
JP 4876396 B2 2012.2.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルムの長手方向および幅方向の引張弾性率がいずれも８．５ＧＰａ以上、厚さが１
０μｍ以下、ガラス転位温度が１５０℃以上のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの
片面又は両面に、線幅７μｍ以下、線間８μｍ以下、厚さが５μｍ以下の配線パターンが
形成されていることを特徴とするフィルムベースのプリント配線板。
【請求項２】
　ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの幅が１５０ｍｍ以上である請求項１に記載の
フィルムベースのプリント配線板。
【請求項３】
　ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムが滑剤を含有し、当該滑剤の体積平均粒子径が
、ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの厚さの１０分の１以下である請求項１～２い
ずれかに記載のフィルムベースのプリント配線板。
【請求項４】
　請求項１～３項いずれかに記載のフィルムベースのプリント配線板が複数枚積層されて
な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、ＦＰＣ、ＴＡＢ、ＣＯＦ等と総称される高分子フィルムを基材に用いたプリ
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ント配線板に関し、さらに詳しくは回路線幅７μｍ以下の微細配線を含むプリント配線板
に関するものである。また本発明はかかるフィルム基材のプリント配線板を複数枚積層し
てなる多層プリント配線板に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ポリイミドフィルムに代表される耐熱性高分子フィルムを基材に用いたいわゆるＦＰＣ
：フレキシブルプリント配線板、ＴＡＢテープ、ＣＯＦテープなどは近年の電子機器の小
型軽量化に伴い広く用いられている。かかるフィルムを基材としたプリント配線板は高分
子フィルムと銅箔とを、直接に、あるいは接着剤を用いて間接に積層してなるフレキシブ
ル銅張り積層基板をエッチング加工して作製される。また一部には、極薄い導電化層を付
与された高分子フィルムに、必要な箇所のみメッキで厚付けするいわゆるセミアディティ
ブ法による回路形成も検討されている。さらに、これらフィルム基材のプリント配線板を
複数枚積層して多層プリント配線板と成すことも広く検討されており、半導体チップを直
接搭載するインターポーザ基板、モジュール基板、あるいは小型機器の主基板などとして
実用化が進められている。
　電子機器のさらなる小型軽量化に伴い、これらフィルム基材のプリント配線板において
も、フィルム基材のさらなる薄膜化、配線のさらなる微細化、それに伴い導電層のさらな
る薄膜化が求められている。
【０００３】
　高分子素材をこれらのプリント配線板や多層プリント配線板の基材として使用すること
が多数提案されている。例えば、２５μｍ厚さのポリイミドフィルム基材上にアディティ
ブ法で形成した回路を設けたフレキシブルプリント配線板（特許文献１参照）、ＰＥＴフ
ィルムなどの裏打材上にワニスを介して薄いポリイミドを積層しそのポリイミドフィルム
上に細密な回路を設けたプリント配線板（特許文献２参照）、２５μｍ厚さのポリイミド
フィルム上に熱可塑性ポリイミド層を設けその上に微細回路を設けたプリント配線板（特
許文献３参照）、その他多数の提案がなされている。
【特許文献１】特開２００２－３１４２１５号公報
【特許文献２】特開２００３－２７３５２２号公報
【特許文献３】特開２００４－２７６４０１号公報
【０００４】
　しかしながら、従来の主にポリイミドフィルムを基材とする銅張り積層板においては、
まずハンドリング性から次のような問題があり、薄膜化することが困難であった。すなわ
ち、銅張り積層を作製する場合は、フィルムの片面ないし両面に銅箔を形成する必要上、
フィルムのハンドリング性が維持されていなければならず、フィルムの厚さを１０μｍ以
下にするとハンドリング性が極端に悪化し、収率が著しく下がるために工業的な生産が困
難であるという課題があった。さらにかかる銅張り積層フィルムをプリント配線板に加工
するに際しては、レジストの塗布－露光－現像－エッチング－レジスト剥離という一連の
工程を通す必要がある。かかる回路パターンの形成はフィルム基材のプリント配線加工の
場合にはロールトゥーロールにて加工されることが一般的であるがたとえば現像工程での
現像液のスプレー、エッチング工程でのエッチング液のスプレー、レジスト剥離工程での
剥離駅のスプレー、さらに各工程間に於ける水洗などのスプレー圧により基材の変形が生
じ、部分的に処理液の溜まりが生じるなどして回路加工面での処理の均一性が損なわれる
事が多く、結果的にレジストパターン、ないしはエッチング後のパターンにおける現像不
良やエッチングレートの不均一性などが生じ、安定した回路パターン形成が困難となり、
結果的に微細配線の加工ができないという問題点となっていた。
【０００５】
　このような基材の変形に起因する問題点は、単にＦＰＣ、ＴＡＢ、ＣＯＦなどのフィル
ム基材のプリント配線板における微細線化、薄膜化だけでなく、これらフィルム基材のプ
リント配線板を複数枚積層して多層板を得る場合にも、多層基板全体の薄膜化を妨げる問
題点となっていた。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、フィルムを基材とする極薄プリント配線板であって、フィルムのハンドリン
グ性の維持、工業的な生産の容易さ、安定した回路パターン形成が可能な微細配線の極薄
プリント配線板やプリント配線板を複数枚積層してなる多層プリント配線板の提供を目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記問題を解決し、フィルム基材のプリント配線板の更なる微細線化、
薄層化を実現することを目的に鋭意研究を重ねた結果、引張弾性率が６ＧＰａ以上の高分
子フィルムを基材に用いることにより、厚さが１０μｍ以下であっても充分なハンドリン
グ性を有することを見出し、また、かかる基材を用いた銅張り積層基板は、加工プロセス
中のスプレー圧による変形が小さく、処理液だまりが生じにくく、結果として安定した微
細配線形成が可能であることを見出し本発明に至ったのである。
　すなわち本発明は、引張弾性率が６ＧＰａ以上、厚さが１０μｍ以下、ガラス転位温度
が１５０℃以上の高分子フィルムの片面又は両面に、線幅７μｍ以下、線間８μｍ以下、
厚さが５μｍ以下の配線パターンが形成されていることを特徴とするフィルムベースのプ
リント配線板である。
　また高分子フィルムがポリイミドフィルムである前記のプリント配線板であり、また高
分子フィルムがポリイミドベンゾオキサゾールフィルムである前記のプリント配線板であ
り、またフィルム幅が１５０ｍｍ以上である前記のプリント配線板であり、また高分子フ
ィルムが滑剤を含有し、当該滑剤の体積平均粒子径が、高分子フィルムの厚さの１０分の
１以下である前記のプリント配線板であり、さらにまた前記いずれかのフィルムベースの
プリント配線板が複数枚積層されてなる多層プリント配線板である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明におけるフィルム基材のプリント配線板は、引張弾性率が６ＧＰａ以上、厚さが
１０μｍ以下、ガラス転位温度が１５０℃以上の耐熱高分子フィルムの片面又は両面に、
線幅７μｍ以下、線間８μｍ以下、厚さが５μｍ以下の配線パターンが形成されているこ
とを特徴とするものであり、引張弾性率が６ＧＰａ以上の耐熱高分子フィルムは、厚さが
１０μｍ以下であっても充分なハンドリング性を有し、スパッタリング、メッキ等により
銅張り積層フィルム化することが可能である。また、かかる銅張り積層フィルム自体が十
分な剛性を有するため、エッチング法によりパターン形成する場合においても、基材フィ
ルムの変形や波打ちが抑えられるため、処理液の溜まりが生じにくく、結果的に回路基板
の全面で安定均一にソリが進むため、回路線幅の公差が小さく、結果として微細配線を形
成することが可能となる。　その結果、フィルム厚１０μｍ以下、導体厚さ５μｍ以下、
線幅８μｍ以下、線間７μｍ以下の微細配線パターンを形成可能となる。本発明では、特
にフィルム基材を用いて、かかる微細な加工がある程度の広幅、好ましくは１５０ｍｍ幅
以上のでも実現できるところに産業上極めて有意義意となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の高分子フィルムはガラス転位温度が１５０℃以上、引張弾性率が６ＧＰａ以上
、厚さが１０μｍ以下の耐熱性高分子からなる。かかる高分子材料としてはポリイミド、
ポリエーテルイミド、ポリアミドイミド、全芳香族ポリアミド、全芳香族ポリエステル、
その他の熱硬化性高分子材料を具体例として挙げることができる。本発明では、これらの
中でもポリイミド、全芳香族ポリアミドの使用が好ましく、さらにポリイミドベンゾオキ
サゾールフィルムの使用がなお好ましい。
　以下、高分子フィルムとしてポリイミドフィルム（ポリイミドベンゾオキサゾールフィ
ルム）を例として詳述する。
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　ポリイミドフィルムの製造における、重合反応はまず溶媒中で芳香族ジアミン類と芳香
族テトラカルボン酸無水物類とを開環重付加反応に供してポリアミド酸溶液を得て、次い
で、このポリアミド酸溶液からポリイミドの前駆体フィルムであるグリーンフィルム（又
はシート）を成形した後に脱水縮合（イミド化）することによりなされる。
　本発明においては、特にこれら芳香族ジアミン類の中でベンゾオキサゾール構造を有す
る芳香族ジアミン類が好適なジアミンである。本発明で特に好適に使用されるベンゾオキ
サゾール構造を有するジアミン類としては以下のものが挙げられる。
【００１０】
【化１】

