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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材フィルムの片面に粘着剤層を有する粘着シート（ａ）の該粘着剤層側に被着体（ｂ
）を貼り付け、該被着体を加熱プレス加工する被着体（ｂ）の加工方法であって、
　前記粘着シートは、厚さ２５～１００μｍのポリエチレンテレフタレート、ポリブチレ
ンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリイミド、ポリアミド、ポリアミドイ
ミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルスルホン、液晶ポリマー、ポリフェニレンサル
ファイド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリオレフィン、ポリカーボネート、トリアセ
チルセルロース、セロハンから選択される基材フィルムの片面に厚さ２～８０μｍの粘着
剤層を有するものであり、
　前記被着体は、２５μｍ以下の樹脂フィルム、金属箔、セラミックシートから選択され
るものであり、
　予め、前記粘着シート（ａ）と前記被着体（ｂ）の熱収縮量を測定し、ＭＤ方向、ＴＤ
方向それぞれの粘着シート（ａ）の熱収縮量Ａと被着体（ｂ）の熱収縮量Ｂの関係（熱収
縮量Ａ／熱収縮量Ｂ）が１以上２以下を満たす、粘着シート（ａ）と被着体被着体（ｂ）
とを組合せ加熱プレス加工するものであり、
前記熱収縮量は、前記粘着シート（ａ）と前記被着体（ｂ）とを各々昇温速度１０℃／ｍ
ｉｎで３０℃から１７０℃まで加熱後、定荷重４ｇｆ、降温速度１０℃／ｍｉｎで１７０
℃から３０℃まで冷却したときの熱収縮量であることを特徴とする被着体の加工方法。
【請求項２】
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　前記被着体（ｂ）が、少なくともポリイミド樹脂を含む合成樹脂フィルムであることを
特徴とする請求項１に記載の被着体の加工方法。
【請求項３】
　前記被着体（ｂ）が、合成樹脂フィルムと金属箔との積層体であり、前記該粘着シート
（ａ）を該合成樹脂フィルム側に貼り付けることを特徴とする請求項１に記載の被着体の
加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、合成樹脂フィルム等からなる被着体の少なくとも片面に粘着シートを貼り付
け、加熱プレス等の加工後、粘着シートを剥離することにより被着体を加工する方法、及
び該加工方法に用いられる粘着シートに関するものである。
【０００２】
　従来から合成樹脂フィルムの表面に印刷やメッキ等の手段により様々なパターンを形成
することが行われている。また、合成樹脂フィルムは柔軟性や絶縁性を有することから、
ポリイミドやポリアミド、ポリアミドイミド又は液晶ポリマー等の耐熱性を有する合成樹
脂フィルムの表面に所望により接着剤層を介して銅、銀、金等の金属箔を積層した積層フ
ィルムの金属箔面に回路パターンを形成させたフレキシブルプリント基板も製造されてい
る。
【０００３】
　このフレキシブルプリント基板は、携帯電話やノートパソコン、デジタルカメラ等に使
用されており、これらの機器の小型化、軽量化、高性能化に伴い、フレキシブルプリント
基板も薄型化、高密度化が要求されている。このためフレキシブルプリント基板の製造に
は厚さ５０μｍ以下の積層フィルムが用いられているため、回路パターンの製造工程（露
光、エッチング、レジスト剥離工程等）で積層フィルムにシワや折れが発生するという問
題があった。また、フレキシブルプリント基板の製造工程には前記したように主に搬送工
程による問題点と、回路パターン形成時やカバーレイフィルム積層時の加熱工程による補
強用フィルムの寸法変化やカールが発生するという問題があった。これらの問題を解決す
