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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単層又は複数層から構成されるポリイミド樹脂層（Ｉ）と、
　前記ポリイミド樹脂層（Ｉ）の片面又は両面に設けられた金属層と、
を備えた金属張積層体であって、
　前記ポリイミド樹脂層（Ｉ）は、その全体の厚みの７０％以上の厚みを有するポリイミ
ド樹脂層（ｉ）を有しており、かつ、前記ポリイミド樹脂層（Ｉ）全体のガラス転移温度
が３００℃以上であり、
　前記ポリイミド樹脂層（ｉ）が、下記一般式（１）で表される構造単位を６０モル％以
上含有するポリイミド樹脂によって構成されるとともに、熱伝導性フィラーを４０～８０
ｖｏｌ％の範囲内で含有するものであり、
　前記ポリイミド樹脂層（ｉ）の少なくとも一方の面が前記金属層と直接接していること
を特徴とする金属張積層体。
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【化１】

［一般式（１）中、Ａｒ1は芳香環を１個以上有する４価の有機基である。］
【請求項２】
　前記熱伝導性フィラーが、シリカ、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化ケ
イ素及びマグネシアからなる群より選ばれる少なくとも１種類以上のフィラーであり、か
つ、該フィラーの平均粒子径が０．０１～２５μｍの範囲内にある請求項１に記載の金属
張積層体。
【請求項３】
　前記ポリイミド樹脂層（Ｉ）の熱伝導率が１．０Ｗ／ｍＫ以上であり、ポリイミド樹脂
層（Ｉ）と金属層とのピール強度が０．５ｋＮ／ｍ以上である請求項１又は２に記載の金
属張積層体。
【請求項４】
　前記ポリイミド樹脂層（Ｉ）の引裂き伝播抵抗が０．７～１．０ｋＮ／ｍの範囲内であ
る請求項１から３のいずれか１項に記載の金属張積層体。
【請求項５】
　前記ポリイミド樹脂層（Ｉ）の熱膨張係数が９～２６ｐｐｍ／Ｋの範囲内である請求項
１から４のいずれか１項に記載の金属張積層体。
【請求項６】
　単層又は複数層から構成される熱伝導性ポリイミドフィルムであって、
　前記熱伝導性ポリイミドフィルムの全体の厚みの７０％以上の厚みを有するポリイミド
樹脂層（ｉ）を有しており、かつ、前記熱伝導性ポリイミドフィルム全体のガラス転移温
度が３００℃以上であり、
　前記ポリイミド樹脂層（ｉ）が、下記一般式（１）で表される構造単位を６０モル％以
上含有するポリイミド樹脂によって構成されるとともに、熱伝導性フィラーを４０～８０
ｖｏｌ％の範囲内で含有するものであり、
　片面又は両面に金属層と直接張り合わされる粘着性貼着面を備えていることを特徴とす
る熱伝導性ポリイミドフィルム。
【化２】

［一般式（１）中、Ａｒ1は芳香環を１個以上有する４価の有機基である。］
【請求項７】
　熱伝導性フィラーがシリカ、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化ケイ素及
びマグネシアから選ばれる少なくとも１種類以上のフィラーであり、平均粒子径が０．０
１～２５μｍの範囲内にある請求項６に記載の熱伝導性ポリイミドフィルム。
【請求項８】
　熱伝導率が１．０Ｗ／ｍＫ以上である請求項６又は７に記載の熱伝導性ポリイミドフィ
ルム。
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【請求項９】
　引裂き伝播抵抗が０．７～１．０ｋＮ／ｍの範囲内である請求項６から８のいずれか１
項に記載の熱伝導性ポリイミドフィルム。
【請求項１０】
　熱膨張係数が９～２６ｐｐｍ／Ｋの範囲内である請求項６から９のいずれか１項に記載
の熱伝導性ポリイミドフィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱伝導特性に優れる絶縁層を有し、放熱基板や回路基板に好適に使用される
金属張積層体及び熱伝導性ポリイミドフィルムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話に代表される電子機器の小型化、軽量化に対する要求が高まってきてお
