用いた絶縁層の表面粗度は、
後述する＜粗化後の表面粗度（Ｒａ値）の測定＞に記載の測定方法により把握することが
でき、表面粗度（Ｒａ値）の値を２割以上減少させることが出来る。本発明の樹脂組成物
を用いた絶縁層の表面粗度の上限値は、微細配線を形成させるという観点から、３５０ｎ
ｍが好ましく、３００ｎｍがより好ましく、２８０ｎｍが更に好ましく、２６０ｎｍが更
に一層好ましく、２４０ｎｍが特に好ましい。一方、本発明の樹脂組成物を用いた絶縁層
の表面粗度の下限値は、導体層と絶縁層の密着を確保するという観点から、５０ｎｍが好
ましく、７０ｎｍがより好ましく、９０ｎｍが更に好ましく、１１０ｎｍが更に一層好ま
しい。
【００２７】
　本発明の（Ａ）成分、（Ｂ）成分を含有する樹脂組成物を用いた絶縁層の熱膨張率は、
後述する＜熱膨張率の測定＞に記載の評価方法により把握することができ、熱膨張率の値
を１割ほど減少させることが出来る。本発明の樹脂組成物を用いた絶縁層の熱膨張率の上
限値は、絶縁層と導体層の熱膨張差を小さくするという観点から、３２ｐｐｍが好ましく
、３０ｐｐｍがより好ましく、２８ｐｐｍが更に好ましく、２６ｐｐｍが更に一層好まし
く、２４ｐｐｍが殊更好ましく、２２ｐｐｍが特に好ましい。一方、本発明の樹脂組成物
を用いた絶縁層の熱膨張率の下限値は、実用的であるという観点から、５ｐｐｍが好まし
く、１０ｐｐｍがより好ましく、１５ｐｐｍが更に好ましい。　
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【００２８】
　本発明の（Ａ）成分、（Ｂ）成分を含有する樹脂組成物を用いた絶縁層の誘電正接は、
後述する＜誘電正接の測定＞に記載の測定方法により把握することができ、誘電正接の値
を２割ほど減少させることが出来る。本発明の樹脂組成物を用いた絶縁層の誘電正接の上
限値は、電気信号の損失を防止するという観点から、０．０１が好ましく、０．００９が
より好ましく、０．００８が更に好ましく、０．００７が更に一層好ましく、０．００６
５が殊更好ましく、０．００６が特に好ましい。一方、本発明の樹脂組成物を用いた絶縁
層の誘電正接の下限値は、実用的であるという観点から、０．００２が好ましく、０．０
０３がより好ましく、０．００４が更に好ましい。
【００２９】
［（Ｃ）無機充填材］
　本発明の樹脂組成物は、さらに（Ｃ）無機充填材を含有させる事により、絶縁層の熱膨
張率をさらに低下させることができる。　無機充填材は特に限定されるものではなく、例
えば、シリカ、アルミナ、硫酸バリウム、タルク、クレー、雲母粉、水酸化アルミニウム
、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、酸化マグネシウム、窒化ホ
ウ素、ホウ酸アルミニウム、チタン酸バリウム、チタン酸ストロンチウム、チタン酸カル
シウム、チタン酸マグネシウム、チタン酸ビスマス、酸化チタン、ジルコン酸バリウム、
ジルコン酸カルシウムなどが挙げられる。これらは１種又は２種以上組み合わせて使用し
てもよい。これらの中でも、シリカが好ましく、無定形シリカ、粉砕シリカ、溶融シリカ
、結晶シリカ、合成シリカがより好ましく、溶融シリカが更に好ましく、球状シリカが更
に一層好ましい。
【００３０】
　無機充填材の平均粒径は、特に限定されるものではないが、無機充填材の平均粒径の上
限値は、絶縁層上へ微細配線形成を行うという観点から、５μｍ以下が好ましく、１μｍ
以下がより好ましく、０．７μｍ以下が更に好ましい。一方、無機充填材の平均粒径の下
限値は、エポキシ樹脂組成物を樹脂組成物ワニスとした場合に、ワニスの粘度が上昇し、
取り扱い性が低下するのを防止するという観点から、０．０５μｍ以上であるのが好まし
い。
【００３１】
　上記無機充填材の平均粒径はミー（Ｍｉｅ）散乱理論に基づくレーザー回折・散乱法に
より測定することができる。具体的にはレーザー回折式粒度分布測定装置により、無機充
填材の粒度分布を体積基準で作成し、そのメディアン径を平均粒径とすることで測定する
ことができる。測定サンプルは、無機充填材を超音波により水中に分散させたものを好ま
しく使用することができる。レーザー回折式粒度分布測定装置としては、（株）堀場製作
所製　ＬＡ－５００等を使用することができる。
【００３２】
　本発明における無機充填材は、エポキシシランカップリング剤、アミノシランカップリ
ング剤、チタネート系カップリング剤等の表面処理剤で表面処理してその耐湿性を向上さ
せたものが好ましい。これらは１種又は２種以上組み合わせて使用してもよい。表面処理
剤としては、アミノプロピルメトキシシラン、アミノプロピルトリエトキシシラン、ウレ
イドプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニルアミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ
－２（アミノエチル）アミノプロビルトリメトキシシラン等のアミノシラン系カップリン
グ剤、グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、グリシドキシプロピルトリエトキシシ
ラン、グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、グリシジルブチルトリメトキシシ
ラン、（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等のエポキシシラ
ン系カップリング剤、メルカトプロピルトリメトキシシラン、メルカトプロピルトリエト
キシシラン等のメルカプトシラン系カップリング剤、メチルトリメトキシシラン、オクタ
デシルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、メタクロキシプロピルトリメ
トキシシラン、イミダゾールシラン、トリアジンシラン等のシラン系カップリング剤、ヘ
キサメチルジシラザン、ヘキサフェニルジシラザン、トリシラザン、シクロトリシラザン
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、１，１，３，３，５，５－ヘキサメテルシクロトリシラザン等のオルガノシラザン化合
物、ブチルチタネートダイマー、チタンオクチレングリコレート、ジイソプロポキシチタ
ンビス（トリエタノールアミネート）、ジヒドロキシチタンビスラクテート、ジヒドロキ
シビス（アンモニウムラクテート）チタニウム、ビス（ジオクチルパイロホスフェート）
エチレンチタネート、ビス（ジオクチルパイロホスフェート）オキシアセテートチタネー
ト、トリ－ｎ－ブトキシチタンモノステアレート、テトラ－ｎ－ブチルチタネート、テト
ラ（２－エチルヘキシル）チタネート、テトライソプロピルビス（ジオクチルホスファイ
ト）チタネート、テトラオクチルビス（ジトリデシルホスファイト）チタネート、テトラ
（２，２－ジアリルオキシメチル－１－ブチル）ビス（ジトリデシル）ホスファイトチタ
ネート、イソプロピルトリオクタノイルチタネート、イソプロピルトリクミルフェニルチ
タネート、イソプロピルトリイソステアロイルチタネート、イソプロピルイソステアロイ
ルジアクリルチタネート、イソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート、イソ
プロピルトリ（ジオクチルホスフェート）チタネート、イソプロピルトリドデシルベンゼ