【００１１】
【化２】

【００１２】

【化３】

【００１３】
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【化４】

【００１４】

【化５】

【００１５】

【化６】

【００１６】
【化７】
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【００１７】
【化８】

【００１８】
【化９】

【００１９】

【化１０】

【００２０】
【化１１】

【００２１】
【化１２】
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【００２２】
【化１３】

【００２３】
　これらの中でも、合成のし易さの観点から、アミノ（アミノフェニル）ベンゾオキサゾ
ールの各異性体が好ましい。ここで、「各異性体」とは、アミノ（アミノフェニル）ベン
ゾオキサゾールが有する２つアミノ基が配位位置に応じて定められる各異性体である（例
；上記「化１」～「化４」に記載の各化合物）。これらのジアミンは、単独で用いてもよ
いし、二種以上を併用してもよい。本発明においては、前記ベンゾオキサゾール構造を有
する芳香族ジアミンを７０モル％以上使用することが好ましい。本発明は、前記事項に限
定されず下記の芳香族ジアミンを使用してもよいが、好ましくは全芳香族ジアミンの３０
モル％未満であれば下記に例示されるベンゾオキサゾール構造を有しないジアミン類を一
種又は二種以上、併用してのポリイミドフィルムである。
【００２４】
　そのようなジアミン類としては、例えば、４，４’－ビス（３－アミノフェノキシ）ビ
フェニル、ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］ケトン、ビス［４－（３－ア
ミノフェノキシ）フェニル］スルフィド、ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル
］スルホン、２，２－ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、２，２
－ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］－１，１，１，３，３，３－ヘキサフ
ルオロプロパン、ｍ－フェニレンジアミン、ｏ－フェニレンジアミン、ｐ－フェニレンジ
アミン、ｍ－アミノベンジルアミン、ｐ－アミノベンジルアミン。３，３’－ジアミノジ
フェニルエーテル、３，４’－ジアミノジフェニルエーテル、４，４’－ジアミノジフェ
ニルエーテル、３，３’－ジアミノジフェニルスルフィド、３，３’－ジアミノジフェニ
ルスルホキシド、３，４’－ジアミノジフェニルスルホキシド、４，４’－ジアミノジフ
ェニルスルホキシド、３，３’－ジアミノジフェニルスルホン、３，４’－ジアミノジフ
ェニルスルホン、４，４’－ジアミノジフェニルスルホン、
【００２５】
３，３’－ジアミノベンゾフェノン、３，４’－ジアミノベンゾフェノン、４，４’－ジ
アミノベンゾフェノン、３，３’－ジアミノジフェニルメタン、３，４’－ジアミノジフ
ェニルメタン、４，４’－ジアミノジフェニルメタン、ビス［４－（４－アミノフェノキ
シ）フェニル］メタン、１，１－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］エタン
、１，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］エタン、１，１－ビス［４－
（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、１，２－ビス［４－（４－アミノフェノ
キシ）フェニル］プロパン、１，３－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プ
ロパン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン。１，１－ビ
ス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］ブタン、１，３－ビス［４－（４－アミノ
フェノキシ）フェニル］ブタン、１，４－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル
］ブタン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノシ）フェニル］ブタン、２，３－ビス
［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］ブタン、
【００２６】
２－［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］－２－［４－（４－アミノフェノキシ）
－３－メチルフェニル］プロパン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）－３－
メチルフェニル］プロパン、２－［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］－２－［４
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－（４－アミノフェノキシ）－３，５－ジメチルフェニル］プロパン、２，２－ビス［４
－（４－アミノフェノキシ）－３，５－ジメチルフェニル］プロパン、２，２－ビス［４
－（４－アミノフェノキシ）フェニル］－１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロ
パン。１，４－ビス（３－アミノフェノキシ）ベンゼン、１，３－ビス（３－アミノフェ
ノキシ）ベンゼン、１，４－ビス（４－アミノフェノキシ）ベンゼン、４，４’－ビス（
４－アミノフェノキシ）ビフェニル、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］ケ
トン、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］スルフィド、ビス［４－（４－ア
ミノフェノキシ）フェニル］スルホキシド、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニ
ル］スルホン、ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］エーテル、ビス［４－（
４－アミノフェノキシ）フェニル］エーテル、
【００２７】
１，３－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）ベンゾイル］ベンゼン、１，３－ビス［４
－（３－アミノフェノキシ）ベンゾイル］ベンゼン、１，４－ビス［４－（３－アミノフ
ェノキシ）ベンゾイル］ベンゼン、４，４’－ビス［（３－アミノフェノキシ）ベンゾイ
ル］ベンゼン、１，１－ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、１，
３－ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、３，４’－ジアミノジフ
ェニルスルフィド。２，２－ビス［３－（３－アミノフェノキシ）フェニル］－１，１，
１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン、ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニ
ル］メタン、１，１－ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］エタン、１，２－
ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］エタン、ビス［４－（３－アミノフェノ
キシ）フェニル］スルホキシド、４，４’－ビス［３－（４－アミノフェノキシ）ベンゾ
イル］ジフェニルエーテル、４，４’－ビス［３－（３－アミノフェノキシ）ベンゾイル
］ジフェニルエーテル、４，４’－ビス［４－（４－アミノ－α，α－ジメチルベンジル
）フェノキシ］ベンゾフェノン、
【００２８】
４，４’－ビス［４－（４－アミノ－α，α－ジメチルベンジル）フェノキシ］ジフェニ
ルスルホン、ビス［４－｛４－（４－アミノフェノキシ）フェノキシ｝フェニル］スルホ
ン、１，４－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェノキシ－α，α－ジメチルベンジ
ル］ベンゼン、１，３－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェノキシ－α，α－ジメ
チルベンジル］ベンゼン、１，３－ビス［４－（４－アミノ－６－トリフルオロメチルフ
ェノキシ）－α，α－ジメチルベンジル］ベンゼン、１，３－ビス［４－（４－アミノ－
６－フルオロフェノキシ）－α，α－ジメチルベンジル］ベンゼン、１，３－ビス［４－
（４－アミノ－６－メチルフェノキシ）－α，α－ジメチルベンジル］ベンゼン、１，３
－ビス［４－（４－アミノ－６－シアノフェノキシ）－α，α－ジメチルベンジル］ベン
ゼン。３，３’－ジアミノ－４，４’－ジフェノキシベンゾフェノン、４，４’－ジアミ
ノ－５，５’－ジフェノキシベンゾフェノン、３，４’－ジアミノ－４，５’－ジフェノ
キシベンゾフェノン、３，３’－ジアミノ－４－フェノキシベンゾフェノン。
【００２９】
４，４’－ジアミノ－５－フェノキシベンゾフェノン、３，４’－ジアミノ－４－フェノ
キシベンゾフェノン、３，４’－ジアミノ－５’－フェノキシベンゾフェノン、３，３’
－ジアミノ－４，４’－ジビフェノキシベンゾフェノン、４，４’－ジアミノ－５，５’
－ジビフェノキシベンゾフェノン、３，４’－ジアミノ－４，５’－ジビフェノキシベン
ゾフェノン、３，３’－ジアミノ－４－ビフェノキシベンゾフェノン、４，４’－ジアミ
ノ－５－ビフェノキシベンゾフェノン、３，４’－ジアミノ－４－ビフェノキシベンゾフ
ェノン、３，４’－ジアミノ－５’－ビフェノキシベンゾフェノン、１，３－ビス（３－
アミノ－４－フェノキシベンゾイル）ベンゼン、１，４－ビス（３－アミノ－４－フェノ
キシベンゾイル）ベンゼン、１，３－ビス（４－アミノ－５－フェノキシベンゾイル）ベ
ンゼン、１，４－ビス（４－アミノ－５－フェノキシベンゾイル）ベンゼン、１，３－ビ
ス（３－アミノ－４－ビフェノキシベンゾイル）ベンゼン、１，４－ビス（３－アミノ－
４－ビフェノキシベンゾイル）ベンゼン、１，３－ビス（４－アミノ－５－ビフェノキシ
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ベンゾイル）ベンゼン、１，４－ビス（４－アミノ－５－ビフェノキシベンゾイル）ベン
ゼン、２，６－ビス［４－（４－アミノ－α，α－ジメチルベンジル）フェノキシ］ベン
ゾニトリルおよび上記芳香族ジアミンにおける芳香環上の水素原子の一部もしくは全てが
ハロゲン原子、炭素数１～３のアルキル基又はアルコキシル基、シアノ基、又はアルキル
基又はアルコキシル基の水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換された炭素数
１～３のハロゲン化アルキル基又はアルコキシル基で置換された芳香族ジアミン等が挙げ
られる。
【００３０】
　本発明で用いられるテトラカルボン酸無水物は芳香族テトラカルボン酸無水物類である
。芳香族テトラカルボン酸無水物類としては、具体的には、以下のものが挙げられる。
【００３１】
【化１４】

