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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）非ハロゲン系エポキシ樹脂、
（Ｂ）カルボキシル基含有アクリル樹脂、
（Ｃ）硬化剤、
（Ｄ）ポリリン酸のアミン塩、ならびに
（Ｅ）硬化促進剤
を含有してなるカバーレイフィルム用難燃性接着剤組成物。
【請求項２】
　前記（Ｄ）成分がポリリン酸とメラミンとの塩、ポリリン酸とピペラジンとの塩または
これらの２種以上の組み合わせである請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記ポリリン酸がピロリン酸、トリポリリン酸またはペンタポリリン酸である請求項１
または２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記ポリリン酸とメラミンとの塩がピロリン酸メラミン、トリポリリン酸メラミン、ペ
ンタポリリン酸メラミンまたはこれらの２種以上の組み合わせであり、
　前記ポリリン酸とピペラジンとの塩がピロリン酸ピペラジン、トリポリリン酸ピペラジ
ン、ペンタポリリン酸ピペラジンまたはこれらの２種以上の組み合わせである
請求項２に記載の組成物。
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【請求項５】
　前記（Ｄ）成分において、リン含有率が15～30質量％であり、窒素含有率が15～30質量
％である請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
　電気絶縁性フィルムと、該フィルム上に設けられた請求項１～５のいずれか１項に記載
の組成物からなる層とを有するカバーレイフィルム。
【請求項７】
　前記電気絶縁性フィルムが低温プラズマ処理されたものである請求項６に記載のカバー
レイフィルム。
【請求項８】
　前記電気絶縁性フィルムがポリイミドフィルムである請求項６または７に記載のカバー
レイフィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、硬化させて得られる硬化物が難燃性に優れ、かつハロゲンを含有しない接着
剤組成物、該組成物を用いた接着シート、カバーレイフィルムおよびフレキシブル銅張積
層板、ならびに該接着シートを用いた２つの基体の接着方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体封止材料、ガラスエポキシ系銅張積層板等の電子材料に使用される接着剤は、従
来、臭素を含有したエポキシ樹脂、フェノキシ樹脂等を配合することにより優れた難燃性
を示すものである。臭素等のハロゲンを含む化合物を燃焼させた場合には、ダイオキシン
系化合物等の有害ガスが発生する懸念があることから、近年、接着剤に使用される材料の
非ハロゲン化が検討されている。
【０００３】
　一方、上記ガラスエポキシ系銅張積層板に比べてより薄型であり、柔軟性を付加した材
料としてフレキシブル銅張積層板が広く使用されており、各種電子材料の薄型化、高密度
化とともに市場規模が拡大している。フレキシブル銅張積層板とは、ポリイミドフィルム
と銅箔とを接着剤を介して加熱することにより張り合わせ、その接着剤を熱硬化して得ら
れる柔軟性を有した銅張積層板である。このフレキシブル銅張積層板に使用される接着剤
についても、上述した電子材料に使用される接着剤と同様に、その材料の非ハロゲン化が
検討されている。
【０００４】
　また、フレキシブル銅張積層板の銅箔を加工して配線パターンを形成した後に、その配
線を保護するためにその配線パターン形成面を被覆する材料として接着剤の付いたポリイ
ミドフィルム等の電気絶縁性フィルム（カバーレイフィルム）が使用される。これらのフ
レキシブル銅張積層板、カバーレイフィルムの材料に求められる特性としては、例えば、
電気絶縁性フィルムと銅箔との間の接着性、耐熱性、耐溶剤性、電気特性（耐マイグレー
ション性）、寸法安定性、保存安定性、難燃性等が挙げられる。さらに、カバーレイフィ
ルムを圧着して作製したフレキシブル印刷配線用基板同士を貼り合せ、多層化、高密度化
するために使用される接着性フィルム（接着シート）にもフレキシブル銅張積層板、カバ
ーレイフィルムと同様の特性が要求される。
【０００５】
　上記要求を満たすものとして、エポキシ樹脂、芳香族リン酸エステル、硬化剤および高
純度アクリロニトリルブタジエンゴムを含有する接着剤組成物、ならびにそれを用いたフ
レキシブル銅張積層板およびカバーレイ（特許文献１）が知られているが、高純度アクリ
ロニトリルブタジエンゴムは非常にコストが高く、一部の特殊な用途以外では大量に使用
することは難しい。その他にも、エポキシ樹脂、芳香族リン酸エステル、窒素含有フェノ
ールノボラック樹脂、および通常純度のアクリロニトリルブタジエンゴムを含有する接着
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剤組成物、ならびにそれを用いたフレキシブル銅張積層板およびカバーレイ（特許文献２
）も知られているが、通常純度のアクリロニトリルブタジエンゴムを使用しているために
耐マイグレーション性が低下するという問題がある。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－３３９１３１号公報
【特許文献２】特開２００１－３３９１３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、硬化させて得られる硬化物が優れた難燃性、電気特性（耐マイグレー