るために、（１）積層フィルムの金属箔面とは反対側の面に合成樹脂フィルムの片面にジ
イソシアネートの環状重合体からなる少なくとも３個のイソシアネート基を有する硬化剤
と、活性水素含有基を有する粘着性ポリマーとの反応物からなる剥離・除去可能な粘着層
を有する補強用フィルムを予め貼りつけることにより積層フィルムの取り扱い性、剛性を
向上させること、及び加熱工程による寸法変化やカール発生防止のためにはＪＩＳ　Ｃ－
２３１８にて定義される加熱収縮率が０．５％以下である合成樹脂フィルムを用いること
が提案されている（特許文献１参照）。
【０００４】
　また、フレキシブルプリント基板の製造工程における加熱処理には、前記加熱処理の他
に、加熱プレス処理を行う場合もある。加熱プレス処理する工程としては、例えば、カバ
ーレイフィルムの押圧積層工程が挙げられる。
　この加熱プレス処理は、補強用フィルムを付けたまま、例えば１６０℃、押圧力５０ｋ
ｇｆ／ｃｍ２で４５分間の処理後、補強用フィルムを剥離するが、処理により粘着力が増
加し被着体と補強用フィルムとの剥離性が低下することにより剥離の際に回路パターンを
破損する原因となったり、加熱プレス処理後、補強用フィルムを貼り付けた状態で反り返
る（所謂、カール）等の問題があった。
【０００５】
　このような問題に対し、（２）１５０℃３０分の条件における加熱収縮率が、長さ方向
、幅方向ともに０．５％以下であるフィルム基材の片面又は両面に樹脂層貼着用粘着剤層
を有する保護フィルム（特許文献２参照）、（３）ポリエステルとポリイミドを含有し、
かつ５０℃から１７０℃まで昇温し、さらに５０℃まで降温させたときの熱収縮率が０．
２５％以下であり、１５０℃から５０℃降温部の熱膨張係数が１３×１０－６／℃以上５
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０×１０－６／℃以下であるフレキシブルプリント回路基板の加工時に用いられる補強用
ポリエステルフィルム（特許文献３参照）、（４）不活性粒子を５～６０重量％含有する
ポリエステルからなる二軸配向ポリエステルフィルムであって、該フィルムを１５０℃、
３０分熱処理したときの熱収縮率が－０．５～０．５％以下であり、かつ５０℃から１７
０℃まで昇温し、さらに５０℃まで降温させたときの熱収縮率が０．２５％以下であり、
１５０℃から５０℃降温部の熱膨張係数が１０×１０－６／℃以上５０×１０－６／℃以
下である二軸配向ポリエステルフィルム（特許文献４参照）が提案されている。
【０００６】
　しかしながら、前記（２）のものは、前記（１）のものと実質的に変わりがないため、
加熱プレス後のカールを抑制するのが困難であり、また前記（３）及び（４）のものは、
被着体によりカールやシワが発生する場合があり、いまだ満足できるものではなかった。
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１０６９９８号公報
【特許文献２】特開２００３－１７８２２号公報
【特許文献３】特開２００３－１０１１６６号公報
【特許文献４】特開２００４－３５７２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、合成樹脂フィルム等からなる被着体を加工する際に、加工性、搬送性等を向
上させるためにシートに貼付け、加工等が終了し、不要となった場合には容易に剥離でき
、しかも加熱プレス処理加工を施してもカールやシワの発生しない被着体の加工方法を提
供することを目的とする。
　また、本発明は、上記の被着体を加工するための粘着シートを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者等は、上記の課題を解決するために鋭意検討した結果、被着体の加熱した後の
冷却工程での熱収縮量に対し、加熱後、冷却工程での熱収縮量が特定の粘着シートを用い
て被着体を加工すると、熱プレス処理加工を行ってもカールやシワの発生がなく、加工精