【００３２】
【化１５】

【００３３】
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【化１６】

【００３４】
【化１７】

【００３５】
【化１８】

【００３６】



(11) JP 4876396 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

【化１９】

　これらのテトラカルボン酸二無水物は単独で用いてもよいし、二種以上を併用してもよ
い。本発明においては、全テトラカルボン酸二無水物の３０モル％未満であれば下記に例
示される非芳香族のテトラカルボン酸二無水物類を一種又は二種以上、併用しても構わな
い。
【００３７】
　そのようなテトラカルボン酸無水物としては、例えば、ブタン－１，２，３，４－テト
ラカルボン酸二無水物、ペンタン－１，２，４，５－テトラカルボン酸二無水物、シクロ
ブタンテトラカルボン酸二無水物、シクロペンタン－１，２，３，４－テトラカルボン酸
二無水物、シクロヘキサン－１，２，４，５－テトラカルボン酸二無水物、シクロヘキサ
－１－エン－２，３，５，６－テトラカルボン酸二無水物、３－エチルシクロヘキサ－１
－エン－３－（１，２），５，６－テトラカルボン酸二無水物、１－メチル－３－エチル
シクロヘキサン－３－（１，２），５，６－テトラカルボン酸二無水物、１－メチル－３
－エチルシクロヘキサ－１－エン－３－（１，２），５，６－テトラカルボン酸二無水物
、１－エチルシクロヘキサン－１－（１，２），３，４－テトラカルボン酸二無水物、１
－プロピルシクロヘキサン－１－（２，３），３，４－テトラカルボン酸二無水物、１，
３－ジプロピルシクロヘキサン－１－（２，３），３－（２，３）－テトラカルボン酸二
無水物、ジシクロヘキシル－３，４，３’，４’－テトラカルボン酸二無水物、
【００３８】
ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２，３，５，６－テトラカルボン酸二無水物、１－プ
ロピルシクロヘキサン－１－（２，３），３，４－テトラカルボン酸二無水物、１，３－
ジプロピルシクロヘキサン－１－（２，３），３－（２，３）－テトラカルボン酸二無水
物、ジシクロヘキシル－３，４，３’，４’－テトラカルボン酸二無水物、ビシクロ［２
．２．１］ヘプタン－２，３，５，６－テトラカルボン酸二無水物、ビシクロ［２．２．
２］オクタン－２，３，５，６－テトラカルボン酸二無水物、ビシクロ［２．２．２］オ
クト－７－エン－２，３，５，６－テトラカルボン酸二無水物等が挙げられる。これらの
テトラカルボン酸二無水物は単独で用いてもよいし、二種以上を併用してもよい。
【００３９】
　芳香族ジアミン類と、芳香族テトラカルボン酸無水物類とを重合してポリアミド酸を得
るときに用いる溶媒は、原料となるモノマーおよび生成するポリアミド酸のいずれをも溶
解するものであれば特に限定されないが、極性有機溶媒が好ましく、例えば、Ｎ－メチル
－２－ピロリドン、Ｎ－アセチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ
，Ｎ－ジエチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、
ヘキサメチルホスホリックアミド、エチルセロソルブアセテート、ジエチレングリコール
ジメチルエーテル、スルホラン、ハロゲン化フェノール類等があげられる。これらの溶媒
は、単独あるいは混合して使用することができる。溶媒の使用量は、原料となるモノマー
を溶解するのに十分な量であればよく、具体的な使用量としては、モノマーを溶解した溶
液に占めるモノマーの質量が、通常５～４０質量％、好ましくは１０～３０質量％となる
ような量が挙げられる。
【００４０】
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　ポリアミド酸を得るための重合反応（以下、単に「重合反応」ともいう）の条件は従来
公知の条件を適用すればよく、具体例として、有機溶媒中、０～８０℃の温度範囲で、１
０分～３０時間連続して撹拌および／又は混合することが挙げられる。必要により重合反
応を分割したり、温度を上下させてもかまわない。この場合に、両モノマーの添加順序に
は特に制限はないが、芳香族ジアミン類の溶液中に芳香族テトラカルボン酸無水物類を添
加するのが好ましい。重合反応によって得られるポリアミド酸溶液に占めるポリアミド酸
の質量は、好ましくは５～４０質量％、より好ましくは１０～３０質量％であり、前記溶
液の粘度はブルックフィールド粘度計による測定（２５℃）で、送液の安定性の点から、
好ましくは１０～２０００Ｐａ・ｓであり、より好ましくは１００～１０００Ｐａ・ｓで
ある。
本発明におけるポリアミド酸の還元粘度（ηｓｐ／Ｃ）は、特に限定するものではないが
３．０ｄｌ／ｇ以上が好ましく、４．０ｄｌ／ｇ以上がさらに好ましく、なおさらに５．
０ｄｌ／ｇ以上が好ましい。
【００４１】
　重合反応中に真空脱泡することは、良質なポリアミド酸の有機溶媒溶液を製造するのに
有効である。また、重合反応の前に芳香族ジアミン類に少量の末端封止剤を添加して重合
を制御することを行ってもよい。末端封止剤としては、無水マレイン酸等といった炭素－
炭素二重結合を有する化合物が挙げられる。無水マレイン酸を使用する場合の使用量は、
芳香族ジアミン類１モル当たり好ましくは０．００１～１．０モルである。
　重合反応により得られるポリアミド酸溶液から、ポリイミドフィルムを形成するために
は、ポリアミド酸溶液を支持体上に塗布して乾燥するなどによりグリーンフィルムを得て
、次いで、グリーンフィルムを熱処理に供することでイミド化反応させる方法が挙げられ
る。
【００４２】
　ポリアミド酸溶液を塗布する支持体は、ポリアミド酸溶液をフィルム状に成形するに足
る程度の平滑性、剛性を有していればよく、表面が金属、プラスチック、ガラス、磁器な
どであるドラム又はベルト状回転体などが挙げられる。また、適度な剛性と高い平滑性を
有する高分子フィルムを利用する方法も好ましい態様である。中でも、支持体の表面は好
ましくは金属であり、より好ましくは錆びなくて耐腐食に優れるステンレスである。支持