ション性）を示す、ハロゲンを含有しない接着剤組成物、該組成物を用いた接着シート、
カバーレイフィルムおよびフレキシブル銅張積層板、ならびに該接着シートを用いた２つ
の基体の接着方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記課題を解決するために、
（Ａ）非ハロゲン系エポキシ樹脂、
（Ｂ）熱可塑性樹脂および／または合成ゴム、
（Ｃ）硬化剤、
（Ｄ）窒素含有ポリリン酸塩化合物、ならびに
（Ｅ）硬化促進剤
を含有してなる難燃性接着剤組成物を提供する。
【０００９】
　本発明は第二に、前記組成物からなる層と、該組成物からなる層を被覆する保護層とを
有する接着シートを提供する。
【００１０】
　本発明は第三に、電気絶縁性フィルムと、該フィルム上に設けられた前記組成物からな
る層とを有するカバーレイフィルムを提供する。
【００１１】
　本発明は第四に、電気絶縁性フィルムと、該フィルム上に設けられた前記組成物からな
る層と、銅箔とを有するフレキシブル銅張積層板を提供する。
【００１２】
　本発明は第五に、前記接着シートを２つの基体の間に挟む工程と、該接着シートを硬化
させる工程とを有する２つの基体を接着する方法を提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の組成物は、硬化させて得られる硬化物が難燃性、剥離強度、電気特性（耐マイ
グレーション性）および半田耐熱性に優れ、かつハロゲンを含有しないものである。した
がって、この組成物を用いて作製した接着シート、カバーレイフィルムおよびフレキシブ
ル銅張積層板も、難燃性、剥離強度、電気特性（耐マイグレーション性）および半田耐熱
性に優れたものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　＜難燃性接着剤組成物＞
　以下、本発明の難燃性接着剤組成物の構成成分についてより詳細に説明する。なお、本
明細書中で室温とは25℃を意味する。また、ガラス転移点（Tg）はＤＭＡ法により測定さ
れたガラス転移点を意味する。
【００１５】
　　〔（Ａ）非ハロゲン系エポキシ樹脂〕
　（Ａ）成分である非ハロゲン系エポキシ樹脂は、その分子内に臭素等のハロゲン原子を
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含まないエポキシ樹脂であり、好ましくは、一分子中に少なくとも平均２個のエポキシ基
を有するものである。該エポキシ樹脂は特に限定されず、例えば、骨格内にシリコーン、
ウレタン、ポリイミド、ポリアミド等を含有していてもよい。また、骨格内にリン原子、
硫黄原子、窒素原子等を含んでいてもよい。
【００１６】
　このようなエポキシ樹脂としては、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、またはそれらに水素添加したもの；フェノールノボラック型
エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂等のグリシジルエーテル系エポキシ
樹脂；ヘキサヒドロフタル酸グリシジルエステル、ダイマー酸グリシジルエステル等のグ
リシジルエステル系エポキシ樹脂；トリグリシジルイソシアヌレート、テトラグリシジル
ジアミノジフェニルメタン等のグリシジルアミン系エポキシ樹脂；エポキシ化ポリブタジ
エン、エポキシ化大豆油等の線状脂肪族エポキシ樹脂等が挙げられ、好ましくは、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、フェノールノボラック型
エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂が挙げられる。これらの市販品とし
ては、例えば、商品名で、エピコート８２８（ジャパンエポキシレジン製、一分子中のエ
ポキシ基：２個）、エピクロン８３０Ｓ（大日本インキ化学工業製、一分子中のエポキシ
基：２個）、エピコート５１７（ジャパンエポキシレジン製、一分子中のエポキシ基：２
個）；重量平均分子量が1,000以上のエポキシ樹脂である、ＥＯＣＮ１０３Ｓ（日本化薬
製、一分子中のエポキシ基：２個以上）、ＹＬ７１７５－１０００（ジャパンエポキシレ
ジン製、一分子中のエポキシ基：２個）等が挙げられる。
【００１７】
　また、上述したエポキシ樹脂に、反応性リン化合物を用いてリン原子を結合した各種リ
ン含有エポキシ樹脂もハロゲンを含まない難燃性接着剤組成物を構成するのに有効に用い
られる。そのような反応性リン化合物としては、例えば、9,10－ジヒドロ－9－オキサ－1
0－ホスファフェナンスレン－10－オキシド（三光（株）製、商品名：ＨＣＡ）、この化
合物のリン原子に結合している活性水素原子をヒドロキノンで置換した化合物（三光（株
）製、商品名：ＨＣＡ－ＨＱ）等が挙げられる。そして、こうして得られるリン含有エポ
キシ樹脂の市販品としては、例えば、商品名で、ＦＸ３０５（東都化成（株）製、リン含
有率：３質量％、一分子中のエポキシ基：２個以上）、エピクロンＥＸＡ９７１０（大日
本インキ化学工業（株）製、リン含率：３質量％、一分子中のエポキシ基：２個以上）等
が挙げられる。
　（Ａ）成分の非ハロゲン系エポキシ樹脂は、１種単独で用いても、２種以上を併用して
もよい。
【００１８】
　〔（Ｂ）熱可塑性樹脂・合成ゴム〕
　　・熱可塑性樹脂
　（Ｂ）成分として用いることができる熱可塑性樹脂は、通常、そのガラス転移点（Tg）
が室温（25℃）以上の高分子化合物である。その重量平均分子量は、通常1,000～500万で
あり、好ましくは5,000～100万である。該熱可塑性樹脂としては特に限定されないが、例
えば、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミドイミド樹脂等が挙