度の高い被着体が得られ、しかも不良品の発生を抑制することができることを見出し、本
発明を完成するに至った。
【００１０】
　即ち、本発明は以下の被着体の加工方法及びこれに用いる粘着シートを提供するもので
ある。
【００１１】
　[１] 基材フィルムの片面に粘着剤層を有する粘着シート（ａ）の該粘着剤層側に被着
体（ｂ）を貼り付け、該被着体を加熱プレス加工する被着体（ｂ）の加工方法であって、
　前記粘着シートは、厚さ２５～１００μｍのポリエチレンテレフタレート、ポリブチレ
ンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリイミド、ポリアミド、ポリアミドイ
ミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルスルホン、液晶ポリマー、ポリフェニレンサル
ファイド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリオレフィン、ポリカーボネート、トリアセ
チルセルロース、セロハンから選択される基材フィルムの片面に厚さ２～８０μｍの粘着
剤層を有するものであり、
　前記被着体は、２５μｍ以下の樹脂フィルム、金属箔、セラミックシートから選択され
るものであり、
　予め、前記粘着シート（ａ）と前記被着体（ｂ）の熱収縮量を測定し、ＭＤ方向、ＴＤ
方向それぞれの粘着シート（ａ）の熱収縮量Ａと被着体（ｂ）の熱収縮量Ｂの関係（熱収
縮量Ａ／熱収縮量Ｂ）が１以上２以下を満たす、粘着シート（ａ）と被着体被着体（ｂ）
とを組合せ加熱プレス加工するものであり、
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前記熱収縮量は、前記粘着シート（ａ）と前記被着体（ｂ）とを各々昇温速度１０℃／ｍ
ｉｎで３０℃から１７０℃まで加熱後、定荷重４ｇｆ、降温速度１０℃／ｍｉｎで１７０
℃から３０℃まで冷却したときの熱収縮量であることを特徴とする被着体の加工方法。
　[２] 前記被着体（ｂ）が、少なくともポリイミド樹脂を含む合成樹脂フィルムである
ことを特徴とする前記[１]に記載の被着体の加工方法。
　[３]前記被着体（ｂ）が、合成樹脂フィルムと金属箔との積層体であり、前記粘着シー
ト（ａ）を該合成樹脂フィルム側に貼り付けることを特徴とする前記[１]に記載の被着体
の加工方法。
　なお、本発明の冷却工程での熱収縮量とは、微少定荷重伸び測定装置（インテスコ社製
）を用い、測定開始温度３０℃、昇温速度１０℃／ｍｉｎで１７０℃まで加熱後、降温速
度１０℃／ｍｉｎ、３０℃まで冷却という測定条件で測定した被測定体の各温度での伸縮
率において、冷却工程での変移量（％）を示す。また、この測定は、ＭＤ方向、ＴＤ方向
の両方を測定するものとする。

【発明の効果】
【００１２】
　本発明の被着体の加工方法により被着体を加工すると、被着体の加工工程で加熱プレス
処理を行なった場合でも、カールやシワの発生を抑制できる。このことにより、例えば、
この方法によりフレキシブルプリント基板を製造すると、回路パターンにシワや断絶等の
悪影響を与えることがないため、高精細な回路パターンの形成でき、しかもカールの修正
に人手や機械を導入することがないため、作業効率が向上する。また、被着体の加工時に
おいて、回路パターンへの悪影響を低減できるため歩留り性を向上することができる。
　さらには、本発明の粘着シートは、被着体に応じて設計できるため、確実に加熱プレス
工程後のカールやシワの発生を抑制できるのと共に、必要最低限のスペックで粘着シート
を製造できるので、作業効率及び加工精度の向上及び加工コスト面で有利である。
　このように、本発明は、特にフレキシブルプリント基板の製造に極めて有用な被着体の
加工方法、及びそのための粘着シートを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の被着体の加工方法及びこれに用いる粘着シートを実施するための最良の