ンスルホニルチタネート、イソプロピルトリス（ジオクチルパイロホスフェート）チタネ
ート、イソプロピルトリ（Ｎ－アミドエチル・アミノエチル）チタネート等のチタネート
系カップリング剤等が挙げられる。
【００３３】
　無機充填材を配合する場合の含有量は、エポキシ樹脂組成物中の不揮発成分を１００重
量％とした場合、樹脂組成物に要求される特性によっても異なるが、１０～８５重量％で
あるのが好ましく、２０～８０重量％がより好ましく、３０～８０重量％が更に好ましく
、４０～８０重量％が更に一層好ましく、５０～７５重量％が殊更好ましい。無機充填材
の含有量が少なすぎると、硬化物の熱膨張率が高くなる傾向にあり、含有量が大きすぎる
と硬化物が脆くなるという傾向やピール強度が低下する傾向にある。
【００３４】
　［（Ｄ）硬化促進剤］
　本発明の樹脂組成物は、更に（Ｄ）硬化促進剤を含有させる事により（Ａ）成分、エポ
キシ樹脂等を効率的に硬化させることができる。本発明において使用される（Ｄ）硬化促
進剤は特に限定されないが、金属系硬化促進剤、イミダゾール系硬化促進剤、アミン系硬
化促進剤等が挙げられる。これらは１種又は２種以上組み合わせて使用してもよい。
【００３５】
　金属系硬化促進剤としては、特に制限されるものではなく、コバルト 、銅、亜鉛、鉄
、ニッケル、マンガン、スズ等の金属の、有機金属錯体又は有機金属塩が挙げられる。有
機金属錯体の具体例としては、コバルト(II)アセチルアセトナート、コバルト(III)アセ
チルアセトナート等の有機コバルト錯体、銅（II）アセチルアセトナート等の有機銅錯体
、亜鉛(II)アセチルアセトナート等の有機亜鉛錯体、鉄（III）アセチルアセトナート等
の有機鉄錯体、ニッケル(II)アセチルアセトナート等の有機ニッケル錯体、マンガン(II)
アセチルアセトナート等の有機マンガン錯体などが挙げられる。有機金属塩としては、オ
クチル酸亜鉛、オクチル酸錫、ナフテン酸亜鉛、ナフテン酸コバルト、ステアリン酸スズ
、ステアリン酸亜鉛などが挙げられる。金属系硬化促進剤としては、硬化性、溶剤溶解性
の観点から、コバルト(II)アセチルアセトナート、コバルト(III)アセチルアセトナート
、亜鉛(II)アセチルアセトナート、ナフテン酸亜鉛、鉄（III）アセチルアセトナートが
好ましく、特にコバルト(II)アセチルアセトナート、ナフテン酸亜鉛が好ましい。これら
は１種又は２種以上組み合わせて使用してもよい。
【００３６】
　金属系硬化促進剤の添加量の上限値は、樹脂組成物の保存安定性、絶縁性の低下を防止
するという観点から、樹脂組成物中の不揮発分１００質量％に対し、金属系硬化促進剤に
基づく金属の含有量が５００ｐｐｍが好ましく、２００ｐｐｍがより好ましい。一方、樹
脂組成物中の金属系硬化促進剤の添加量の下限値は、低粗度の絶縁層表面へのピール強度
に優れる導体層の形成が困難となるのを防止するという観点から、樹脂組成物中の不揮発
分１００質量％に対し、金属系硬化促進剤に基づく金属の含有量が２０ｐｐｍが好ましく
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、３０ｐｐｍがより好ましい。
【００３７】
　　イミダゾール系硬化促進剤としては、特に制限はないが、２－メチルイミダゾール、
２－ウンデシルイミダゾール、２－ヘプタデシルイミダゾール、１，２－ジメチルイミダ
ゾール、２－エチル－４－メチルイミダゾール、１，２－ジメチルイミダゾール、２－エ
チル－４－メチルイミダゾール、２－フェニルイミダゾール、２－フェニル－４－メチル
イミダゾール、１－ベンジル－２－メチルイミダゾール、１－ベンジル－２－フェニルイ
ミダゾール、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール、１－シアノエチル－２－ウン
デシルイミダゾール、 １－シアノエチル－２－エチル－４－メチルイミダゾール、１－
シアノエチル－２－フェニルイミダゾール、１－シアノエチル－２－ウンデシルイミダゾ
リウムトリメリテイト、１－シアノエチル－２－フェニルイミダゾリウムトリメリテイト
、２，４－ジアミノ－６－［２’－メチルイミダゾリル－（１’）］－エチル－ｓ－トリ
アジン、２，４－ジアミノ－６－［２’－ウンデシルイミダゾリル－（１’）］－エチル
－ｓ－トリアジン、２，４－ジアミノ－６－［２’－エチル－４’－メチルイミダゾリル
－（１’）］－エチル－ｓ－トリアジン、２，４－ジアミノ－６－［２’－メチルイミダ
ゾリル－（１’）]－エチル－ｓ－トリアジンイソシアヌル酸付加物、２－フェニルイミ
ダゾールイソシアヌル酸付加物、２－フェニル－４，５－ジヒドロキシメチルイミダゾー
ル、２－フェニル－４－メチル－５ヒドロキシメチルイミダゾール、２，３－ジヒドロ－
１Ｈ－ピロロ［１，２－ａ］ベンズイミダゾール、１－ドデシル－２－メチル－３－ベン
ジルイミダゾリウムクロライド、２－メチルイミダゾリン、２－フェニルイミダゾリン等
のイミダゾール化合物及びイミダゾール化合物とエポキシ樹脂とのアダクト体が挙げられ
る。これらは１種又は２種以上組み合わせて使用してもよい。
【００３８】
　 アミン系硬化促進剤としては、特に制限はないが、トリエチルアミン、トリブチルア
ミンなどのトリアルキルアミン、４－ジメチルアミノピリジン、ベンジルジメチルアミン
、２，４，６，－トリス（ジメチルアミノメチル）フェノール、１，８－ジアザビシクロ
（５，４，０）－ウンデセン（以下、ＤＢＵと略記する。）などのアミン化合物などが挙
げられる。これらは１種又は２種以上組み合わせて使用してもよい。
【００３９】
　 イミダゾール系硬化促進剤、アミン系硬化促進剤の硬化促進剤の含有量は、特に制限
はないが、樹脂組成物中の不揮発分１００質量％に対し、０．００５～１質量％の範囲が
好ましく、０．０１～０．５質量％の範囲がより好ましい。０．００５質量％未満である
と、硬化が遅くなり熱硬化時間が長く必要となる傾向にあり、１質量％を超えると樹脂組
成物の保存安定性の低下、熱膨張率が増加する傾向となる。
【００４０】
［（Ｅ）エポキシ樹脂（ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂を除く）］
　　本発明の樹脂組成物においては、（Ｅ）エポキシ樹脂（ビスフェノールＡＦ型エポキ
シ樹脂を除く）を含有させることができる。このようなエポキシ樹脂としては、特に制限
はないが、例えば、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、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、アルキルフ
ェノールノボラック型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、ビフェニルジメチレン
型エポキシ樹脂、アラルキル型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ナ
フタレン型エポキシ樹脂、ナフトール型エポキシ樹脂、ナフチレンエーテル型エポキシ樹
脂、フェノール類とフェノール性ヒドロキシル基を有する芳香族アルデヒドとの縮合物の
エポキシ化物、スチレンとグリシジルメタクリレートの共重合体、ビフェニルアラルキル
型エポキシ樹脂、フルオレン型エポキシ樹脂、キサンテン型エポキシ樹脂、トリグリシジ
ルイソシアヌレート等を挙げることができる。これらは１種又は２種以上組み合わせて使
用してもよい。
【００４１】