げられ、中でもこれらの樹脂がカルボキシル基を含有していることが好ましい。カルボキ
シル基を含有していると、得られる組成物をカバーレイフィルムに適用した場合には、熱
プレス処理して積層一体化する際に接着剤が適度な流れ性を発現する点で有効なためであ
る（フロー特性）。この接着剤の流れが、フレキシブル銅張積層板上において、回路を形
成する銅箔部分（配線パターン）を隙間なく被覆して保護する。また、銅箔とポリイミド
フィルム等の電気絶縁性フィルムとの接着性を向上できる点でも有効である。
【００１９】
　前記カルボキシル基含有熱可塑性樹脂中におけるカルボキシル基の割合は、特に限定さ
れないが、好ましくは１～10質量％、特に好ましくは２～６質量％である。この割合が１
～10質量％の範囲を満たすと、カバーレイフィルムに適用した場合のフロー特性、半田耐
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熱性がより優れたものとなり、また接着剤組成物の安定性がより優れたものとなる。
【００２０】
　カルボキシル基含有熱可塑性樹脂の市販品としては、例えば、商品名で、「バイロン」
シリーズ（東洋紡績製、カルボキシル基含有ポリエステル樹脂）、０３－７２－２３（共
同薬品製、カルボキシル基含有アクリル樹脂）、ＳＧ－７０８－６Ｔ（ナガセケムテック
ス社製、カルボキシル基含有アクリル樹脂）、「ＫＳ」シリーズ（日立化成工業製、エポ
キシ基含有アクリル樹脂）等が挙げられる。
【００２１】
　その他の熱可塑性樹脂の市販品としては、例えば、商品名で、「ＹＰ」シリーズ・「Ｅ
ＲＦ」シリーズ（東都化成製、フェノキシ樹脂）、エピコート１２５６（ジャパンエポキ
シレジン製、フェノキシ樹脂）、「バイロマックス」シリーズ（東洋紡績製、ポリアミド
イミド樹脂）、「カヤフレックス」シリーズ（日本化薬製、ポリアミドイミド樹脂）等が
挙げられる。
【００２２】
　次に、上記で例示した各熱可塑性樹脂の特徴を説明する。アクリル樹脂を含有する組成
物をカバーレイフィルムに用いると、特に優れた耐マイグレーション性を有するものが得
られる。フェノキシ樹脂またはポリアミドイミド樹脂を含有する組成物をカバーレイフィ
ルムに用いると、屈曲性がより向上する。
【００２３】
　　・合成ゴム
　もう一つの（Ｂ）成分として用いることができる合成ゴムは、通常、そのガラス転移点
（Tg）が室温（25℃）未満の高分子化合物である。該合成ゴムとしては特に制限されない
が、フレキシブル銅張積層板、カバーレイフィルムに用いられる組成物に配合されると、
銅箔とポリイミドフィルム等の電気絶縁性フィルムとの接着性がより向上する点から、中
でもカルボキシル基含有アクリロニトリル－ブタジエンゴム（以下、「アクリロニトリル
－ブタジエンゴム」を「ＮＢＲ」ともいう）が好ましい。
【００２４】
　前記カルボキシル基含有ＮＢＲとしては、例えばアクリロニトリルとブタジエンとを、
アクリロニトリルとブタジエンとの合計量に対するアクリロニトリル量が、好ましくは５
～70質量％、特に好ましくは10～50質量％の割合となるように共重合させた共重合ゴムの
分子鎖末端をカルボキシル化したもの、または、アクリロニトリルおよびブタジエンと、
アクリル酸、マレイン酸等のカルボキシル基含有モノマーとの共重合ゴム等が挙げられる
。前記共重合ゴムの分子鎖末端のカルボキシル化には、例えばメタクリル酸等のカルボキ
シル基を有する単量体を用いることができる。
【００２５】
　前記カルボキシル基含有ＮＢＲ中におけるカルボキシル基の割合は、特に限定されない
が、好ましくは１～10質量％、特に好ましくは２～６質量％である。この割合が１～10質
量％の範囲を満たすと、得られる組成物の流動性をコントロールできるため良好な硬化性
が得られる。
【００２６】
　このようなカルボキシル基含有ＮＢＲとしては、例えば、商品名で、ニッポール１０７
２（日本ゼオン製）、イオン不純物量が少なく高純度品であるＰＮＲ－１Ｈ（ＪＳＲ製）
等が使用できる。高純度なカルボキシル基含有アクリロニトリルブタジエンゴムはコスト
が高いために多量に使用することはできないが、接着性と耐マイグレーション性とを同時
に向上させることができる点で有効である。
【００２７】
　さらに、カバーレイフィルムに本発明の接着剤組成物を適用する場合には、水素添加し
たＮＢＲを併用することが有効である。これらの合成ゴムは、上記ＮＢＲゴム中のブタジ
エンの二重結合を水素添加により単結合としているために、熱履歴によるブタジエンゴム
成分の劣化が起こらない。従って、該接着剤組成物と銅箔との剥離強度の熱履歴による低
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下、加熱による耐マイグレーション性の低下が少ない。上記カルボキシル基含有ＮＢＲと
水素添加したＮＢＲとを併用することにより、さらにバランスのとれた特性を有するカバ
ーレイフィルムおよびフレキシブル銅張積層板を得ることができる。具体的には、水素添
加したＮＢＲの例として、商品名で、例えば、Ｚｅｔｐｏｌシリーズ（日本ゼオン製）が
挙げられる。
【００２８】
　（Ｂ）成分の熱可塑性樹脂および合成ゴムは、各々、１種単独で用いても、２種以上を
併用してもよい。また（Ｂ）成分として、熱可塑性樹脂または合成ゴムの一方を単独で用
いても、その両方を併用してもよい。
【００２９】
　（Ｂ）成分の配合量（熱可塑性樹脂と合成ゴムを併用する場合は合計配合量）は特に限
定されないが、（Ａ）成分100質量部に対して通常10～2,500質量部であり、好ましくは20
～300質量部である。（Ｂ）成分が10～2,500質量部の範囲を満たすと、得られるフレキシ