形態について具体的に説明するが、本発明は以下の形態に限定されるものではない。
【００１４】
[１]被着体
　本発明おいて被着体は、そのものだけではハンドリング性、コシ等の問題で加工が難し
いものである。このようなものとしては、例えば２５μｍ以下の樹脂フィルムや金属箔、
セラミックシート等が挙げられ、特に、フレキシブルプリント配線板製造用に用いられる
合成樹脂フィルム上に導電性を有する層、例えば、銅箔やアルミニウム箔等の金属箔やニ
ッケル、金、白金等のメッキ層を設けた金属張積層板等が挙げられる。
　この金属張積層板を構成する合成樹脂フィルムとしては、例えば、ポリイミド、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、液晶ポリマー、アラミド等の合成樹
脂フィルムが挙げられる。これらのものは、通常厚さが５０μｍ以下のものが用いられる
が、近時、薄型、高精細化により２５μｍ以下のものが用いられるようになっている。
　また、前記合成樹脂フィルム上に設けられる導電性を有する層の厚さは、１８μｍ以下
、近時は９μｍ以下のものが用いられるようになってきている。
　更に、合成樹脂フィルムと導電性を有する層とは、接着剤層を介して積層していても良
い。
　本発明においては、このような厚さの薄い被着体の加工において特に効果を発揮する。
【００１５】
[２]粘着シート
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　本発明の粘着シートは、基材フィルムの片面に粘着剤層を有し、しかもこの粘着シート
の冷却工程での熱収縮量Ａが前記被着体の該被着体の冷却工程での熱収縮量Ｂ以上である
ものである。冷却工程での熱収縮量Ａ／冷却工程での熱収縮量Ｂの値は１以上であり、特
に上限はないが、冷却工程での熱収縮量Ａが冷却工程での熱収縮量Ｂ未満であると、被着
体に粘着シートを貼付けた積層体の加工時、熱プレス処理を行なうと積層体にカールやシ
ワが発生し、その結果、被着体表面に施した印刷や表面に形成したパターンが途切れたり
、精度が低下するので好ましくない。熱プレス処理後の積層体のカール及びシワ抑制性の
面から、特に好ましい粘着シートと被着体との冷却工程での熱収縮量の関係は下記式を満
足するものである。
【００１６】
【数１】

【００１７】
　本発明では、この被着体の冷却工程での熱収縮量Ｂを測定し、その結果に基づき、後述
する粘着シートを構成する基材や粘着剤層の物性や粘着シートの製造条件等から粘着シー
トの冷却工程での熱収縮量ＡをＡ≧Ｂとなるように調整するものである。
【００１８】
　本発明の粘着シートは、前記熱収縮量を満足するものを被着体に対して適宜選択するも
のである。粘着シートを構成する基材フィルムとしては、例えば、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリイミド、ポリア
ミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルスルホン、液晶ポリマー、
ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリオレフィン、ポリカー
ボネート、トリアセチルセルロース、セロハン等が挙げられる。これらの基材フィルムは
、フィルム成膜時の延伸条件やフィルム中のフィラー含有量、熱可塑性樹脂を配合するな
どの方法により粘着シートの冷却工程での熱収縮量を調整することができる。このような
方法の具体例としては、基材フィルムがポリエステル樹脂からなる場合、ポリエステルの
酸成分にテレフタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、２，７－ナフタレンジカルボ
ン酸、１，５―ナフタレンジカルボン酸等を用い重合、或いは共重合させた重合体や共重
合体を用いる方法や、このような重合体や共重合体と他のポリエステル樹脂とをブレンド