体の表面にはＣｒ、Ｎｉ、Ｓｎなどの金属メッキを施してもよい。支持体表面は必要に応
じて鏡面にしたり、あるいは梨地状に加工することができる。支持体へのポリアミド酸溶
液の塗布は、スリット付き口金からの流延、押出機による押出し、スキージコーティング
、リバースコーティング、ダイコーティング、アプリケータコーティング、ワイヤーバー
コーティング等を含むが、これらに限られず、従来公知の溶液の塗布手段を適宜用いるこ
とができる。
【００４３】
　上記のポリイミドフィルムには、滑剤をポリイミド中に添加含有せしめるなどしてフィ
ルム表面に微細な凹凸を付与しフィルムの滑り性を改善することもできる。
滑剤としては、無機や有機の０．０３μｍ～３μｍ程度の平均粒子径を有する微粒子が使
用でき、具体例として、酸化チタン、アルミナ、シリカ、炭酸カルシウム、燐酸カルシウ
ム、燐酸水素カルシウム、ピロ燐酸水素カルシウム、酸化マグネシウム、酸化カルシウム
、粘土鉱物などが挙げられる。これらのポリイミドフィルムとしては、無延伸フィルムが
好ましく適用されるが、１軸又は２軸に延伸したフィルムでも使用することができる。
ここで無延伸フィルムとは、テンター延伸、ロール延伸、インフレーション延伸などによ
ってフィルムの面拡張方向に機械的な外力を意図的に加えずに得られるフィルムをいう。
本発明における要件を満足するフィルムとして芳香族ポリアミドフィルムを用いることが
出来る。また本発明に於ける要件を満足するフィルムとしてポリベンゾオキサゾールフィ
ルムを用いることが出来る。またさらに本発明の要件を満足するフィルムとしてトリレン
ジイシシアネートを含む芳香族イソシアネート類と芳香族トリカルボン酸無水物類から得
られるポリアミドイミドフィルムを用いることができる。
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【００４４】
　かかる高分子フィルムは引張弾性率が６ＧＰａ以上であることが必須であり、７．５Ｇ
Ｐａ以上が好ましく、８．５ＧＰａ以上がなお好ましく、なおさらには１０ＧＰａ以上で
あることが好ましい。ポリイミドフィルムの引張弾性率は、テトラカルボン酸無水物類に
ビフェニルテトラカルボン酸無水物を好ましくは３０ｍｏｌ％以上、さらに好ましくは５
０ｍｏｌ％以上用いることにより実現できる。またジアミン成分にＤＡＭＢＯ（化１～化
４に例示）を３０ｍｏｌ％以上、好ましくは５０ｍｏｌ％以上、なお好ましくは７０ｍｏ
ｌ％以上用いることによっても実現可能である。弾性率の上限は特に限定されないが、ハ
ンドリング上最低限の柔軟性を確保する上で３０ＧＰａ以下程度であることが好ましい。
【００４５】
　本発明における高分子フィルムの厚さは１０μｍ以下であることが必須であり好ましく
は７μｍ以下、さらに好ましくは５μｍ以下、なお好ましくは３．５μｍ以下である。フ
ィルム厚さの下限は特に限定されないが、ハンドリング上１μｍ以上、好ましくは１．５
μｍ以上が必要である。
【００４６】
　本発明の高分子フィルムのガラス転位温度は１５０℃以上であることが必須であり、２
１０℃以上であることが好ましく、さらに２７０℃以上であることがより好ましい。ガラ
ス転位温度は高分子材料の構造に由来し、ポリイミドにおいては、エーテル結合を有する
成分を減ずることにより上げることができ、エーテル結合を有する成分を構成成分全体の
５０ｍｏｌ％以下、好ましくは３０ｍｏｌ％以下とすることによりガラス転位温度を２７
０℃以上とすることが出来る。ガラス転位温度の上限に特に制限はない。特に耐熱性に優
れる高分子においては、ガラス転位温度が分解温度よりも高くなると考えられている。
【００４７】
　本発明における高分子フィルムの引張破断強度は、前記必須要件を満たすものであれば
特に限定はされないが、好ましくは３００ＭＰａ以上より好ましくは３５０ＭＰａ以上で
ある。
　本発明における高分子フィルムの引裂き伝搬抵抗は、１Ｎ／ｍｍ以上、好ましくは２Ｎ
／ｍｍ以上、なお好ましくはである４Ｎ／ｍｍである。引裂き強度がこの範囲に満たない
場合には加工途上、特に薬液処理時のスプレーにフィルムが耐えることができずに破断す
るなどの問題が出る場合がある。
【００４８】
　本発明のフィルム基材のプリント配線板における導体層は、一般的な金属、金、銀、銅
、アルミニウム、ニッケル、場合によっては導電性高分子、カーボン、好ましくは銅であ
り、
導電層の厚さは５μｍ以下が必須であり、３．７μｍ以下が好ましく２．５μｍ以下がな
おさらに好ましい。
　ここに導電層の厚さとは、導電層とフィルムが接している面から垂線方向に導体回路パ
ターンの表面に達するまでの距離を云う。
　本発明のフィルム基材のプリント配線板における加工幅としては、特に制限されるもの
ではないが、好ましい態様として、１５０ｍｍ幅以上の連続ロール加工であり、より好ま
しくは２４０ｍｍ以上、なお好ましくは３２０ｍｍ以上、なおさらに好ましくは４８０ｍ
ｍ幅以上である。
【００４９】
　本発明ではこのような要件を満足する高分子フィルムの表面に主に金属からなる導体パ
ターンを形成する。導体パターンの形成方法としては、アディティブ法、セミアディティ
ブホウ、パートリーアディティブ法、サブトラクティブ法等が知られており、本発明では
これら何れの方法も適用することが出来るが、特に好ましく用いられる方法はサブトラク
ティブ法である。
　サブトラクティブ法においては、かかる高分子フィルムの全面に金属層を形成し、不要
部分をエッチングにて除去することにより導体パターンを得る。
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　以下、本発明の高分子フィルムに金属層を形成する方法、ならびに導体パターンの形成
方法について説明する。
【００５０】
　　金属層を形成する方法としては、湿式処理である無電解メッキによる方法、と乾式メ
ッキである蒸着、スパッタリングなどにより薄い金属層を形成した後に電気メッキなどで
厚付けする方法などを例示することが出来る。
　湿式処理である無電解メッキによる方法においては、高分子フィルム表面をまず、アル
カリ薬液、過マンガン酸カリウム薬液などにより表面処理を行い表面を微細な粗面に加工