ブル銅張積層板、カバーレイフィルムおよび接着シートは、難燃性、銅箔との剥離強度に
より優れたものとなる。
【００３０】
　　〔（Ｃ）硬化剤〕
　（Ｃ）成分である硬化剤は、エポキシ樹脂の硬化剤として通常使用されるものであれば
特に限定されない。この硬化剤としては、例えば、ポリアミン系硬化剤、酸無水物系硬化
剤、三フッ化ホウ素アミン錯塩、フェノール樹脂等が挙げられる。ポリアミン系硬化剤と
しては、例えば、ジエチレントリアミン、テトラエチレンテトラミン、テトラエチレンペ
ンタミン等の脂肪族アミン系硬化剤；イソホロンジアミン等の脂環式アミン系硬化剤；ジ
アミノジフェニルメタン、フェニレンジアミン等の芳香族アミン系硬化剤；ジシアンジア
ミド等が挙げられる。酸無水物系硬化剤としては、例えば、無水フタル酸、ピロメリト酸
無水物、トリメリト酸無水物、ヘキサヒドロ無水フタル酸等が挙げられる。中でも、得ら
れる組成物を、カバーレイフィルムに用いる場合には適度な反応性が求められることから
ポリアミン系硬化剤が好ましく、フレキシブル銅張積層板に用いる場合にはより優れた耐
熱性を付与できることから酸無水物系硬化剤が好ましい。
　（Ｃ）成分の硬化剤は、１種単独で用いても、２種以上を併用してもよい。
【００３１】
　（Ｃ）成分の配合量は、特に限定されないが、（Ａ）成分100質量部に対して通常0.5～
100質量部であり、好ましくは１～20質量部である。
【００３２】
　　〔（Ｄ）窒素含有ポリリン酸塩化合物〕
　（Ｄ）成分である窒素含有ポリリン酸塩化合物は、(1)硬化物の半田耐熱性（常態）を
損なわずに硬化物に優れた難燃性（ＶＴＭ－０）を付与し、また(2)硬化物の半田耐熱性
（吸湿）を損なわずに耐マイグレーション性を向上させるための成分であって、通常、ハ
ロゲン原子を含有しないものである。
【００３３】
　（Ｄ）成分の窒素含有ポリリン酸塩化合物としては、例えば、ポリリン酸のアンモニウ
ム塩、アミン塩等が挙げられ、好ましくはポリリン酸のアミン塩である。より具体的には
、ポリリン酸とメラミンとの塩、および／またはポリリン酸とピペラジンとの塩が挙げら
れ、特には、下記一般式（１）：
　　　[ＨＯ(ＨＰＯ3)nＨ][Ｘ]m　　　　　（１）
（式中、ｎは２以上、好ましくは２～４の整数であり、ｍは０＜ｍ≦ｎ＋２を満たす整数
であり、Ｘはメラミンまたはピペラジンである。）
で代表されるものである。
【００３４】
　ポリリン酸の具体例としては、ピロリン酸、トリポリリン酸、ペンタポリリン酸等が挙
げられる。
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【００３５】
　前記ポリリン酸とメラミンとの塩としては、例えば、ピロリン酸メラミン、トリポリリ
ン酸メラミン、ペンタポリリン酸メラミン等が挙げられ、特に上記一般式（１）において
ｎが２、ｍが２であるピロリン酸メラミンが好ましい。
【００３６】
　例えば、ピロリン酸メラミンは、ピロリン酸ナトリウムとメラミンとを任意の反応比率
で塩酸を加えて反応させ、水酸化ナトリウムで中和して得られる。特に、ピロリン酸ナト
リウムとメラミンとを等モルの比率で塩酸を加えて反応させ、水酸化ナトリウムで中和し
て得られるピロリン酸メラミンが好ましい。
【００３７】
　前記ポリリン酸とピペラジンとの塩としては、例えば、ピロリン酸ピペラジン、トリポ
リリン酸ピペラジン、ペンタポリリン酸ピペラジン等が挙げられ、上記一般式（１）にお
いてｎが２、ｍが１のピロリン酸ピペラジンが好ましい。
【００３８】
　例えば、ピロリン酸ピペラジンは、ピロリン酸とピペラジンとを水中またはメタノール
水溶液中で反応させて、水難溶性の沈殿として容易に得られる。特に、ピロリン酸とピペ
ラジンとを等モルの比率で水中で反応させて得られるピロリン酸ピペラジンが好ましい。
【００３９】
　（Ｄ）成分中におけるリン含有率は、15～30質量％、とりわけ18～25質量％であること
が、より少量の添加・配合で難燃性が実現されるので好ましい。また、本成分中における
窒素含有率は、15～30質量％、とりわけ15～25質量％であることが、より少量の添加・配
合で難燃性が実現されるので好ましい。
【００４０】
　本成分は、接着剤ワニスに一般的に使用されるメチルエチルケトン（以下、「ＭＥＫ」
ともいう）、トルエン、ジメチルアセトアミド、ジオキソラン等の有機溶剤に不溶である
ことから、カバーレイフィルムに用いた場合には、カバーレイフィルムを熱プレス硬化さ
せた時の滲み出し等が起こり難いという利点がある。
　（Ｄ）成分の窒素含有ポリリン酸塩化合物は、１種単独で用いても、２種以上を併用し
てもよい。
【００４１】
　（Ｄ）成分の配合量は、特に限定されないが、良好な難燃性を確保する観点から、接着
剤組成物中の有機固形成分および無機固形成分の合計100質量部に対して、好ましくは５
～50質量部、より好ましくは７～30質量部、特に好ましくは15～27質量部である。
【００４２】
　　〔（Ｅ）硬化促進剤〕
　（Ｅ）成分である硬化促進剤は、（Ａ）非ハロゲン系エポキシ樹脂と（Ｃ）硬化剤との
反応の促進に用いられるものであれば特に限定されない。この硬化促進剤としては、例え
ば、２－メチルイミダゾール、２－エチルイミダゾール、２－エチル－４－メチルイミダ
ゾール、およびこれらの化合物のエチルイソシアネート化合物、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、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－フェニル－４，５－ジヒドロキシメチルイミダゾール等のイ
ミダゾール化合物；トリフェニルホスフィン、トリブチルホスフィン、トリス（ｐ－メチ
ルフェニル）ホスフィン、トリス（ｐ－メトキシフェニル）ホスフィン、トリス（ｐ－エ