　乾燥後の樹脂組成物の接着フィルムやプリプレグとしての取り扱い性を向上させ、溶融
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粘度を調整しやすくするという観点から、常温で液状のエポキシ樹脂及び／又は結晶性２
官能エポキシ樹脂を配合するのが好ましい。市販されている液状のエポキシ樹脂としては
、例えば、三菱化学（株）製「ｊＥＲ８２８ＥＬ」、「ＹＬ９８０」（ビスフェノールＡ
型エポキシ樹脂）、三菱化学（株）製「ｊＥＲ８０６Ｈ」、「ＹＬ９８３Ｕ」（ビスフェ
ノールＦ型エポキシ樹脂）、三菱化学（株）製「ＲＸＥ２１」（水添ビスフェノールＡ型
エポキシ樹脂）、三菱化学（株）製「８７１」、「１９１Ｐ」（グリシジルエステル型エ
ポキシ樹脂）、三菱化学（株）製「６０４」、「６３０ＬＳＤ」（グリシジルアミン型エ
ポキシ樹脂）、ＤＩＣ（株）製「ＨＰ４０３２」、「ＨＰ４０３２Ｄ］（ナフタレン型２
官能エポキシ樹脂）、ダイセル化学工業（株）製「ＰＢ－３６００」（ブタジエン構造を
有するエポキシ樹脂）、ダイセル化学工業（株）製セロキサイド「２０２１Ｐ」、「２０
８１」、「３０００」（脂環式エポキシ樹脂）、東都化成（株）製「ＺＸ－１６５８」（
シクロヘキサンジメタノール型エポキシ樹脂）などが挙げられる。市販されている結晶性
２官能エポキシ樹脂としては、例えば、日本化薬（株）製「ＮＣ３１００」（２官能ビフ
ェニル型エポキシ樹脂リッチ体）、三菱化学（株）製「ＹＸ４０００Ｈ」、「ＹＬ６１２
１」（ビフェニル型エポキシ樹脂）、三菱化学（株）製「ＹＸ８８００」（アントラセン
骨格含有型エポキシ樹脂）、東都化成（株）製「ＹＤＣ－１３１２」、「ＹＳＬＶ－８０
ＸＹ」、「ＹＳＬＶ－１２０ＴＥ」、「ＺＸ－１５９８Ａ」などが挙げられる。また、誘
電正接を低くさせるという観点から、スチレンとグリシジルメタクリレートの共重合体を
用いるのが好ましく、具体的には、日油（株）製「マープルーフＧ－０１１５Ｓ」、「マ
ープルーフＧ－０１３０Ｓ－Ｐ」、「マープルーフＧ－０１５０Ｍ」、「マープルーフＧ
－０２５０Ｓ」、「マープルーフＧ－１００５Ｓ」、「マープルーフＧ－１００５ＳＡ」
、「マープルーフＧ－１０１０Ｓ」、「マープルーフＧ－２０５０Ｍ」、「マープルーフ
Ｇ－０１１００」、「マープルーフＧ－０１７５８１」などが挙げられる。
【００４２】
　常温で液状のエポキシ樹脂及び／又は結晶性２官能エポキシ樹脂を配合する場合には、
その含有量は特に制限されるものではないが、樹脂組成物中の不揮発分１００質量％に対
し、１～２０質量％が好ましく、３～１５質量％がより好ましい。この範囲よりも少ない
と、接着フィルムやプリプレグとしての取り扱い性の改善効果が発揮されない傾向となり
、この範囲よりも多いと硬化物の熱膨張率が増大する傾向となる。
【００４３】
　本発明の樹脂組成物に、（Ｅ）エポキシ樹脂（ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂を除
く）を配合する場合には、活性エステル系硬化剤のエステル当量とシアネートエステル系
硬化剤のシアネート当量とを合わせた総当量と、全エポキシ樹脂のエポキシ当量との比は
、１：０．４～１：２であるのが好ましく、１：０．７～１：１．６であるのがより好ま
しい。当量比が上記範囲外であると、湿式粗化工程における絶縁層表面が低粗度化とめっ
き導体層のピール強度との両立が困難となる傾向にある。
【００４４】
　［（Ｆ）熱可塑性樹脂］
　本発明の樹脂組成物には、更に（Ｆ）熱可塑性樹脂を含有させることにより硬化物の機
械強度を向上させることができ、更に接着フィルムの形態で使用する場合のフィルム成型
能を向上させることもできる。このような高分子化合物としては、フェノキシ樹脂、ポリ
ビニルアセタール樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹
脂、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリ
カーボネート樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリエステル樹脂を挙げることが
できる。これらは１種又は２種以上組み合わせて使用してもよい。なかでも、フェノキシ
樹脂、ポリビニルアセタール樹脂が好ましく、フェノキシ樹脂がより好ましい。
【００４５】
　フェノキシ樹脂としては、ビスフェノールＡ骨格、ビスフェノールＦ骨格、ビスフェノ
ールＳ骨格、ビスフェノールＡＦ骨格、ビスフェノールアセトフェノン骨格、ノボラック
骨格、ビフェニル骨格、フルオレン骨格、ジシクロペンタジエン骨格、ノルボルネン骨格
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、ナフタレン骨格、アントラセン骨格、アダマンタン骨格、テルペン骨格、トリメチルシ
クロヘキサン骨格、スチレンとグリシジルメタクリレートの共重合体骨格から選択される
１種以上の骨格を有するものが挙げられる。なかでも、誘電正接を低下させ、線膨張係数
を低くさせるという観点から、ビスフェノールＡＦ骨格を有するフェノキシ樹脂が好まし
い。これらは１種又は２種以上組み合わせて使用してもよい。フェノキシ樹脂の末端はフ
ェノール性水酸基、エポキシ基等のいずれの官能基でもよい。市販品としては、例えば、
三菱化学（株）製ＹＬ７３８３、ＹＬ７３８４（ビスフェノールＡＦ骨格含有フェノキシ
樹脂）、三菱化学（株）製１２５６、４２５０（ビスフェノールＡ骨格含有フェノキシ樹
脂）、三菱化学製ＹＸ８１００（ビスフェノールＳ骨格含有フェノキシ樹脂）、三菱化学
製ＹＬ６９５４（ビスフェノールアセトフェノン骨格含有フェノキシ樹脂）や、その他東
都化成（株）製ＦＸ２８０、ＦＸ２９３、三菱化学（株）製ＹＬ７５５３、ＹＬ６７９４
、ＹＬ７２１３、ＹＬ７２９０、ＹＬ７４８２等が挙げられる。
【００４６】
　ポリビニルアセタール樹脂の具体例としては、電気化学工業(株)製、電化ブチラール４
０００－２、５０００－Ａ、６０００－Ｃ、６０００－ＥＰ、積水化学工業（株）製エス
レックＢＨシリーズ、ＢＸシリーズ、ＫＳシリーズ、ＢＬシリーズ、ＢＭシリーズ等が挙
げられる。これらは１種又は２種以上組み合わせて使用してもよい。
【００４７】
 ポリイミド樹脂の具体例としては、新日本理化（株）製のポリイミド「リカコートＳＮ
２０」および「リカコートＰＮ２０」が挙げられる。また、２官能性ヒドロキシル基末端
ポリブタジエン、ジイソシアネート化合物及び四塩基酸無水物を反応させて得られる線状
ポリイミド（特開２００６－３７０８３号公報記載のもの）、ポリシロキサン骨格含有ポ
リイミド（特開２００２－１２６６７号公報、特開２０００－３１９３８６号公報等に記
載のもの）等の変性ポリイミドが挙げられる。ポリアミドイミド樹脂の具体例としては、
東洋紡績（株）製のポリアミドイミド「バイロマックスＨＲ１１ＮＮ」および「バイロマ
ックスＨＲ１６ＮＮ」が挙げられる。また、日立化成工業（株）製のポリシロキサン骨格
含有ポリアミドイミド「ＫＳ９１００」、「ＫＳ９３００」等の変性ポリアミドイミドが
挙げられる。ポリエーテルスルホン樹脂の具体例としては、住友化学（株）社製のポリエ
ーテルスルホン「ＰＥＳ５００３Ｐ」等が挙げられる。ポリスルホン樹脂の具体例として
は、ソルベンアドバンストポリマーズ（株）社製のポリスルホン「Ｐ１７００」、「Ｐ３
５００」等が挙げられる。これらは１種又は２種以上組み合わせて使用してもよい。