した後に、塩化銀／塩化パラジウムコロイド等の触媒付与、活性化、を経て無電解銅メッ
キ、あるいは無電解ニッケルリンメッキ、無電解ニッケルボロンメッキ等を行って金属層
を形成することが出来る。かかる無電解メッキの後に電気メッキを使って所定の厚さまで
導体厚さを増すことは好ましい態様である。
　乾式メッキであるスパッタリング、蒸着等の技術を経て金属化を行う場合には、高分子
フィルムイミドフィルムの表面をプラズマ処理した後、下地の金属、好ましくはニッケル
－クロム合金、モネル合金、銅－モリブデン合金等をスパッタリングにより厚さ２０～２
０００Åとなるように付着させ、次いで厚付け金属をスパッタ法および／又は蒸着法によ
り付着させる。その後、さらに厚付け金属を電解メッキして導体層の厚さを増すことは好
ましい態様である。またさらに導体層形成後に１５０～３５０℃の熱処理を行うことも、
導体層の内部応力を緩和する上で好ましい実施態様である。
【００５１】
　本発明で用いられるプラズマ処理は活性プラズマ処理、不活性プラズマ処理の何れをも
用いることｇあ出来る。本発明では好ましくは不活性ガスプラズマが用いられる。かかる
不活性プラズマ処理に用いられるガスとしては、窒素ガス、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅ、が
用いられる。プラズマを発生させる方法に格別な制限はなく、不活性気体をプラズマ発生
装置内に導入し、プラズマを発生させればよい。プラズマ処理の方法に格別な制限はなく
、基材フィルム上に金属層を形成する際に用いるプラズマ処理装置を用いて行えばよい。
プラズマ処理に要する時間は特に限定されず、通常１秒～３０分、好ましくは１０秒～１
０分である。プラズマ処理時のプラズマの周波数と出力、プラズマ発生のためのガス圧、
処理温度に関しても格別な制限はなく、プラズマ処理装置で扱える範囲であれば良い。周
波数は通常１３．５６ＭＨｚ、出力は通常５０Ｗ～１０００Ｗ、ガス圧は通常０．０１Ｐ
ａ～１０Ｐａ、温度は、通常２０℃～２５０℃、好ましくは２０℃～１８０℃である。出
力が高すぎると、基材フィルム表面に亀裂の入るおそれがある。また、ガス圧が高すぎる
と電気絶縁層表面の平滑性が低下するおそれがある。
【００５２】
　本発明では、スパッタリング、蒸着、溶射等の乾式メッキ方法を用いる事ができ、好ま
しくはスパッタリング法を用いることができる。スパッタリングの方法に格別な制限はな
く、直流２極スパッタリング、高周波スパッタリング、マグネトロンスパッタリング、対
向ターゲットスパッタリング、ＥＣＲスパッタリング、バイアススパッタリング、プラズ
マ制御型スパッタリング、マルチ・ターゲットスパッタリングなどを用いることができる
。これらのうち、直流２極スパッタリング、又は高周波スパッタリングが好適である。ス
パッタリング処理時の出力、プラズマ発生のためのガス圧、処理温度に関しても格別な制
限はなく、スパッタリング装置で扱える範囲であれば良い。出力は通常１０Ｗ～１０００
Ｗ、ガス圧は通常０．０１Ｐａ～１０Ｐａ、温度は、通常２０℃～２５０℃、好ましくは
２０℃～１８０℃である。また、成膜レートは０．１Å／秒～１０００Å／秒、好ましく
は１Å／秒～１００Å／秒である。成膜レートが高すぎると、形成した金属膜に亀裂の入
るおそれがある。また、ガス圧が高すぎると密着性が低下するおそれがある。
【００５３】
　スパッタリングされる金属としては、ニッケル、クロム、コバルト、モリブデン、銅、
銀、亜鉛、鉄、アルミニウム、錫ないしはそれらの合金である。本発明では好ましくはニ
ッケルクロム合金、銅－ニッケル合金、銅－モリブデン合金をを好ましく用いることが出
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来、特に好ましくはニッケル－クロム合金を用いることができる。
　かかる金属の厚さは厚さ２０～２０００Åが好ましい。またニッケル－クロム合金の場
合のクロム含有量は３～３０％が好ましいスパッタリング条件は任意である。なお、ニッ
ケル－クロム合金のスパッタ層は、ニッケル－クロムの合金ターゲットを用いる方法、二
元同時スパッタリングを行う方法、あるいはニッケルとクロムを独立にスパッタリングし
、後工程で両者を拡散させる方法など用いることができる。
【００５４】
　次に、好ましくは厚付け金属層銅層を形成する。この厚付け金属層はスパッタ法、蒸着
法、湿式の無電解メッキ法のいずれを用いて形成しても良く、また好ましくは２つ以上の
方法を組み合わせて形成される。本発明では、ニッケル－クロム合金のスパッタ層の後に
、スパッタ法、蒸着法、無電解メッキ法の何れかで、まず０．１～３μｍ程度の銅層を形
成した後に、電気メッキ法にてさらに銅層の厚さを稼ぐ方法を好ましく用いることができ
る。該厚付け金属層の金属としては、銀、銅、金、白金、ロジウム、ニッケル、アルミニ
ウム、鉄、亜鉛、錫、黄銅、白銅、青銅、モネル、錫鉛系半田、錫銅系半田、錫銀系半田
、等が用いられるが銅を用いるのが性能と経済性のバランスにおいて好ましい実施態様で
ある。
　本発明の厚付け金属層として好ましく用いられる銅層の形成としては、電気メッキを用
いることができる。電気メッキ法としては、ピロリン酸銅メッキ、あるいは硫酸銅メッキ
を好ましく用いることができる。
【００５５】
　本発明においては、上記方法で得られたポリイミドフィルムと金属との複合体を、さら
に２００～３５０℃で熱処理することが大きな特徴である。２２０～３３０℃が好ましく
、２４０～３１０℃がより好ましい。該熱処理により基材フィルムの有している歪み（ゆ
がみ）や金属化ポリイミドフィルムの製造過程で生ずる歪みが緩和され、本発明の効果を
より効果的に発現することができ、前記した半導体パッケージの耐久性や信頼性を向上す
ることができる。２００℃未満では歪みを緩和する効果が小さくなり、逆に３５０℃を超
えた場合は、基材のポリイミドフィルムの劣化が起こるので好ましくない。
　このようにして得られた本発明の金属化ポリイミドフィルムは、通常の方法によって、
銅層側にフォトレジストを塗布し乾燥後、露光、現像、エッチング、フォトレジスト剥離