して用いる方法などが挙げられる。
　中でも、被着体が前記金属張積層板、特に導電性を有する層が銅箔、合成樹脂フィルム
がポリイミドフィルムである２層ＣＣＬの場合、ポリエチレンナフタレートが、フレキシ
ブルプリント配線基板とした時にパターン精度と生産性を向上させることができるので好
ましい。
　基材フィルムの厚さは、被着体により適宜選択すれば良いが、例えば、被着体が厚さ４
３μｍの２層ＣＣＬ（銅箔の厚さが１８μｍ、ポリイミドフィルムの厚さが２５μｍ）の
場合、２５～１００μｍ程度が好ましい。
【００１９】
　次に、粘着シートを構成する粘着剤層は、被着体に貼付け、加工後、不要となった場合
に、容易に剥離可能な再剥離性を有するもの、例えば加熱により膨張する熱膨張性微小球
やガス発生剤を含有する熱剥離性粘着剤層や紫外線照射により粘着力が低下する粘着剤層
、貼付け時と剥離時の粘着力を調整することにより、被着体から剥離するために加熱工程
や紫外線照射工程を不用とした再剥離性粘着剤層等が挙げられる。再剥離性を有するもの
であれば、特に制限はないが、例えば、被着体が前記金属張積層板の場合、粘着シートを
剥離後、剥離箇所に補強板やカバーレイフィルムを貼り付ける場合があるので、好ましく
は、被着体に糊残り等、粘着シート由来の成分を残留させないものが好ましい。
　粘着剤層の厚さは、２～８０μｍの範囲が好ましい。８０μｍを超えると、粘着層中に
含まれる残留溶剤の配合割合が多くなるため、加熱により発泡し表面の平滑性を低下させ
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たり、耐熱性及び機械的特性が低下する原因となり、このため生産性の低下、生産コスト
の上昇の面で好ましくないし、２μｍ未満では、被着体の表面、特に粗面に対する密着性
が低下するので好ましくない。粘着シートの耐熱性、機械的特性及び加工時の生産性の面
から好ましい粘着剤層の厚さは２μｍ～５０μｍの範囲である。
【００２０】
　本発明の被着体の加工方法について説明する。
　本発明では、加工する被着体の冷却工程での熱収縮量Ｂを測定し、この熱収縮量Ｂ以上
の冷却工程での熱収縮量を有する粘着シートを被着体に貼付け、積層体とした後、この積
層体を加工するものである。
　例えば、被着体として前記金属張積層板を用いてフレキシブルプリント配線基板を製造
する場合、その加工工程中、カバーレイフィルムを積層したり、銅箔をポリイミドフィル
ムに転写したりする場合に、熱プレス処理が行なわれる。この場合、粘着シートの冷却工
程での熱収縮量Ａが被着体の冷却工程での熱収縮量Ｂよりも小さいと、加工後の積層体に
カールやシワが発生する。例えば、銅箔転写工程でカールが発生した場合、パターン形成
工程で、パターンマスクが正確に積層できなくなったり、積層するために人手や機械を導
入しなければならず、コスト面、生産効率面から好ましくないものであった。また、銅箔
転写工程でシワが発生した場合、シワ発生部にパターンを形成するとパターン精度の低下
や、パターンに断線が発生するため、歩留り性が低下するので好ましくない。さらに、カ
バーレイフィルム積層工程でカールやシワが発生すると、カールやしわ部分の絶縁性が低
下する。この結果、製品として使用できなくなるため、歩留り、生産効率が低下するので
好ましくない。冷却工程での熱収縮量Ａ／冷却工程での熱収縮量Ｂの値は１以上であり、
特に上限はないが、コスト面、生産効率の面から特に好ましい冷却工程での熱収縮量Ａ及
びＢの関係は下記式を満足するものである。
【００２１】
【数２】

【００２２】
　また、加工工程で加熱処理がなされる場合は、加熱処理工程後のカール発生を防止する
ため、好ましくは被着体の熱収縮率ｘと粘着シートの熱収縮率ｙとができるだけ差が小さ
いもの、より好ましくは同じものを用いるのが良い。
　なお、本発明の熱収縮率（％）とは、微少定荷重伸び測定装置（インテスコ社製）を用
い、測定開始温度３０℃、昇温速度１０℃／ｍｉｎで１７０℃まで加熱後、降温速度１０