【００４８】
熱可塑性樹脂の重量平均分子量は特に制限されないが、５０００～２０００００の範囲で
あるのが好ましい。この範囲よりも小さいとフィルム成型能や機械強度向上の効果が十分
発揮されない傾向にあり、この範囲よりも大きいと（Ａ）成分およびビスフェノールＡＦ
型エポキシ樹脂との相溶性が十分でなく、硬化後の表面凹凸が大きくなり、高密度微細配
線の形成が困難となる傾向にある。なお本発明における重量平均分子量は、ゲルパーミエ
ーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）法（ポリスチレンン換算）で測定される。ＧＰＣ
法による重量平均分子量は、具体的には、測定装置として（株）島津製作所製ＬＣ－９Ａ
／ＲＩＤ－６Ａを、カラムとして昭和電工（株）社製Ｓｈｏｄｅｘ　Ｋ－８００Ｐ／Ｋ－
８０４Ｌ／Ｋ－８０４Ｌを、移動相としてクロロホルム等を用いて、カラム温度４０℃に
て測定し、標準ポリスチレンの検量線を用いて算出することができる。
【００４９】
　本発明の樹脂組成物に、（Ｆ）熱可塑性樹脂を配合する場合、熱可塑性樹脂の含有量は
特に限定されるものではないが、樹脂組成物中の不揮発分１００質量％に対し、０．１～
１０質量％が好ましく、０．５～５質量％がより好ましい。熱可塑性樹脂の含有量が少な
すぎるとフィルム成型能や機械強度向上の効果が発揮されない傾向にあり、多すぎると溶
融粘度の上昇と、湿式粗化工程後の絶縁層表面の粗度が増大する傾向にある。
【００５０】
　［（Ｇ）ゴム粒子］
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　本発明の樹脂組成物は、更に（Ｇ）ゴム粒子を含有させることにより、メッキピール強
度を向上させることができる。本発明において使用され得るゴム粒子は、例えば、当該樹
脂組成物のワニスを調製する際に使用する有機溶剤にも溶解せず、必須成分である（Ａ）
成分やエポキシ樹脂などとも相溶しないものである。従って、該ゴム粒子は、本発明の樹
脂組成物のワニス中では分散状態で存在する。このようなゴム粒子は、一般には、ゴム成
分の分子量を有機溶剤や樹脂に溶解しないレベルまで大きくし、粒子状とすることで調製
される。
【００５１】
　本発明で使用され得るゴム粒子の好ましい例としては、コアシェル型ゴム粒子、架橋ア
クリロニトリルブタジエンゴム粒子、架橋スチレンブタジエンゴム粒子、アクリルゴム粒
子などが挙げられる。コアシェル型ゴム粒子は、コア層とシェル層とを有するゴム粒子で
あり、例えば、外層のシェル層がガラス状ポリマーで構成され、内層のコア層がゴム状ポ
リマーで構成される２層構造、又は外層のシェル層がガラス状ポリマーで構成され、中間
層がゴム状ポリマーで構成され、コア層がガラス状ポリマーで構成される３層構造のもの
などが挙げられる。ガラス層は、例えば、メタクリル酸メチルの重合物などで構成され、
ゴム状ポリマー層は、例えば、ブチルアクリレート重合物（ブチルゴム）などで構成され
る。ゴム粒子は２種以上を組み合わせて使用してもよい。コアシェル型ゴム粒子の具体例
としては、スタフィロイドＡＣ３８３２、ＡＣ３８１６Ｎ（商品名、ガンツ化成（株）製
）、メタブレンＫＷ－４４２６（商品名、三菱レイヨン（株）製）が挙げられる。架橋ア
クリロニトリルブタジエンゴム（ＮＢＲ）粒子の具体例としては、ＸＥＲ－９１（平均粒
径０．５μｍ、ＪＳＲ（株）製）などが挙げられる。架橋スチレンブタジエンゴム（ＳＢ
Ｒ）粒子の具体例としては、ＸＳＫ－５００（平均粒径０．５μｍ、ＪＳＲ（株）製）な
どが挙げられる。アクリルゴム粒子の具体例としては、メタブレンＷ３００Ａ（平均粒径
０．１μｍ）、Ｗ４５０Ａ（平均粒径０．２μｍ）（三菱レイヨン（株）製）を挙げるこ
とができる。
【００５２】
　ゴム粒子の平均粒径は、０．００５～１μｍが好ましく、０．２～０．６μｍがより好
ましい。本発明で使用されるゴム粒子の平均粒径は、動的光散乱法を用いて測定すること
ができる。例えば、適当な有機溶剤にゴム粒子を超音波などにより均一に分散させ、濃厚
系粒径アナライザー（ＦＰＡＲ－１０００；大塚電子（株）製）を用いて、ゴム粒子の粒
度分布を質量基準で作成し、そのメディアン径を平均粒径とすることで測定することがで
きる。
【００５３】
　ゴム粒子の含有量は、樹脂組成物中の不揮発分１００質量％に対し、１～１０質量％が
好ましく、２～５質量％がより好ましい。
【００５４】
 ［（Ｈ）難燃剤］
　本発明の樹脂組成物は、更に（Ｈ）難燃剤を含有させることにより、難燃性を付与する
ことができる。難燃剤としては、例えば、有機リン系難燃剤、有機系窒素含有リン化合物
、窒素化合物、シリコーン系難燃剤、金属水酸化物等が挙げられる。有機リン系難燃剤と
しては、三光（株）製のＨＣＡ、ＨＣＡ－ＨＱ、ＨＣＡ－ＮＱ等のフェナントレン型リン
化合物、昭和高分子（株）製のＨＦＢ－２００６Ｍ等のリン含有ベンゾオキサジン化合物
、味の素ファインテクノ（株）製のレオフォス３０、５０、６５、９０、１１０、ＴＰＰ
、ＲＰＤ、ＢＡＰＰ、ＣＰＤ、ＴＣＰ、ＴＸＰ、ＴＢＰ、ＴＯＰ、ＫＰ１４０、ＴＩＢＰ
、北興化学工業（株）製のＰＰＱ、クラリアント（株）製のＯＰ９３０、大八化学（株）
製のＰＸ２００等のリン酸エステル化合物、東都化成（株）製のＦＸ２８９、ＦＸ３０５
等のリン含有エポキシ樹脂、東都化成（株）製のＥＲＦ００１等のリン含有フェノキシ樹
脂、三菱化学（株）製のＹＬ７６１３等のリン含有エポキシ樹脂等が挙げられる。有機系
窒素含有リン化合物としては、四国化成工業（株）製のＳＰ６７０、ＳＰ７０３等のリン
酸エステルミド化合物、大塚化学（株）社製のＳＰＢ１００、ＳＰＥ１００、（株）伏見
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製作所製ＦＰ－ｓｅｒｉｅｓ等のホスファゼン化合物等が挙げられる。金属水酸化物とし
ては、宇部マテリアルズ（株）製のＵＤ６５、ＵＤ６５０、ＵＤ６５３等の水酸化マグネ
シウム、巴工業（株）社製のＢ－３０、Ｂ－３２５、Ｂ－３１５、Ｂ－３０８、Ｂ－３０
３、ＵＦＨ－２０等の水酸化アルミニウム等が挙げられる。
【００５５】
［他の成分］　
本発明の樹脂組成物には、本発明の効果を阻害しない範囲で、必要に応じて他の成分を配
合することができる。他の成分としては、ビニルベンジル化合物、アクリル化合物、マレ
イミド化合物、ブロックイソシアネート化合物、フェノール樹脂のような熱硬化性樹脂、
シリコンパウダー、ナイロンパウダー、フッ素パウダー等の有機充填剤、オルベン、ベン
トン等の増粘剤、シリコーン系、フッ素系、高分子系の消泡剤又はレベリング剤、イミダ
ゾール系、チアゾール系、トリアゾール系、シラン系カップリング剤等の密着性付与剤、
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、カーボンブラック等の着色剤等を挙げることができる。
【００５６】
　本発明の樹脂組成物の調製方法は、特に限定されるものではなく、例えば、配合成分を
、必要により溶媒等を添加し、回転ミキサーなどを用いて混合する方法などが挙げられる
。
【００５７】
　本発明の樹脂組成物の用途は、特に限定されないが、接着フィルム、プリプレグ等の絶
縁樹脂シート、銅張積層板、回路基板、ソルダーレジスト、アンダ－フィル材、ダイボン
ディング材、半導体封止材、穴埋め樹脂、部品埋め込み樹脂等、樹脂組成物が必要とされ
る用途の広範囲に使用できる。なかでも、多層プリント配線板の製造において絶縁層を形