の工程により、配線回路パターンを形成し、さらに必要に応じてソルダーレジスト塗布、
硬化および無電解スズメッキを行い、回路基板が得られる。また必要に応じて複数層を重
ね、ビアホール、ないしスルホールにより層間接続を行い、積層して、多層基板とするこ
とが出来る。
【実施例】
【００５６】
　以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定され
るものではない。なお実施例注の数値は以下の方法で測定した。
１．ポリアミド酸の還元粘度（ηｓｐ／Ｃ）
　ポリマー濃度が０．２ｇ／ｄｌとなるようにＮ－メチル－２－ピロリドンに溶解した溶
液をウベローデ型の粘度管により３０℃で測定した。
【００５７】
２．フィルム、銅箔の厚さ
　フイルムおよび銅箔の厚さは、マイクロメーター（ファインリューフ社製、ミリトロン
（Ｒ）１２４５Ｄ）を用いて測定した。
【００５８】
３．フィルムの引張弾性率、引張破断強度および引張破断伸度
　乾燥後のフィルムを長手方向（ＭＤ方向）および幅方向（ＴＤ方向）にそれぞれ長さ１
００ｍｍ、幅１０ｍｍの短冊状に切り出して試験片とし、引張試験機（島津製作所製オー
トグラフ（Ｒ）機種名ＡＧ－５０００Ａ）を用い、引張速度５０ｍｍ／分、チャック間距
離４０ｍｍで測定し、引張弾性率、引張破断強度および引張破断伸度を求めた。
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【００５９】
４．フィルムの線膨張係数（ＣＴＥ）
　下記条件で伸縮率を測定し、３０～３００℃までを１５℃間隔で分割し、各分割範囲の
伸縮率／温度の平均値より求めた。
　　装置名　　　　；　ＭＡＣサイエンス社製ＴＭＡ４０００Ｓ
　　試料長さ　　　；　２０ｍｍ
　　試料幅　　　　；　２ｍｍ
　　昇温開始温度　；　２５℃
　　昇温終了温度　；　４００℃
　　昇温速度　　　；　５℃／ｍｉｎ
　　雰囲気　　　　；　アルゴン
【００６０】
５．フィルムの融点、ガラス転位温度
　試料を下記条件でＤＳＣ測定し、融点（融解ピーク温度Ｔｐｍ）とガラス転移点（Ｔｍ
ｇ）をＪＩＳ　Ｋ　７１２１に準拠して下記測定条件で求めた。
装置名　　　　；　ＭＡＣサイエンス社製ＤＳＣ３１００Ｓ
パン　　　　　；　アルミパン（非気密型）
試料質量　　　；　４ｍｇ
昇温開始温度　；　３０℃
昇温速度　　　；　２０℃／ｍｉｎ
雰囲気　　　　；　アルゴン
【００６１】
６．フィルムの熱分解温度
　熱分解温度は、充分に乾燥した試料を下記条件でＴＧＡ測定（熱天秤測定）して、５％
質量減をもって規定した。
　　装置名　　　　；　ＭＡＣサイエンス社製ＴＧ－ＤＴＡ２０００Ｓ
　　パン　　　　　；　アルミパン（非気密型）
　　試料質量　　　；　１０ｍｇ
　　昇温開始温度　；　３０℃
　　昇温速度　　　；　２０℃／ｍｉｎ
　　雰囲気　　　　；　アルゴン
【００６２】
７．フィルムの引裂き伝搬抵抗
　ＪＩＳ　Ｋ　７１２８に準拠するトラウザー引裂き法により測定した。
【００６３】
８．ネガ、および回路の線間、線幅
　測長機付きの実体顕微鏡にて、各３０本の線幅と線間隔を測定し、平均値を求めた。
【００６４】
９．基板の反り（そり）
　得られた回路基板を定盤上に置き、四隅の定盤からの距離（ｈ１、ｈ２、ｈ３、ｈ４：
単位ｍｍ）の平均値を次式で算出し「反り」とした。
　　　反り（ｍｍ）＝（ｈ１＋ｈ２＋ｈ３＋ｈ４）／４
【００６５】
１０．断面観察　得られた回路基板をエポキシ樹脂にて包埋し、断面を切り取り研磨した
後、測長機付きの実体顕微鏡にて拡大観察し、層間厚さをｎ＝１０測定し、その層間厚さ
の平均値と標準偏差を算出し評価した。
【００６６】
[参考例１]
　（無機粒子の予備分散）
　アモルファスシリカの球状粒子シーホスター（Ｒ）ＫＥ－１０（日本触媒株式会社製）
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を１．２２質量部、Ｎ－メチル－２－ピロリドン４２０質量部を、容器の接液部、および
輸液用配管はオーステナイト系ステンレス鋼ＳＵＳ３１６Ｌである容器に入れホモジナイ
ザーＴ－２５ベイシック（ＩＫＡ　Ｌａｂｏｒ　ｔｅｃｈｎｉｋ社製）にて、回転数１０
００回転／分で１分間攪拌し予備分散液を得た。予備分散液中の平均粒子径は０．３８μ
ｍ、標準偏差０．０３２μｍ、ＣＶ値８．４％、であり、球形度０．９８であった。
（ポリアミド酸溶液の調製）
　窒素導入管、温度計、攪拌棒を備えた容器の接液部、および輸液用配管はオーステナイ
ト系ステンレス鋼ＳＵＳ３１６Ｌである反応容器内を窒素置換した後、２２３質量部の５
－アミノ－２－（ｐ－アミノフェニル）ベンゾオキサゾール（ＤＡＭＢＯ）を入れた。次
いで、４０００質量部のＮ－メチル－２－ピロリドンを加えて完全に溶解させてから、先
に得た予備分散液を４２０質量部と２１７質量部のピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）
を加えて、２５℃にて４８時間攪拌すると、褐色の粘調なポリアミド酸溶液Ａが得られた
。この還元粘度（ηｓｐ／Ｃ）は５．５ｄｌ／ｇであった。
【００６７】
[参考例２]
　（無機粒子の予備分散）
　アモルファスシリカの球状粒子シーホスター（Ｒ）ＫＥ－Ｐ１０（日本触媒株式会社製
）を３．７質量部、Ｎ－メチル－２－ピロリドン４２０質量部を容器の接液部、および輸
液用配管はオーステナイト系ステンレス鋼ＳＵＳ３１６Ｌである容器に入れホモジナイザ
ーＴ－２５ベイシック（ＩＫＡ　Ｌａｂｏｒ　ｔｅｃｈｎｉｋ社製）にて、回転数１００
０回転／分で１分間攪拌し予備分散液を得た。
　（ポリアミド酸溶液の調製）
　窒素導入管、温度計、攪拌棒を備えた容器の接液部、および輸液用配管はオーステナイ
ト系ステンレス鋼ＳＵＳ３１６Ｌである反応容器内を窒素置換した後、１０８質量部のフ
ェニレンジアミン（ＰＤＡ）を入れた。次いで、３６００質量部のＮ－メチル－２－ピロ
リドンを加えて完全に溶解させてから、先に得た予備分散液を４２０質量部と２９２．５
質量部のジフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）を加えて、２５℃にて１２時