℃／ｍｉｎ、３０℃まで冷却という測定条件で測定した被測定体の測定開始温度（３０℃
）と測定終了温度（３０℃）での熱収縮率を示す。
【実施例】
【００２３】
　以下、本発明の被着体の加工方法及びこれに用いられる粘着シートにつき実施例を用い
て具体的に説明するが、本発明の被着体の加工方法及びこれに用いられる粘着シートはこ
れらの実施例によって限定されるものではない。
　なお、実施例及び比較例の粘着シート及び得られたフレキシブルプリント基板について
は、冷却工程での熱収縮量及び熱プレスにおけるカール発生防止性について評価した。こ
れらの項目については、以下の方法により評価した。
【００２４】
［冷却工程での熱収縮量（％）と熱収縮率（％）］
　インテスコ社製、微少定荷重伸び測定装置を用いて、ＴＤ、ＭＤ方向各々について測定
した。
　被測定体のサイズ：２０ｍｍ(MD)×２５０ｍｍ(TD)
　被測定体：(1)被着体（2層ＣＣＬ：製品名「エスパネックスＳＣ１２－２５－００ＡＥ
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」、新日鐵化学社製、銅箔１２μｍ、ポリイミド２５μｍ）
　　　　　　(2)粘着シート
　測定条件：測定開始温度３０℃、昇温速度１０℃／ｍｉｎで１７０℃まで加熱後、降温
速度１０℃／ｍｉｎ、３０℃まで冷却、定荷重４ｇｆ（０．０３９Ｎ）
　測定結果：
　　〔冷却工程での熱収縮量(%)〕：被測定体の各温度での伸縮率をプロットしたときに
得られるグラフの１７０℃から３０℃冷却工程での被着体の熱収縮量（Ｂ）と粘着シート
の該冷却工程での熱収縮量（Ａ）を求めた。
　　〔熱収縮率（％）〕：被測定体の測定開始温度（３０℃）と測定終了温度（３０℃）
での熱収縮率を求めた。
【００２５】
［熱プレスにおけるカール発生防止性］
　被着体として2層ＣＣＬ：製品名「エスパネックスＳＣ１２－２５－００ＡＥ」、新日
鐵化学社製、銅箔１２μｍ、ポリイミド２５μｍ）を用い、この２層ＣＣＬのポリイミド
フィルム側に粘着シートの粘着剤層を積層し、速度３００ｍｍ／分の条件で、質量２ｋｇ
のゴムローラを一往復させることにより圧着して２０分間放置し、被測定体を作製した。
この被測定体の被着体側から粘着シートを下側にして、１７０℃、押圧力４０ｋｇｆ／ｃ
ｍ２の条件で１０分間プレスし、粘着シートを下側にしたまま温度３０℃、湿度６５％Ｒ
Ｈの条件下で冷却した時の被測定体の状態を目視により次の基準で評価した。なお、被着
体及び粘着シートのサイズは（ｉ）２０ｍｍ(TD)×２００mm(MD)、（ii）２０ｍｍ(MD)×
２００mm(TD)、（iii）２５０ｍｍ(MD)×１２０ｍｍ(TD)の３パターンとし、（ｉ）はＭ
Ｄ、（ii）はＴＤを評価し、（iii）はＭＤ、ＴＤの両方を総合的に評価した。
　　○：粘着シートを下側にし、銅箔方向へのカール（浮き上がり量）が見られない。
　　△：粘着シートを下側にし、銅箔方向へのカールが１０ｍｍ未満／１隅
　　×：粘着シートを下側にし、銅箔方向へのカールが１０ｍｍ以上／１隅
【００２６】
（実施例１）
　アクリル系粘着剤（アクリル酸２－エチルヘキシル６３．７質量％、酢酸ビニル３５質
量％、及びメタクリル酸２－ヒドロキシエチル１．３質量％から構成されたアクリル酸２
－エチルヘキシル・酢酸ビニル・メタクリル酸２－ヒドロキシエチル共重合体、水酸基価
５．６mgＫＯＨ／ｇ、重量平均分子量３９万、ガラス転移温度－４２℃）１００質量部、
架橋剤（ヘキサメチレンジイソシアネートの三量体。商品名：タケネートＤ－１７０Ｎ、
三井武田ケミカル(株)製、ＮＣＯ：２０．７％）６質量部、フェノール系酸化防止剤（商
品名：ＡＯ－３３０、旭電化工業(株)製）０．２質量部、メチルエチルケトンとトルエン
との混合溶剤（混合比１：１）３００質量部を均質に攪拌・混合し、粘着剤層形成塗工液
を調整した。
【００２７】
　ついで、この粘着剤層形成塗工液を、基材となる厚さ５０μｍのアニール処理したポリ