成するために好適に使用することができる。本発明の樹脂組成物は、ワニス状態で回路基
板に塗布して絶縁層を形成することもできるが、工業的には一般に、接着フィルム、プリ
プレグ等のシート状積層材料の形態で用いるのが好ましい。樹脂組成物の軟化点は、シー
ト状積層材料のラミネート性の観点から４０～１５０℃が好ましい。
【００５８】
 ［接着フィルム］
 本発明の接着フィルムは、当業者に公知の方法、例えば、有機溶剤に樹脂組成物を溶解
した樹脂ワニスを調製し、この樹脂ワニスを、ダイコーターなどを用いて、支持体に塗布
し、更に加熱、あるいは熱風吹きつけ等により有機溶剤を乾燥させて樹脂組成物層を形成
させることにより製造することができる。
【００５９】
　有機溶剤としては、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケ
トン類、酢酸エチル、酢酸ブチル、セロソルブアセテート、プロピレングリコールモノメ
チルエーテルアセテート、カルビトールアセテート等の酢酸エステル類、セロソルブ、ブ
チルカルビトール等のカルビトール類、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、ジメ
チルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン等が挙げられる。有機
溶剤は２種以上を組みわせて用いてもよい。
【００６０】
　乾燥条件は特に限定されないが、樹脂組成物層への有機溶剤の含有量が１０質量％以下
、好ましくは５質量％以下となるように乾燥させる。ワニス中の有機溶剤量、有機溶剤の
沸点によっても異なるが、例えば３０～６０質量％の有機溶剤を含むワニスを５０～１５
０℃で３～１０分程度乾燥させることにより、樹脂組成物層が形成することができる。
【００６１】
　接着フィルムにおいて形成される樹脂組成物層の厚さは、導体層の厚さ以上とするのが
好ましい。回路基板が有する導体層の厚さは通常５～７０μｍの範囲であるので、樹脂組
成物層は１０～１００μｍの厚さを有するのが好ましい。
【００６２】
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　支持体としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル等のポリオレフィン
のフィルム、ポリエチレンテレフタレート（以下「ＰＥＴ」と略称することがある。）、
ポリエチレンナフタレート等のポリエステルのフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポ
リイミドフィルムなどの各種プラスチックフィルムが挙げられる。また離型紙や銅箔、ア
ルミニウム箔等の金属箔などを使用してもよい。支持体及び後述する保護フィルムには、
マッド処理、コロナ処理等の表面処理が施してあってもよい。また、シリコーン樹脂系離
型剤、アルキッド樹脂系離型剤、フッ素樹脂系離型剤等の離型剤で離型処理が施してあっ
てもよい。
【００６３】
　支持体の厚さは特に限定されないが、１０～１５０μｍが好ましく、２５～５０μｍが
より好ましい。
【００６４】
　樹脂組成物層の支持体が密着していない面には、支持体に準じた保護フィルムをさらに
積層することができる。保護フィルムの厚みは、特に限定されるものではないが、例えば
、１～４０μｍである。保護フィルムを積層することにより、樹脂組成物層の表面へのゴ
ミ等の付着やキズを防止することができる。接着フィルムは、ロール状に巻きとって貯蔵
することもできる。
【００６５】
 ［接着フィルムを用いた多層プリント配線板］
 次に、上記のようにして製造した接着フィルムを用いて多層プリント配線板を製造する
方法の一例を説明する。
【００６６】
　まず、接着フィルムを、真空ラミネーターを用いて回路基板の片面又は両面にラミネー
トする。回路基板に用いられる基板としては、例えば、ガラスエポキシ基板、金属基板、
ポリエステル基板、ポリイミド基板、ＢＴレジン基板、熱硬化型ポリフェニレンエーテル
基板等が挙げられる。なお、ここで回路基板とは、上記のような基板の片面又は両面にパ
ターン加工された導体層（回路）が形成されたものをいう。また導体層と絶縁層とを交互
に積層してなる多層プリント配線板において、該多層プリント配線板の最外層の片面又は
両面がパターン加工された導体層（回路）となっているものも、ここでいう回路基板に含
まれる。なお導体層表面には、黒化処理、銅エッチング等により予め粗化処理が施されて
いてもよい。
【００６７】
　上記ラミネートにおいて、接着フィルムが保護フィルムを有している場合には該保護フ
ィルムを除去した後、必要に応じて接着フィルム及び回路基板をプレヒートし、接着フィ
ルムを加圧及び加熱しながら回路基板に圧着する。本発明の接着フィルムにおいては、真
空ラミネート法により減圧下で回路基板にラミネートする方法が好適に用いられる。ラミ
ネートの条件は、特に限定されるものではないが、例えば、圧着温度（ラミネート温度）
を好ましくは７０～１４０℃、圧着圧力を好ましくは１～１１ｋｇｆ／ｃｍ２（９．８×
１０４～１０７．９×１０４Ｎ／ｍ２）とし、空気圧２０ｍｍＨｇ（２６．７ｈＰａ）以
下の減圧下でラミネートするのが好ましい。また、ラミネートの方法は、バッチ式であっ
てもロールでの連続式であってもよい。真空ラミネートは、市販の真空ラミネーターを使
用して行うことができる。市販の真空ラミネーターとしては、例えば、ニチゴー・モート
ン（株）製バキュームアップリケーター、（株）名機製作所製真空加圧式ラミネーター、
（株）日立インダストリイズ製ロール式ドライコータ、日立エーアイーシー（株）製真空
ラミネーター等を挙げることができる。
【００６８】
また、減圧下、加熱及び加圧を行う積層工程は、一般の真空ホットプレス機を用いて行う
ことも可能である。例えば、加熱されたＳＵＳ板等の金属板を支持体層側からプレスする
ことにより行うことができる。
【００６９】
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プレス条件は、減圧度を１×１０－２ ＭＰａ以下とするのが好ましく、１×１０－３ Ｍ
Ｐａ以下の減圧下とするのがより好ましい。加熱及び加圧は、１段階で行うことも出来る
が、樹脂のしみだしを制御する観点から２段階以上に条件を分けて行うのが好ましい。例
えば、１段階目のプレスを、温度が７０～１５０℃、圧力が１～１５ｋｇｆ／ｃｍ２ の
範囲、２段階目のプレスを、温度が１５０～２００℃、圧力が１～４０ｋｇｆ／ｃｍ２ 
の範囲で行うのが好ましい。各段階の時間は３０～１２０分で行うのが好ましい。市販さ
れている真空ホットプレス機としては、例えば、ＭＮＰＣ－Ｖ－７５０－５－２００（株
）名機製作所製）、ＶＨ１－１６０３（北川精機（株）製）等が挙げられる。
【００７０】
　接着フィルムを回路基板にラミネートした後、室温付近に冷却してから、支持体を剥離
する場合は剥離し、熱硬化することにより回路基板に硬化した樹脂組成物層（絶縁層）を
形成することができる。熱硬化の条件は、樹脂組成物中の樹脂成分の種類、含有量などに
応じて適宜選択すればよいが、１５０℃～２２０℃で２０分～１８０分の範囲が好ましく
、１６０℃～２００℃で３０～１２０分の範囲がより好ましい。
【００７１】
　絶縁層を形成した後、硬化前に支持体を剥離しなかった場合は、ここで剥離する。次い