間攪拌すると、褐色の粘調なポリアミド酸溶液Ｂが得られた。この還元粘度（ηｓｐ／Ｃ
）は４．５ｄｌ／ｇであった。
【００６８】
[参考例３]
（無機粒子の予備分散）
　アモルファスシリカの球状粒子シーホスター（Ｒ）ＫＥ－Ｐ１０（日本触媒株式会社製
）を７．６質量部、Ｎ－メチル－２－ピロリドン３９０質量部を容器の接液部、および輸
液用配管はオーステナイト系ステンレス鋼ＳＵＳ３１６Ｌである容器に入れホモジナイザ
ーＴ－２５ベイシック（ＩＫＡ　Ｌａｂｏｒ　ｔｅｃｈｎｉｋ社製）にて、回転数１００
０回転／分で１分間攪拌し予備分散液を得た。
　（ポリアミド酸溶液の調製）
　窒素導入管、温度計、攪拌棒を備えた容器の接液部、および輸液用配管はオーステナイ
ト系ステンレス鋼ＳＵＳ３１６Ｌである反応容器内を窒素置換した後、２００質量部のジ
アミノジフェニルエーテル（ＤＰＤＰＥ）を入れた。次いで、３８００質量部のＮ－メチ
ル－２－ピロリドンを加えて完全に溶解させてから、先に得た予備分散液を３９０質量部
と２１７質量部のピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）を加えて、２５℃にて５時間攪拌
すると、褐色の粘調なポリアミド酸溶液Ｃが得られた。この還元粘度（ηｓｐ／Ｃ）は３
．７ｄｌ／ｇであった。
【００６９】
[参考例４]
　参考例２で得られたポリアミド酸溶液と参考例３で得られたポリアミド酸溶液を５０／
５０（質量比）にて混合しポリアミド酸溶液Ｄとした。
[参考例５]
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　１００質量部のＮーメチルー２ーピロリドン（ＮＭＰ）に１質量部のアモルファスシリ
カの球状粒子シーホスターＫＥ－Ｐ１０（日本触媒株式会社製）を超音波分散器で２０時
間分散させたスラリーを用意する。次いで、窒素導入管、温度計、攪拌棒を備えた容器の
接液部、および輸液用配管はオーステナイト系ステンレス鋼ＳＵＳ３１６Ｌである反応容
器に上記シリカスラリーを仕込み、ＮＭＰ１１９５質量部、芳香族ジアミン成分として１
２２質量部の２－クロルパラフェニレンジアミン（ＰＤＡ）と、３７質量部の４、４'－
ジアミノジフェニルエ－テル（ＤＰＤＰＥ）とを溶解させ、これに２３６質量部の２－ク
ロルテレフタル酸クロリド（ＴＰＡ）を添加し、２時間撹拌して重合を完了した。さらに
水酸化リチウムで発生塩化水素の９７モル％を中和し、ついでジエタノ－ルアミン４４５
質量部、トリエタノ－ルアミン１４９０質量部を添加してポリマ濃度１０質量％の製膜用
溶液Ｅを得た。
【００７０】
[フィルムの製造例]
　参考例により得られたポリアミド酸溶液Ａを送液し、ポリエチレンテレフタレート製フ
ィルムの支持体上にコーティングし（スキージ／ベルト間のギャップは、１５０μｍ）、
１１０℃にて３０分間乾燥した。乾燥後に自己支持性となったポリアミド酸フィルムを支
持体から剥離して、厚さ１５．６μｍのポリアミド酸フィルム（グリーンフィルム）を得
た。
　得られたグリーンフィルムを、連続式の熱処理炉に通し、第１段が２００℃で３分、昇
温速度４℃／秒で昇温して第２段として４８０℃で５分の条件で２段階の加熱を施して、
イミド化反応を進行させた。その後、５分間で室温にまで冷却することで、褐色を呈する
、幅６００ｍｍのポリイミドフィルム（Ｉ）を得、両端部（耳部）をスリットし、中央部
のみの幅５２４ｍｍ、長さ約２００ｍのフィルムを製品とした。得られたポリイミドフィ
ルムの特性を表１に示す。以下同様にポリアミド酸溶液と塗布厚を変えて操作を行い表１
に示す各フィルム１～５、７、８を得た。
　また、製膜用溶液Ｅを使用して金属ベルト上に流延し、流延されたフィルムを１６０℃
の熱風で２分間加熱して溶媒を蒸発させ、自己保持性を得たフィルムをベルトから連続的
に剥離した。次に５０℃水槽内へフィルムを導入して残存溶媒と中和で生じた無機塩の水
抽出を行った。なおこの浴中で縦方向（ＭＤ方向）に１．２倍延伸し、つぎにテンタ－に
導入し２８０℃で６０秒間、水分の乾燥と熱処理を行った。この間にフィルムの幅方向（
ＴＤ方向）に１．３倍延伸し、２０℃／秒の速度で徐冷し、同じく表１に於けるフィルム
６（アラミドフィルム）を得た。
【００７１】
[フィルム参考例１～５、実施例１、比較例１～２]
　（金属化ポリイミドフィルムの製造）
　製造例において得られたポリイミドフィルムを巻き出し装置、巻き取り装置、プラズマ
処理装置を備えた真空装置内にセットし、次いでフィルム表面のプラズマ処理を行った。
プラズマ処理条件はキセノンガス中で、周波数１３．５６ＭＨｚ、出力１００Ｗ、ガス圧
０．８Ｐａの条件であり、処理時の温度は２５℃、プラズマ雰囲気での滞留時間約３０秒
であった。次いで、プラズマ処理後のフィルムを、同じく巻き出し装置装置、巻き取り装
置、スパッタリングエリアを有する真空装置内にセットし、周波数１３．５６ＭＨｚ、出
力４００Ｗ、ガス圧０．８Ｐａの条件、ニッケル－クロム（クロム７％）ターゲットを用
い、キセノン雰囲気下にてＲＦスパッタ法により、１５０Åのニッケル－クロム合金被膜
を形成した。次いで、銅ターゲットを用いてスパッタリングにより厚さ３０００オングス
トローム銅薄膜を形成させた。
　得られた金属化フィルムを連続式の電気メッキ槽により、硫酸銅めっき浴をもちいて、
厚さ４μｍの厚付け銅メッキ層を形成し、金属化高分子フィルムを得た。
【００７２】
　（評価パターンの形成）
　得られた金属化高分子フィルムを、幅１７５ｍｍにスリットし、ロールトゥロール方式
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の加工ラインにおいて、線幅／線間＝７／７μｍの片面細線加工を行った。具体的にはフ
ォトレジスト：ＦＲ－２００、シプレー社製を塗布・乾燥後にガラスフォトマスクで密着
露光し、さらに１．２％ＫＯＨ水溶液にて現像した。次に、ＨＣｌと過酸化水素を含む塩
化第二銅のエッチングラインで、４０℃、２ｋｇｆ／ｃｍ2のスプレー圧でエッチングし
、エッチング後にレジスト剥離を行った。得られた片面回路パターンの線幅線間を測長し
、回路品質を評価した結果を表２に示す。
【００７３】
[フィルム参考例６]