トキシフェニル）ホスフィン、トリフェニルホスフィン・トリフェニルボレート、テトラ
フェニルホスフィン・テトラフェニルボレート等のトリオルガノホスフィン類；四級ホス
ホニウム塩；トリエチレンアンモニウム・トリフェニルボレート等の第三級アミン、およ
びそのテトラフェニルホウ素酸塩、ホウフッ化亜鉛、ホウフッ化錫、ホウフッ化ニッケル
等のホウフッ化物；オクチル酸錫、オクチル酸亜鉛等のオクチル酸塩等が挙げられる。
　（Ｅ）成分の硬化促進剤は、１種単独で用いても、２種以上を併用してもよい。
【００４３】
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　（Ｅ）成分の配合量は、特に限定されないが、（Ａ）成分100質量部に対して、好まし
くは0.1～30質量部であり、より好ましくは１～20質量部であり、特に好ましくは１～５
質量部である。
【００４４】
　　〔その他の任意成分〕
　上記（Ａ）～（Ｅ）成分以外にも、その他の任意成分を添加してもよい。
【００４５】
　　・無機充填剤
　無機充填剤は、上記（Ｄ）成分の窒素含有ポリリン酸塩化合物以外の充填剤として併用
可能なものである。該無機充填剤としては、従来、接着シート、カバーレイフィルムおよ
びフレキシブル銅張積層板に使用されているものであれば特に限定されない。具体的には
、例えば、難燃助剤としても作用する点から、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム
、二酸化ケイ素、酸化モリブデン等の金属酸化物が挙げられ、好ましくは、水酸化アルミ
ニウム、水酸化マグネシウムが挙げられる。これらの無機充填剤は、１種単独で用いても
、２種以上を併用してもよい。
【００４６】
　上記無機充填剤の配合量は、特に限定されないが、接着剤組成物中の有機固形成分およ
び無機固形成分の合計100質量部に対して、好ましくは５～60質量部、より好ましくは７
～30質量部である。
【００４７】
　　・有機溶剤
　上記の（Ａ）～（Ｅ）成分および必要に応じて添加される成分は、有機溶剤に溶解また
は分散させ、該組成物を分散液として調製して、フレキシブル銅張積層板、カバーレイフ
ィルムおよび接着シートの製造に用いる。この有機溶剤としては、Ｎ,Ｎ－ジメチルアセ
トアミド、メチルエチルケトン、Ｎ,Ｎ－ジメチルホルムアミド、シクロヘキサノン、Ｎ
－メチル－２－ピロリドン、トルエン、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ア
セトン、ジオキソラン等が挙げられ、好ましくはＮ,Ｎ－ジメチルアセトアミド、メチル
エチルケトン、Ｎ,Ｎ－ジメチルホルムアミド、シクロヘキサノン、Ｎ－メチル－２－ピ
ロリドン、トルエン、ジオキソラン、特に好ましくはＮ,Ｎ－ジメチルアセトアミド、メ
チルエチルケトン、トルエン、ジオキソランが挙げられる。これらの有機溶剤は、１種単
独で用いても、２種以上を併用してもよい。
【００４８】
　分散液中の有機固形成分および無機固形成分の合計濃度は、通常10～45質量％であり、
好ましくは20～40質量％である。この濃度が10～45質量％の範囲を満足すると、分散液は
電気絶縁性フィルム等の基材への塗布性が良好であることから作業性に優れ、塗工時にム
ラが生じることがなく塗工性に優れ、かつ環境面、経済性等にも優れたものとなる。
【００４９】
　なお、「有機固形成分」とは、本発明の接着剤組成物中の不揮発性有機成分であり、該
接着剤組成物が有機溶剤を含む場合には、有機溶剤は有機固形成分に含まれない。また、
「無機固形成分」とは、本発明の接着剤組成物に含まれる不揮発性無機固体成分である。
【００５０】
　本組成物中の有機固形成分、ならびに場合よって加えられる無機固形成分および有機溶
剤は、ポットミル、ボールミル、ホモジナイザー、スーパーミル等を用いて混合すればよ
い。
【００５１】
　＜カバーレイフィルム＞
　上記組成物は、カバーレイフィルムの製造に用いることができる。具体的には、例えば
、電気絶縁性フィルムと、該フィルム上に設けられた上記組成物からなる層とを有するカ
バーレイフィルムが挙げられる。以下、その製造方法を説明する。
【００５２】
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　予め所要成分と有機溶剤とを混合することにより組成物を液状に調製した分散液をリバ
ースロールコータ、コンマコータ等を用いて、電気絶縁性フィルムに塗布する。分散液が
塗布された電気絶縁性フィルムをインラインドライヤ等に通し、80～160℃で２～10分間
かけて有機溶剤を除去することにより乾燥し、半硬化状態とし、次いでロールラミネータ
を用いて保護層と圧着、積層することによりカバーレイフィルムが得られる。保護層は使
用に際して剥離される。なお、「半硬化状態」とは、組成物が乾燥した状態、乃至、その
一部において硬化反応が進行している状態を意味する。
【００５３】
　上記カバーレイフィルムの組成物塗布膜の乾燥後の厚さは、通常５～45μmであり、好
ましくは５～35μmである。
【００５４】
　　・電気絶縁性フィルム
　前記電気絶縁性フィルムは、本発明のフレキシブル銅張積層板、カバーレイフィルムに
用いられるものである。この電気絶縁性フィルムとしては、通常、フレキシブル銅張積層
板、カバーレイフィルムに用いられるものであれば特に限定されないが、カバーレイフィ
ルムに用いられる場合には低温プラズマ処理されたものであることが好ましい。電気絶縁
性フィルムの具体例としては、ポリイミドフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィル
ム、ポリエステルフィルム、ポリパラバン酸フィルム、ポリエーテルエーテルケトンフィ
ルム、ポリフェニレンスルフィドフィルム、アラミドフィルム；ガラス繊維、アラミド繊
維、ポリエステル繊維等からなる基材にマトリックスになるエポキシ樹脂、ポリエステル
樹脂、ジアリルフタレート樹脂等を含浸して、フィルムまたはシート状にしたもの等が挙
げられる。特に、カバーレイフィルムの耐熱性、寸法安定性、機械特性等の点から、ポリ
イミドフィルムが好ましく、低温プラズマ処理されたポリイミドフィルムをカバーレイフ
ィルムに用いることが望ましい。ポリイミドフィルムとしては、通常、カバーレイフィル
ムに用いられるものであればよい。この電気絶縁性フィルムの厚さは、必要に応じて適切
な厚さのものを使用すればよいが、好ましくは12.5～50μmである。
【００５５】
　本発明の好ましい実施形態では、低温プラズマ処理されたポリイミドフィルムを用いる
。ポリイミドフィルムの低温プラズマ処理の方法は以下のとおりである。具体的には、例
えば、減圧可能な低温プラズマ処理装置内にポリイミドフィルムを入れ、装置内を無機ガ
スの雰囲気とし、圧力を0.133～1,333Pa、好ましくは1.33～133Paに保持した状態で、電
極間に0.1～10kVの直流電圧または交流電圧を印加してグロー放電させることにより無機
ガスの低温プラズマを発生させ、前記フィルムを移動させながら、フィルム表面を連続的
に処理する方法により行われる。この処理時間は、通常0.1～100秒である。前記無機ガス
としては、例えば、ヘリウム、ネオン、アルゴン等の不活性ガス、酸素、一酸化炭素、二
酸化炭素、アンモニア、空気等が使用できる。これら無機ガスは、１種単独で用いても、
２種以上を併用してもよい。
【００５６】
　低温プラズマ処理によって、ポリイミドフィルムと該フィルム上に形成した接着剤層と
の接着性が向上する。本発明の組成物に（Ｂ）成分として熱可塑性樹脂を使用した場合に
は、これらの化合物のガラス転移点（Tg）が一般的に高いために、ポリイミドフィルムと
本発明の組成物との接着性が不十分な場合がある。その場合には、低温プラズマ処理した
フィルムを組み合わせることによって接着性の向上を図ることができる。また、（Ｂ）成
分として合成ゴムを使用した場合にも、上記接着性がより向上する点で有利である。
【００５７】
　　・保護層
　上記保護層は、接着剤層の形態を損なうことなく剥離できるものであれば特に限定され
ないが、通常、ポリエチレン（ＰＥ）フィルム、ポリプロピレン（ＰＰ）フィルム、ポリ
メチルペンテン（ＴＰＸ）フィルム、ポリエステルフィルム等のプラスチックフィルム；
ＰＥフィルム、ＰＰフィルム等のポリオレフィンフィルム、ＴＰＸフィルム等を紙材料の
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片面または両面にコートした離型紙等が挙げられる。
【００５８】
　＜接着シート＞
　上記組成物は、接着シートの製造に用いることができる。具体的には、例えば、前記組
成物からなる層と、該組成物からなる層を被覆する保護層とを有する接着シートが挙げら
れる。該保護層は、上記カバーレイフィルムの保護層として説明したものを用いることが
できる。以下、本発明の接着シートの製造方法について説明する。
【００５９】
　予め所要成分と有機溶剤とを混合することにより組成物を液状に調製した分散液をリバ
ースロールコータ、コンマコータ等を用いて、保護層に塗布する。分散液が塗布された保
護層をインラインドライヤ等に通し、80～160℃で２～10分間かけて有機溶剤を除去する
ことにより乾燥させ、半硬化状態とし、次いでロールラミネータを用いて別の保護層と圧
着し、積層することにより接着シートが得られる。
【００６０】
　・接着方法
　本発明の接着シートは２つの基体を接着するのに用いることができる。そのためには、
まず２つの基体の間に接着シートを挟み、積層物を形成する。次いで、この接着シートを
硬化させて２つの基体を接着する。
【００６１】
　前記基体の材料は特に限定されない。その具体例としては、例えば、ポリイミドフィル
ム、電解銅箔等が挙げられる。前記２つの基体の材料は、相互に同一であっても異なって
いてもよい。
【００６２】
　接着シートの硬化は、例えば、好ましくは前記積層物を積層物の表面に対して垂直方向
に加圧しながら、140～200℃、好ましくは160～180℃の温度で加熱することにより行うこ
とができる。圧力は１～６MPa、好ましくは２～５MPaの範囲内であればよい。温度および
圧力がかかる範囲にあると、２つの基体は硬化接着シートを介して良好な引張り強度（接
着性）で容易に接着することができる。硬化時間は、通常、約0.5～２時間の範囲内であ
ればよい。
【００６３】
　＜フレキシブル銅張積層板＞
　上記組成物は、フレキシブル銅張積層板の製造に用いることができる。具体的には、例
えば、電気絶縁性フィルムと、該フィルム上に設けられた上記組成物からなる層と、銅箔
とを有するフレキシブル銅張積層板が挙げられる。該電気絶縁性フィルムは、上記カバー
レイフィルムの項で電気絶縁性フィルムとして説明したもの（好ましくはポリイミドフィ
ルム）を用いることができるが、低温プラズマ処理したものを用いてもよい。以下、フレ
キシブル銅張積層板の製造方法を説明する。
【００６４】
　予め所要成分と有機溶剤とを混合することにより組成物を液状に調製した分散液をリバ
ースロールコータ、コンマコータ等を用いて、電気絶縁性フィルムに塗布する。分散液が
塗布された電気絶縁性フィルムをインラインドライヤ等に通し、80～160℃で２～10分間
かけて有機溶剤を除去することにより乾燥し、半硬化状態とし、次いで銅箔と100～150℃
で熱ラミネート（熱圧着）することにより、フレキシブル銅張積層板が得られる。このフ