で必要により、回路基板上に形成された絶縁層に穴開けを行ってビアホール、スルーホー
ルを形成する。穴あけは、ドリル、レーザー、プラズマ等の公知の方法により、また必要
によりこれらの方法を組み合わせて行うことができるが、炭酸ガスレーザー、ＹＡＧレー
ザー等のレーザーによる穴あけが好ましい。
【００７２】
　次いで、乾式メッキ又は湿式メッキにより絶縁層上に導体層を形成する。乾式メッキと
しては、蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング等の公知の方法を使用することが
できる。湿式メッキの場合は、まず、絶縁層の表面を、過マンガン酸塩（過マンガン酸カ
リウム、過マンガン酸ナトリウム等）、重クロム酸塩、オゾン、過酸化水素／硫酸、硝酸
等の酸化剤で粗化処理し、凸凹のアンカーを形成する。酸化剤としては、特に過マンガン
酸カリウム、過マンガン酸ナトリウム等の水酸化ナトリウム水溶液（アルカリ性過マンガ
ン酸水溶液）が好ましく用いられる。次いで、無電解メッキと電解メッキとを組み合わせ
た方法で導体層を形成する。また導体層とは逆パターンのメッキレジストを形成し、無電
解メッキのみで導体層を形成することもできる。その後のパターン形成の方法として、例
えば、当業者に公知のサブトラクティブ法、セミアディティブ法などを用いることができ
る。
【００７３】
［プリプレグ］
　本発明のプリプレグは、本発明の樹脂組成物を繊維からなるシート状補強基材にホット
メルト法又はソルベント法により含浸させ、加熱して半硬化させることにより製造するこ
とができる。すなわち、本発明の樹脂組成物が繊維からなるシート状補強基材に含浸した
状態となるプリプレグとすることができる。繊維からなるシート状補強基材としては、例
えば、ガラスクロスやアラミド繊維等のプリプレグ用繊維として常用されている繊維から
なるものを用いることができる。
【００７４】
　ホットメルト法は、樹脂を、有機溶剤に溶解することなく、該樹脂との剥離性の良い塗
工紙に一旦コーティングし、それをシート状補強基材にラミネートする、あるいは樹脂を
、有機溶剤に溶解することなく、ダイコーターによりシート状補強基材に直接塗工するな
どして、プリプレグを製造する方法である。またソルベント法は、接着フィルムと同様に
して樹脂を有機溶剤に溶解して樹脂ワニスを調製し、このワニスにシート状補強基材を浸
漬し、樹脂ワニスをシート状補強基材に含浸させ、その後乾燥させる方法である。
【００７５】
［プリプレグを用いた多層プリント配線板］
 次に、上記のようにして製造したプリプレグを用いて多層プリント配線板を製造する方
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法の一例を説明する。回路基板に本発明のプリプレグを１枚あるいは必要により数枚重ね
、離型フィルムを介して金属プレートで挟み、加圧・加熱条件下で真空プレス積層する。
加圧・加熱条件は、好ましくは、圧力が５～４０ｋｇｆ／ｃｍ２（４９×１０４～３９２
×１０４Ｎ／ｍ２）、温度が１２０～２００℃で２０～１００分である。また接着フィル
ムと同様に、プリプレグを真空ラミネート法により回路基板にラミネートした後、加熱硬
化することも可能である。その後、上記で記載した方法と同様にして、硬化したプリプレ
グ表面を粗化した後、導体層をメッキにより形成して多層プリント配線板を製造すること
ができる。
【実施例】
【００７６】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。
【００７７】
＜測定方法・評価方法＞
　まずは各種測定方法・評価方法について説明する。
【００７８】
＜ピール強度及び表面粗度（Ｒａ値）測定用サンプルの調製＞
（１）内層回路基板の下地処理
　内層回路を形成したガラス布基材エポキシ樹脂両面銅張積層板（銅箔の厚さ１８μｍ、
基板厚み０．３ｍｍ、松下電工（株）製Ｒ５７１５ＥＳ）の両面をメック（株）製ＣＺ８
１００に浸漬して銅表面の粗化処理をおこなった。
【００７９】
（２）接着フィルムのラミネート
　実施例及び比較例で作成した接着フィルムを、バッチ式真空加圧ラミネーターＭＶＬＰ
-５００（名機（株）製商品名）を用いて、内層回路基板の両面にラミネートした。ラミ
ネートは、３０秒間減圧して気圧を１３ｈPa以下とし、その後３０秒間、１００℃、圧力
０．７４ＭＰａでプレスすることにより行った。
【００８０】
（３）樹脂組成物の硬化
　ラミネートされた接着フィルムからＰＥＴフィルムを剥離し、１００℃、３０分続けて
１８０℃、３０分の硬化条件で樹脂組成物を硬化し絶縁層を形成した。
【００８１】
（４）粗化処理
　絶縁層を形成した内層回路基板を、膨潤液である、アトテックジャパン（株）のジエチ
レングリコールモノブチルエーテル含有のスエリングディップ・セキュリガンドＰに６０
℃で１０分間浸漬し、次に粗化液として、アトテックジャパン（株）のコンセントレート
・コンパクトＰ（ＫＭｎＯ４：６０ｇ／Ｌ、ＮａＯＨ：４０ｇ／Ｌの水溶液）に８０℃で
２０分間浸漬、最後に中和液として、アトテックジャパン（株）のリダクションショリュ
ーシン・セキュリガントＰに４０℃で５分間浸漬した。この粗化処理後の回路基板をサン
プル１とした。
【００８２】
（５）セミアディティブ工法によるメッキ
　絶縁層表面に回路を形成するために、内層回路基板を、ＰｄＣｌ２を含む無電解メッキ
用溶液に浸漬し、次に無電解銅メッキ液に浸漬した。１５０℃にて３０分間加熱してアニ
ール処理を行った後に、エッチングレジストを形成し、エッチングによるパターン形成の
後に、硫酸銅電解メッキを行い、３０±５μｍの厚さで導体層を形成した。次に、アニー
ル処理を１８０℃にて６０分間行った。この回路基板をサンプル２とした。
【００８３】
＜粗化後の表面粗度（Ｒａ値）の測定＞
サンプル１を非接触型表面粗さ計（ビーコインスツルメンツ社製ＷＹＫＯ　ＮＴ３３００
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）を用いて、VSIコンタクトモード、５０倍レンズにより測定範囲を１２１μｍ×９２μ
ｍとして得られる数値によりＲａ値を求めた。そして、無作為に選んだ測定点の平均値を
求めることにより測定した。
【００８４】
＜メッキ導体層の引き剥がし強さ（ピール強度）の測定＞
　サンプル２の回路基板の導体層に、幅１０ｍｍ、長さ１００ｍｍの部分の切込みをいれ
、この一端を剥がしてつかみ具（株式会社ティー・エス・イー、オートコム型試験機　Ａ
Ｃ－５０Ｃ－ＳＬ）で掴み、室温中にて、５０ｍｍ／分の速度で垂直方向に３５ｍｍを引
き剥がした時の荷重（ｋｇｆ／ｃｍ）を測定した。
【００８５】
　＜熱膨張率の測定＞
　実施例及び比較例において、支持体にＥＴＦＥ処理したＰＥＴ（三菱樹脂（株）製「フ
ルオロージュＲＬ５０ＫＳＥ」を用いた以外は同様にして、各実施例、比較例と同じ樹脂
組成物層を有する接着フィルムを得た。得られた接着フィルムを１９０℃で９０分間加熱
することで熱硬化させ、支持体を剥離することによりシート状の硬化物を得た。その硬化
物を、幅約５ｍｍ、長さ約１５ｍｍの試験片に切断し、熱機械分析装置Ｔｈｅｒｍｏ　Ｐ
ｌｕｓ　ＴＭＡ８３１０（（株）リガク製）を使用して、引張加重法で熱機械分析を行っ
た。試験片を前記装置に装着後、荷重１ｇ、昇温速度５℃／分の測定条件にて連続して２
回測定した。２回目の測定における２５℃から１５０℃までの平均の熱膨張率（ｐｐｍ）
を算出した。
【００８６】