　フィルム６（アラミドフィルム）（厚さ６μｍ）を用い、以下同様にフィルム参考例１
と同様に操作し金属化フィルム、および評価パターンを得た。パターンの評価結果を表２
に示す。
【００７４】
[フィルム参考例６～１０、実施例２、比較例３～４]
　導体の総厚さを２．５μｍ、評価に用いるパターンを線間／線幅４．０／４．０μｍと
した以外はフィルム参考例１と同様に操作し、片面微細線加工フィルムを得た。同様に評
価した結果を表２に示す。さらに基材フィルムを代えて同様に片面微細加工フィルムを得
た。評価結果を表３に示す。
【００７５】
フィルム参考例１１～１５、実施例３、比較例５～６
　製造例において得られた高分子フィルム、並びに東レ社製芳香族ポリアミドフィルム「
ミクトロン（Ｒ）」を用い、フィルム参考例１と同様のプラズマ処理を、フィルムの表裏
に行った。次いで、プラズマ処理後のフィルムを、同じく巻き出し装置装置、巻き取り装
置、スパッタリングエリアを有する真空装置内にセットし、周波数１３．５６ＭＨｚ、出
力４００Ｗ、ガス圧０．８Ｐａの条件、ニッケル－クロム（クロム７％）ターゲットを用
い、キセノン雰囲気下にてＲＦスパッタ法により、１５０Åのニッケル－クロム合金被膜
を形成した。次いで、銅ターゲットを用いてスパッタリングにより厚さ３０００オングス
トローム銅薄膜を形成させた。さらにフィルムを裏返しにセットし、裏面にも同様の処理
を行い表裏とも金属化された高分子フィルムを得た。
　得られた両面金属化フィルムを２００ｍｍ×２００ｍｍのサイズに裁断し、ＹＡＧレー
ザーにより所定の場所にスルホールを空け、次いで、通常の塩化銀／塩化パラジウム触媒
付与の後活性化を経て、湿式無電解銅メッキによりスルホール部および金属化表面に無電
解銅めっき被膜を形成し、次いでプラスチック製の枠に固定した状態で硫酸銅メッキによ
り導体層厚さが４．５μｍになるまでパネルメッキを行った。
【００７６】
　（評価パターンの形成）
　得られたパネルメッキ後のフィルムにて線幅／線間＝７／７μｍの両面細線加工を行っ
た。具体的には枚葉式である以外は実施例１と同様に、フォトレジスト：ＦＲ－２００、
シプレー社製を塗布・乾燥後にガラスフォトマスクで密着露光し、さらに１．２％ＫＯＨ
水溶液にて現像した。次に、ＨＣｌと過酸化水素を含む塩化第二銅のエッチングラインで
、４０℃、２ｋｇｆ／ｃｍ2のスプレー圧でエッチングし、エッチング後にレジスト剥離
を行った。得られた両面回路パターンの線幅線間を測長し、回路品質を評価した結果を表
４に示す。
　以上の、実施例においては、ネガよりやや細目の寸法にて、バラツキ少なく線幅線間の
加工が行われているが、特に弾性率の低いフィルムを用いた比較例においては線幅の変動
が大きく、設計寸法であるネガパターンに比較すると、かなり細っていることがわかる。
これはレジストの現像時やエッチング時に基材フィルムが薬液のスプレー圧により変動し
、レジストパターンの寸法再現性が低下し、さらにエッチング時に記事阿フィルムが波打
つためにエッチング液の溜まりが生じてエッチング速度の不均一性などが生じているため
であると推察される。
【００７７】
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[フィルム参考例１６～２０、実施例３、比較例７～８]
　フィルム参考例１１において得られた両面細線加工フィルムの両面に、実施例７におい
て得られた片面回路加工フィルムをエポキシ系接着剤により、回路加工面が外側になるよ
うに重ね、熱板温度１５０℃、圧力８０ｋｇｆ／ｃｍ２にて３分間プレスを行い、次いで
１２０℃６０分間アフターキュアを行い、まず４層の多層化を行った。さらに同様に実施
例１において得られた片面微細加工フィルムを両面に貼り付け、順次繰り返し、最後に所
定の大きさに打ち抜き、縦横５０ｍｍ、全１０層の導体層を有する微細多層配線板を試作
した。
　得られた微細多層配線板の外観評価と断面観察による層間品質を観察した。結果を表５
に示す。
　以下、フィルム参考例１２から比較例６にて得られた両面微細加工フィルムに、使用し
た基材フィルムと同じフィルムを用いて行われた導体厚さ２．５μｍの片面微細加工フィ
ルム（実施例８など）となるように組み合わせて、各々１０層の微細多層配線板を得た。
同様に評価結果を表５に示す。
　実施例においては層間絶縁層の厚さのバラツキが小さく、また、基材フィルムの変形も
少ないため、積層時のプレス圧がバランスよく加わっていることが伺われる。結果として
反りの小さい外観上良好な多層基板を実現している。比較例においては、絶縁層圧のバラ
ツキが大きく、基材フィルムの変形（ウネリ）も観察される。結果として、外観上の反り
や歪みが生じている事が分かる。
【００７８】
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【表１】
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【００７９】
【表２】
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【表３】
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【００８１】
【表４】
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【表５】
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【産業上の利用可能性】
【００８３】
　以上述べてきたように、本発明のプリント配線板は線幅、線間の再現性に優れ、また多
層化した際にも均質な積層加工が行われるため、反り、変形の小さい、特に高密度な微細
配線が要求されるディスプレイドライバー、高速の演算装置、グラフィックコントローラ
、高容量のメモリー素子、等を搭載する基板として有用である。また絶縁層間の精度が高
いため、配線の特性インピーダンスコントロールが可能であり、１０ＧＨｚを越える高周
波領域で用いられる回路素子の実装に有用に共する事ができる。
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