エチレンナフタレートフィルム（ＪＩＳ　Ｃ　２３１８に基づく破断強度：１７９Ｎ／ｍ
ｍ２（ＭＤ）、２４４Ｎ／ｍｍ２（ＴＤ））の表面に、乾燥後の膜厚が７μｍになるよう
に塗布し、これを８０℃で１分間、更に表１に記載の乾燥温度で３分間加熱乾燥すること
によって粘着剤層を形成した。この粘着剤層の表面に厚さ３０μｍの延伸ポリプロピレン
（ＯＰＰ：Oriennted Polypropylene、商品名：アルファン、王子製紙（株）製）フィル
ムを剥離ライナーとして貼着し、２３℃の温度条件下で１週間養生することによって、粘
着シートを得た。このものの物性を表１に示す。
【００２８】
（実施例２）
　実施例１において、表1に記載の乾燥温度を変えた以外は全て実施例１と同様にして粘
着シートを得た。このものの物性を表１に示す。
【００２９】
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（実施例３）
　実施例２において、基材としてアニール処理をしていないポリエチレンナフタレートフ
ィルム（ＪＩＳ　Ｃ　２３１８に基づく破断強度：１７９Ｎ／ｍｍ２（ＭＤ）、２４４Ｎ
／ｍｍ２（ＴＤ））を用いた以外は全て実施例２と同様にして粘着シートを得た。このも
のの物性を表１に示す。
【００３０】
（実施例４）
　実施例２において、基材としてアニール処理をしていないポリエチレンナフタレートフ
ィルム（ＪＩＳ　Ｃ　２３１８に基づく破断強度：２８０Ｎ／ｍｍ２（ＭＤ）、２７６Ｎ
／ｍｍ２（ＴＤ））を用いた以外は全て実施例２と同様にして粘着シートを得た。このも
のの物性を表１に示す。
【００３１】
（比較例１）
　実施例１において、基材としてアニール処理をしたポリエチレンナフタレートフィルム
（ＪＩＳ　Ｃ　２３１８に基づく破断強度：２８０Ｎ／ｍｍ２（ＭＤ）、２７６Ｎ／ｍｍ
２（ＴＤ））を用いた以外は全て実施例１と同様にして粘着シートを得た。このものの物
性を表１に示す。
【００３２】
（比較例２）
　比較例１において、表１に記載の乾燥温度を変えた以外は全て比較例１と同様にして粘
着シートを得た。このものの物性を表１に示す。
【００３３】
（比較例３）
　比較例１において、基材のアニール処理条件を変え、より低熱収縮性のものを用いた以
外は全て比較例１と同様にして粘着シートを得た。このものの物性を表１に示す。
【００３４】
（比較例４）
　比較例２において、基材のアニール処理条件を変え、より低熱収縮性のものを用いた以
外は全て比較例１と同様にして粘着シートを得た。このものの物性を表１に示す。
【００３５】
【表１】

【００３６】
　表１の結果から、本発明の粘着シートは、比較例１～４のいずれのものよりも熱プレス
処理を行ってもカールやシワの発生がないものであることがわかる。これにより、本発明
の粘着シートを用いてフレキシブルプリント配線基板を製造することにより、得られる基
板は精度の高い回路パターンの形成が可能でしかも生産性に優れるものである。
　また、表１の結果から、熱収縮率（％）が低いものを用いるだけでは、熱プレス処理後
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にカールやシワの発生を防止することができないことが判る。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明の被着体の加工方法及びこれに用いる粘着シートは、加熱プレス処理加工後にカ
ールやシワの発生を抑制することができるため、カール修正のための人手や機械を必要と
せず、また、被着体にシワ等の発生を抑制できるので、被着体表面に施した加工の精度を
低下させることなく、高い品質の被着体を得ることができる。そのため本発明の被着体の
加工方法及びこれに用いる粘着シートは、フレキシブルプリント基板の製造に極めて有効
なものである。
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