＜誘電正接の測定＞
　実施例及び比較例において、支持体にフッ素樹脂系離型剤（ＥＴＦＥ）処理したＰＥＴ
（三菱樹脂（株）製「フルオロージュＲＬ５０ＫＳＥ」を用いた以外は同様にして、各実
施例、比較例と同じ樹脂組成物層を有する接着フィルムを得た。得られた接着フィルムを
１９０℃で９０分間加熱することで熱硬化させ、支持体を剥離することによりシート状の
硬化物を得た。その硬化物を長さ８０ｍｍ、幅２ｍｍに切り出し評価サンプルとした。こ
の評価サンプルについてアジレントテクノロジーズ（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｉｅｓ）社製ＨＰ８３６２Ｂ装置を用い空洞共振摂動法により測定周波数５．８ＧＨｚ
、測定温度２３℃にて誘電正接を測定した。５本の試験片について測定を行い、平均値を
算出した。
【００８７】
＜難燃性の評価＞
　ガラス布基材エポキシ樹脂積層板［銅箔エッチアウト品、基板厚み０．２ｍｍ、ハロゲ
ンフリーのコア材、日立化成工（株）製６７９ＦＧ］の両面に実施例及び比較例で作成し
た接着フィルムを、バッチ式真空加圧ラミネーターＭＶＬＰ-５００（名機（株）製商品
名）を用いて、積層板の両面にラミネートした。ラミネートは、３０秒間減圧して気圧を
１３ｈPa以下とし、その後３０秒間、１００℃、圧力０．７４ＭＰａでプレスすることに
より行った。ラミネートされた接着フィルムからＰＥＴフィルムを剥離した後、その上に
同接着フィルムを、同条件にて更にラミネートした。最外層の接着フィルムからＰＥＴフ
ィルムを剥離し、１９０℃、９０分の硬化条件で樹脂組成物を硬化させた。その後、ＵＬ
難燃性の試験用に１２．７ｍｍ×１２７ｍｍのサイズに切断し、端面をサンドペーパー（
＃１２００その後、＃２８００）にて研磨し、基材厚み０．２ｍｍ、片側に絶縁層８０μ
ｍが積層された燃焼性試験用テストピースを作製した。その後、ＵＬ耐炎性試験規格（Ｕ
Ｌ－９４）に従って、Ｖ０、Ｖ１の評価を行った。なお、１０秒間接炎後の燃え残りサン
プルがない場合は「×」と示した。
【００８８】
＜ラミネート性の評価＞
　実施例及び比較例で作成した接着フィルムを、バッチ式真空加圧ラミネーターＭＶＬＰ
-５００（名機（株）製商品名）を用いて、導体厚３５μｍでＬ（ライン：配線幅）／Ｓ
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（スペース：間隔幅）＝１６０／１６０μｍの櫛歯パターン上にラミネートした。ラミネ
ートは、３０秒間減圧して気圧を１３ｈPa以下とし、その後３０秒間、１００℃、圧力０
．７４ＭＰａでプレスすることにより行った。ラミネート後に空気が入り込んで樹脂組成
物層に穴（ボイド）が発生しているか否かを確認した。ボイドが確認されなかった場合を
「○」とし、ボイドが見られた場合を「×」とした。
【００８９】
＜実施例１＞
　4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフェノール型エポ
キシ樹脂（エポキシ当量２４３、三菱化学（株）製「ＹＬ７７２３」、結晶性液状樹脂）
２０質量部と、ビフェニルアラルキル型エポキシ樹脂（エポキシ当量２８８、日本化薬（
株）製「ＮＣ３０００Ｈ」）１０質量部、リン含有エポキシ樹脂（新日鐵化学（株）製「
ＴＸ０７１２－ＥＫ７５」、リン含有量２．６％、エポキシ当量３５５の不揮発分７５質
量％のＭＥＫ溶液）１０質量部、フェノキシ樹脂（重量平均分子量３８０００、三菱化学
（株）製「ＹＸ６９５４ＢＨ３０」不揮発分３０質量％のメチルエチルケトン（以下「Ｍ
ＥＫ」と略称する。）とシクロヘキサノンの１：１溶液）１０質量部とをＭＥＫ１０質量
部、シクロヘキサノン５質量部、ソルベントナフサ２０質量部に撹拌しながら加熱溶解さ
せた。室温にまで冷却後、そこへ、ビスフェノールＡジシアネートのプレポリマー（ロン
ザジャパン（株）製「ＢＡ２３０Ｓ７５」、シアネート当量２３２、不揮発分７５質量％
のＭＥＫ溶液）２０質量部、フェノールノボラック型多官能シアネートエステル系硬化剤
（ロンザジャパン（株）製「ＰＴ３０－８０Ｍ」、シアネート当量１２４、不揮発分８０
質量％のＭＥＫ溶液）８質量部と共に攪拌混合し、硬化促進剤としてイミダゾール化合物
とエポキシ樹脂とのアダクト体（三菱化学（株）製「ｊＥＲｃｕｒｅ　Ｐ２００Ｈ５０」
、不揮発分５０質量％のプロピレングリコールモノメチルエーテル溶液）０．４質量部、
ナフテン酸亜鉛（ＩＩ）ミネラルスピリット溶液（和光純薬工業（株）製、亜鉛８％含有
）を３質量％含むアノン溶液（以下、NapZn(II)3%Anと示す。）３質量部、及び球形シリ
カ（（株）アドマテックス製「ＳＯＣ２」をアミノシランで表面処理したもの、平均粒子
径０．５μｍ）７５質量部を混合し、高速回転ミキサーで均一に分散して、熱硬化性樹脂
組成物のワニスを作製した。
　樹脂組成物の不揮発分中、（Ａ）シアネートエステル系硬化剤１６質量％、（Ｂ）ビス
フェノールＡＦ型エポキシ樹脂１５質量％、（Ｃ）無機充填材５５質量％、（Ｄ）イミダ
ゾール系硬化促進剤０．１５質量％、金属系硬化促進剤として添加した金属（亜鉛）５３
ｐｐｍ、（Ｅ）液状エポキシ樹脂１５質量％、（Ｆ）熱可塑性樹脂２．２質量％となる。
　次に、かかる樹脂組成物ワニスをポリエチレンテレフタレートフィルム（厚さ３８μｍ
、以下ＰＥＴフィルムと略す）上に、乾燥後の樹脂組成物層の厚みが４０μｍとなるよう
にダイコーターにて均一に塗布し、８０～１１０℃（平均９５℃）で６分間乾燥した（樹
脂組成物層中の残留溶媒量：約１．７質量％）。次いで、樹脂組成物層の表面に厚さ１５
μｍのポリプロピレンフィルムを貼り合わせながらロール状に巻き取った。ロール状の接
着フィルムを幅５０７ｍｍにスリットし、５０７×３３６ｍｍサイズのシート状の接着フ
ィルムを得た。
【００９０】
＜実施例２＞
　4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフェノール型エポ
キシ樹脂（エポキシ当量２４３、三菱化学（株）製「ＹＬ７７２３」、結晶性液状樹脂）
２８質量部と、フェノキシ樹脂（重量平均分子量３７０００、三菱化学（株）製「ＹＬ７
５５３ＢＨ３０」不揮発分３０質量％のＭＥＫとシクロヘキサノンの１：１溶液）１０質
量部と、シクロヘキサノン５質量部、ソルベントナフサ２０質量部に撹拌しながら均一化
させた。そこへ、活性エステル系硬化剤（ＤＩＣ（株）製「ＨＰＣ－８０００－６５Ｔ」
、活性基当量２２３の不揮発分６５質量％のトルエン溶液）４０部、硬化促進剤として４
－ジメチルアミノピリジンの２質量％のＭＥＫ溶液（ＤＭＡＰ－２Ｍ）１０量部、及び球
形シリカ（（株）アドマテックス製「ＳＯＣ２」をアミノシランで表面処理したもの、平
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均粒子径０．５μｍ）１４０質量部を混合し、高速回転ミキサーで均一に分散して、熱硬
化性樹脂組成物のワニスを作製した。
　樹脂組成物の不揮発分中、（Ａ）活性エステル系硬化剤１３質量％、（Ｂ）ビスフェノ
ールＡＦ型エポキシ樹脂１４質量％、（Ｃ）無機充填材７１質量％、（Ｄ）硬化促進剤０
．１０質量％、（Ｅ）液状エポキシ樹脂１４質量％、（Ｆ）熱可塑性樹脂１．５質量％と
なる。
　次に、かかる樹脂組成物ワニスを使用し、実施例１と全く同様にして接着フィルムを得
た。
【００９１】
＜実施例３＞
　　4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフェノール型エ