レキシブル銅張積層板をさらにアフターキュアすることにより半硬化状態の組成物を完全
に硬化させて、最終的なフレキシブル銅張積層板が得られる。アフターキュアは、80～16
0℃で行うことが好ましい。
【００６５】
　上記フレキシブル銅張積層板の組成物塗布膜の乾燥後の厚さは、通常５～45μmであり
、好ましくは５～18μmである。
　上記銅箔としては、フレキシブル銅張積層板に従来用いられている圧延、電解銅箔製品
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をそのまま使用することができる。この銅箔の厚さは、通常５～70μmである。
【実施例】
【００６６】
　以下、実施例を用いて本発明についてより詳細に説明するが、これらの実施例は本発明
を何ら限定するものではない。実施例で用いた（Ａ）～（Ｅ）成分およびその他の任意成
分は、具体的には下記のとおりである。なお、表中の配合比を示す数値の単位は「質量部
」である。
【００６７】
　＜接着剤組成物の成分＞
　　・（Ａ）非ハロゲン系エポキシ樹脂
（１）エピコート８２８EL（商品名）（ジャパンエポキシレジン製、エポキシ当量：約19
0、重量平均分子量：約370、一分子中のエポキシ基：２個）
（２）エピコート６０４（商品名）（ジャパンエポキシレジン製、エポキシ当量：約120
、重量平均分子量：約430、一分子中のエポキシ基：４個）
（３）EP-49-20（商品名）（旭電化製、エポキシ当量：200、重量平均分子量：1000以下
、一分子中のエポキシ基：２個以上）
（４）EPPN-502H（商品名）（日本化薬製、エポキシ当量：約170、重量平均分子量：1000
以下、一分子中のエポキシ基：２個以上）
（５）EOCN-103S（商品名）（日本化薬製、エポキシ当量：約215、重量平均分子量：2000
以下、一分子中のエポキシ基：７～9個）
　　・（任意）リン含有ポリエステル樹脂
（１）バイロン２３７（商品名）（東洋紡績製、リン含有ポリエステル樹脂、リン含有率
：3.1質量％、数平均分子量：25000）
（２）バイロン５３７（商品名）（東洋紡績製、リン含有ポリエステル樹脂、リン含有率
：3.9質量％、数平均分子量：24000）
　　・（Ｂ）カルボキシル基含有アクリル樹脂
（１）SG-708-6T（商品名）（ナガセケムテック社製、カルボキシル基含有アクリル樹脂
、重量平均分子量：50万～60万）
　　・（任意）合成ゴム
（１）ゼットポール2020（商品名）（日本ゼオン製、水添アクリロニトリルブタジエンゴ
ム、アクリロニトリル含有量：36質量％）
（２）PNR-1H（商品名）（JSR製、カルボキシル基含有アクリロニトリルブタジエンゴム
、アクリロニトリル含有量：27質量％、カルボキシル基含有量：3.5質量％）
　　・（Ｃ）硬化剤
（１）ＥＨ７０５Ａ（商品名）（旭電化製、酸無水物系硬化剤）
（２）ＤＤＳ（4,4'-ジアミノジフェニルスルホン）
　　・（Ｄ）ポリリン酸のアミン塩
（１）FP-2100（商品名）（旭電化製、ピロリン酸メラミンとピロリン酸ピペラジンの混
合物、リン含有率：20質量％、窒素含有率：21質量％）
　　・（Ｅ）硬化促進剤
（１）２Ｅ４ＭＺ－ＣＮ（商品名）（四国化成工業製、イミダゾール系硬化促進剤）
（２）Sn(BF4)2
　　・（任意）無機充填剤
（１）ハイジライトＨ４３ＳＴＥ（昭和電工製、水酸化アルミニウム）
（２）亜鉛華（酸化亜鉛）
　　・（その他）（D）成分以外の難燃剤
（１）PX－２００（商品名）（大八化学製、式：[OC6H3(CH3)2]2P(O)OC6H4OP(O)[OC6H3(C
H3)2]2で表される芳香族縮合リン酸エステル、リン含有率：9質量％）
【００６８】
　＜フレキシブル銅張積層板の作製＞
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　〔作製例１〕
　接着剤組成物の成分を表１の作製例１の欄に示す割合で混合し、得られた混合物に、メ
チルエチルケトン／ジオキソランの混合溶剤を添加することにより、有機固形成分および
無機固形成分の合計濃度が35質量％の分散液を調製した。
【００６９】
　一方、ポリイミドフィルムＡ（商品名：カプトンH、東レ・デュポン製、厚さ：25μm）
上にアプリケータで上記分散液を乾燥後の厚さが10μmとなるように塗布し、それを120℃
で10分間、送風オーブン内で乾燥させることにより組成物を半硬化状態とした。ポリイミ
ドフィルムＡの分散液塗布面と圧延銅箔（ジャパンエナジー製、商品名：BHY22BT、厚さ
：35μm）の片面とを120℃、線圧2kg/cmでロールラミネーターにて熱圧着した後、80℃で
１時間、さらに160℃で４時間のアフターキュアをすることによりフレキシブル銅張積層
板を作製した。
【００７０】
　〔作製例２〕
　接着剤組成物の成分を表１の作製例２の欄に示す割合で混合した以外は作製例１と同様
にしてフレキシブル銅張積層板を作製した。
【００７１】
　〔比較作製例１〕
　接着剤組成物の成分を表１の比較作製例１の欄に示す割合で混合した以外は作製例１と
同様にしてフレキシブル銅張積層板を作製した。
【００７５】

【表１】

【００７６】
　＜カバーレイフィルムの特性＞
　〔実施例１～２〕
　接着剤組成物の成分を表２の実施例１～２の各欄に示す割合で混合した以外は作製例１
と同様にして分散液を調製した。一方、ポリイミドフィルムＢ（商品名：アピカルNPI、
鐘淵化学製、厚さ:25μm）の片面を所定の条件（圧力：13.3Pa、アルゴン流量：1.0L/分
、印加電圧：２kV、周波数：110kHz、電力：30kW、処理速度：10m/分）で低温プラズマ処
理した。次いで、アプリケータで上記分散液を乾燥後の厚さが25μmとなるように該低温
プラズマ処理したポリイミドフィルム表面に塗布し、それを90℃で10分間、送風オーブン
内で乾燥させることにより組成物を半硬化状態としてカバーレイフィルムを作製した。こ
れらのカバーレイフィルムの特性を下記測定方法１に従って測定した。その結果を表２に
示す。
【００７７】
　〔比較例１～２〕
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　接着剤組成物の成分を表２の比較例１、２の各欄に示す割合で混合した以外は実施例１
と同様にしてカバーレイフィルムを作製した。これらのカバーレイフィルムの特性を下記
測定方法１に従って測定した。その結果を表２に示す。
【００７８】
　〔比較例３〕
　接着剤組成物の成分を表２の比較例３の欄に示す割合で混合し、かつ低温プラズマ処理
されていないポリイミドフィルムＢを用いた以外は実施例１と同様にしてカバーレイフィ
ルムを作製した。これらのカバーレイフィルムの特性を下記測定方法１に従って測定した
。その結果を表２に示す。
【００７９】
　〔測定方法１〕
　１－１．剥離強度
　JIS C6481に準拠して、厚さ35μmの電解銅箔（ジャパンエナジー製）の光沢面とカバー
レイフィルムの接着剤層とをプレス装置（温度：160℃、圧力：4.9MPa、時間：40分）を
用いて貼り合わせることによりプレスサンプルを作製した。得られたプレスサンプルを幅
１cm、長さ15cmの大きさに切断して試験片とし、その試験片のポリイミドフィルム面を固
定し、25℃の条件下で銅箔を該ポリイミドフィルム面に対して90度の方向に50mm/分の速
度で引き剥がすのに要する力の最低値を測定し、剥離強度として示す。
【００８０】
　１－２．半田耐熱性（常態・吸湿）
　JIS C6481に準拠して、前記剥離強度の測定で作製したカバーレイフィルムのプレスサ
ンプルを25mm角に切断することにより試験片を作製し、その試験片を一定温度の半田浴上
に30秒間浮かべた。半田浴の温度を変えて、その試験片に膨れ、剥がれ、変色が生じない
最高温度を測定した。
　一方、半田耐熱性（吸湿）については、前記半田耐熱性（常態）の測定用のものと同様
にして作製した試験片を40℃、湿度90％の雰囲気下で24時間放置した後、その試験片を一
定温度の半田浴上に30秒間浮かべた。半田浴の温度を変えて、その試験片に膨れ、剥がれ
、変色が生じない最高温度を測定した。
【００８１】
　１－３．難燃性
　実施例１～２で得られたカバーレイフィルムと、作製例２で得られたフレキシブル銅張
積層板をエッチング処理することにより銅箔を全て除去したサンプルの接着剤層とをプレ
ス装置（温度：160℃、圧力：4.9MPa、時間：40分）を用いて貼り合わせることによりプ
レスサンプルを作製した。また、同様にして、比較例１～３で得られたカバーレイフィル
ムと、比較作製例１で得られたフレキシブル銅張積層板をエッチング処理することにより
銅箔を全て除去したサンプルとを貼り合わせることによりプレスサンプルを作製した。こ
れらのプレスサンプルについて、UL94VTM-0難燃性規格に準拠して難燃性（カバーレイフ
ィルムとフレキシブル銅張積層板との組み合わせ）を測定した。UL94VTM-0規格を満足す
る難燃性を示した場合を「良」と評価し○で示し、該サンプルが燃焼した場合を「不良」
と評価し×で示した。
【００８２】
　１－４．耐マイグレーション性
　実施例１～２で得られたカバーレイフィルムと、作製例１で得られたフレキシブル銅張
積層板に160μmピッチ(ライン/スペース＝80μm/80μm)の櫛型回路を印刷した基板（即ち
、銅張積層板の銅箔をエッチング処理して櫛型回路を形成させた基板）とをプレス装置（
温度：160℃、圧力：4.9MPa、時間：40分）を用いて貼り合わせることにより評価用サン
プルを作製した。また、同様にして、比較例１～３で得られたカバーレイフィルムと、比
較作製例１で得られたフレキシブル銅張積層板に160μmピッチ(ライン/スペース＝80μm/
80μm)の櫛型回路を印刷した基板とを貼り合わせることにより評価用サンプルを作製した
。温度85℃、湿度85％の条件下で、これらの評価用サンプルの回路両端にマイグレーショ
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ンテスター（商品名：MIG-86、IMV社製）を用いて50Vの電圧を印加し、1,000時間後に回
路間の抵抗値が10MΩ以上であった場合を「良」と評価し○で示し、10MΩ未満となった場
合を「不良」と評価し×で示した。
【００８３】
【表２】

【００９１】
　＜評価＞
　実施例１～２で調製した組成物は本発明の要件を満足するものであって、それを用いた
カバーレイフィルムは、剥離強度、半田耐熱性、難燃性および耐マイグレーション性が優
れていた。比較例１～３で調製した組成物は、（Ｄ）窒素含有ポリリン酸塩化合物を含有
しないものであり、得られたカバーレイフィルムは、剥離強度、半田耐熱性および耐マイ
グレーション性の少なくとも一種の特性が本発明の要件を満足する場合と比べて劣ってい
た。
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【産業上の利用可能性】
【００９３】
　本発明の難燃性接着剤組成物を硬化させて得られる硬化物、ならびに該組成物を用いた
カバーレイフィルム、接着シートおよびフレキシブル銅張積層板はいずれも、難燃性、剥
離強度、電気特性（耐マイグレーション性）および半田耐熱性に優れ、かつハロゲンを含
有しないので、環境に優しいフレキシブル印刷配線板の製造等への応用が期待される。
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