ポキシ樹脂（エポキシ当量２４３、三菱化学（株）製「ＹＬ７７２３」、結晶性液状樹脂
）２０質量部と、ナフトール型エポキシ樹脂（エポキシ当量３５０、新日鐵化学（株）製
「ＥＳＮ－４７５Ｖ」）２０質量部、フッ素含有フェノキシ樹脂（重量平均分子量４４６
００、三菱化学（株）製「ＹＬ７３８３ＢＨ３０」不揮発分３０質量％のＭＥＫとシクロ
ヘキサノンの１：１溶液、ビキシレノール型エポキシ樹脂と4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1
-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフェノールからなるフェノキシ樹脂）６質量部を
ＭＥＫ１０質量部、シクロヘキサノン５質量部、ソルベントナフサ２０質量部に撹拌しな
がら加熱溶解させた。室温にまで冷却後、そこへ、ビスフェノールＡジシアネートのプレ
ポリマー（ロンザジャパン（株）製「ＢＡ２３０Ｓ７５」、シアネート当量２３２、不揮
発分７５質量％のＭＥＫ溶液）２０質量部、フェノールノボラック型多官能シアネートエ
ステル系硬化剤（ロンザジャパン（株）製「ＰＴ３０－８０Ｍ」、シアネート当量約１２
４、不揮発分８０質量％のＭＥＫ溶液）８質量部と共に攪拌混合し、さらに活性エステル
系硬化剤（ＤＩＣ（株）製「ＨＰＣ－８０００－６５Ｔ」、活性基当量２２３の不揮発分
６５質量％のトルエン溶液）１２部、硬化促進剤として４－ジメチルアミノピリジンの２
質量％のＭＥＫ溶液（ＤＭＡＰ－２Ｍ）１質量部、コバルト(ＩＩＩ)アセチルアセトナー
ト（東京化成（株）製）の１質量％のＭＥＫ溶液（以下、Co(III)1%MEKと示す）４．５質
量部、及び球形シリカ（（株）アドマテックス製「ＳＯＣ２」をアミノシランで表面処理
したもの、平均粒子径０．５μｍ）１４０質量部、難燃剤として（三光（株）製「ＨＣＡ
－ＨＱ」、10-(2,5-ジヒドロキシフェニル)-10-ヒドロ-9-オキサ-10-フォスファフェナン
スレン-10-オキサイド、平均粒径２μｍ）４部、ゴム粒子としてスタフィロイド（ガンツ
化成（株）製、ＡＣ３８３２）４質量部を混合し、高速回転ミキサーで均一に分散して、
熱硬化性樹脂組成物のワニスを作製した。
　樹脂組成物の不揮発分中、（Ａ）シアネートエステル系硬化剤及び活性エステル系硬化
剤１３質量％、（Ｂ）ビスフェノールＡＦ型エポキシ樹脂９質量％、（Ｃ）無機充填材６
４質量％、（Ｄ）硬化促進剤０．０１質量％、金属系硬化促進剤として添加した金属（コ
バルト）３４ｐｐｍ、（Ｅ）液状エポキシ樹脂９質量％、（Ｆ）熱可塑性樹脂０．８質量
％となる。
　次に、かかる樹脂組成物ワニスを使用し、実施例１と全く同様にして接着フィルムを得
た。
【００９２】
＜比較例１＞
　実施例１において、4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビ
スフェノール型エポキシ樹脂（エポキシ当量２４３、三菱化学（株）製「ＹＬ７７２３」
、結晶性液状樹脂）２０質量部を、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（エポキシ当量１６
９、三菱化学（株）製「８２８ＵＳ」、結晶性液状樹脂）１５質量部に変更する以外は全
く同様にして製造した樹脂組成物ワニスを使用し、実施例１と全く同様にして接着フィル
ムを得た。
【００９３】
＜参考例１＞
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実施例１において、4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビス
フェノール型エポキシ樹脂（エポキシ当量２４３、三菱化学（株）製「ＹＬ７７２３」、
結晶性液状樹脂）２０質量部を、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（エポキシ当量１６９
、三菱化学（株）製「８２８ＵＳ」、結晶性液状樹脂）１５質量部に変更し、難燃剤とし
て（三光（株）製「ＨＣＡ－ＨＱ」、10-(2,5-ジヒドロキシフェニル)-10-ヒドロ-9-オキ
サ-10-フォスファフェナンスレン-10-オキサイド、平均粒径２μｍ）４部を加えたこと以
外は全く同様にして製造した樹脂組成物ワニスを使用し、実施例１と全く同様にして接着
フィルムを得た。
【００９４】
＜比較例２＞
　 実施例２において、4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]
ビスフェノール型エポキシ樹脂（エポキシ当量２４３、三菱化学（株）製「ＹＬ７７２３
」、結晶性液状樹脂）２８質量部を、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（エポキシ当量１
６９、三菱化学（株）製「８２８ＵＳ」、結晶性液状樹脂）２０質量部に変更する以外は
全く同様にして製造した樹脂組成物ワニスを使用し、実施例２と全く同様にして接着フィ
ルムを得た。
【００９５】
＜比較例３＞
　　 実施例３において、4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン
]ビスフェノール型エポキシ樹脂（エポキシ当量２４３、三菱化学（株）製「ＹＬ７７２
３」、結晶性液状樹脂）２０質量部を、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（エポキシ当量
１６９、三菱化学（株）製「８２８ＵＳ」、結晶性液状樹脂）１５質量部とし、フッ素含
有フェノキシ樹脂（重量平均分子量４４６００、三菱化学（株）製「ＹＬ７３８３ＢＨ３
０」不揮発分３０質量％のＭＥＫとシクロヘキサノンの１：１溶液）６質量部を、フェノ
キシ樹脂（重量平均分子量３７０００、三菱化学（株）製「ＹＬ７５５３ＢＨ３０」不揮
発分３０質量％のＭＥＫとシクロヘキサノンの１：１溶液）６質量部に変更する以外は全
く同様にして製造した樹脂組成物ワニスを使用し、実施例３と全く同様にして接着フィル
ムを得た。
【００９６】
　結果を表１に示す。
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【表１】

【００９７】
　表１の結果から、実施例１、２、３で得られた接着フィルムは、形成された絶縁層の誘
電正接、熱膨張率、表面粗度が低く、かつ難燃性が付与されていることが分かる。一方、
（Ｂ）成分を用いていない比較例１、２、３で得られた接着フィルムは、誘電正接、熱膨
張率、表面粗度が共に高く、難燃性が劣っていることが分かる。そして、参考例１では難
燃剤を添加することにより、難燃性が付与できたものの他の特性の改善効果が乏しく、特
にピール強度の低下が顕著に現れていることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００９８】
　絶縁層表面の粗度、誘電正接、熱膨張率を改善しつつ、難燃性を付与させることができ
る樹脂組成物、接着フィルム、プリプレグ、多層プリント配線板を提供できるようになっ
た。更にこれらを搭載した、コンピューター、携帯電話、デジタルカメラ、テレビ、等の
電気製品や、自動二輪車、自動車、電車、船舶、航空機、等の乗物も提供できるようにな
った。
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