り、それに伴い機器の小型化、軽量化に有利なフレキシブル回路基板が電子技術分野にお
いて広く使用されるようになってきている。その中でもポリイミド樹脂を絶縁層とするフ
レキシブル回路基板は、その耐熱性、耐薬品性などが良好なことから従来から広く用いら
れている。
【０００３】
　ところで、最近の電子機器の小型化により、回路の集積度は上がってきており、情報処
理の高速化とも相まって、機器内に生じる熱の放熱手段が注目されている。
【０００４】
　また、地球温暖化を始めとする環境問題への意識の高まりにより、環境負荷が低くかつ
省エネルギーな製品が強く求められるようになっている。その代表例として、白熱灯に代
わりＬＥＤ照明の急速な普及が挙げられるが、ＬＥＤ照明の性能を充分に発揮させるため
には、使用時に発生する熱を効率的に逃がすことが重要となっている。
【０００５】
　そこで、加工性に富み、放熱性に優れたフレキシブル回路基板を提供するために、絶縁
層を構成するポリイミドフィルムに関し、厚み方向の熱伝導率を向上させる検討がなされ
ている（特許文献１）。また、熱伝導性フィラーを含有する熱伝導性ポリイミドフィルム
に関して、シロキサンジアミンから誘導されるポリイミドに熱伝導性フィラーを分散させ
たポリイミドフィルム複合材料も提案されている（特許文献２）。
【０００６】
　しかし、上記従来技術のポリイミドフィルムの厚み方向の熱伝導率では、例えばＬＥＤ
照明に使用するには放熱基板としての性能が不足しており、改善の必要があった。また、
一般に、銅箔などの金属層に樹脂層を積層して金属張積層体を作製する場合、通常、金属
層と樹脂層との間にエポキシ系接着剤や熱可塑性樹脂による接着層を設ける必要がある。
この接着層の介在は、金属層（導体層）に生じる熱の放熱をさらに低下させる要因になる
ばかりでなく、実用的な基板として使用する場合に求められる耐熱性、屈曲性などの諸特
性の低下を招く。
【０００７】
　また、ポリイミド樹脂の熱伝導性を改善するため、熱伝導性フィラーを配合した特定の
構造単位を有するポリイミド樹脂層と、このポリイミド樹脂層よりもガラス転移温度が低
いポリイミド樹脂層を積層した熱伝導性ポリイミドフィルムが提案されている（特許文献
３）。さらに、熱伝導性フィラーとして、平均長径が０．１～１５μｍの板状フィラーと
、平均粒径が０．０５～１０μｍの球状フィラーとを所定比率で組み合わせて配合した高
熱伝導性ポリイミドフィルムの提案もなされている（特許文献４）。
【０００８】
　上記特許文献３で提案されたフレキシブル基板用積層体や熱伝導性ポリイミドフィルム
は、熱伝導性を有するものであるが、金属層との接着強度を保つために、金属層との間に
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熱伝導性フィラーを配合していないポリイミド樹脂層を接着層として介在させている。そ
のため、接着層の厚みに応じて熱伝導性が低下していく懸念があり、その点で改善の余地
が残されていた。また、特許文献４に示されているものも、熱伝導性フィラーを含有する
樹脂層は本質的に金属層との接着力が十分でないため、これを確保するためには接着層を
設けることが必要であった。
【０００９】
　なお、熱伝導性フィラーを配合した熱伝導性ポリイミド樹脂層の接着性を改善するため
、熱伝導性ポリイミド樹脂層を主に熱可塑性樹脂によって形成することも考えられる。し
かし、熱可塑性樹脂を主体とする場合、その熱膨張係数が大きいという特性から回路基板
用途に求められる寸法安定性が得られなくなる可能性がある。また、熱可塑性樹脂は一般
的に耐熱性も低いため、単に熱可塑性樹脂を適用するだけでは十分な耐熱性を確保するこ
とができず、高温環境で使用される放熱基板の主樹脂層としての適用には、技術常識に照
らして不向きと考えられるため、これまで検討がされていなかった。
【００１０】
　そこで、接着層を必要とせずに、金属層と絶縁層との間の実用的接着強度を有し、かつ
絶縁層の熱伝導性に優れた金属張積層体及び熱伝導性ポリイミドフィルムの提供が望まれ
ていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００６－２７４０４０号公報
【特許文献２】特開２００６－１６９５３３号公報
【特許文献３】国際公開ＷＯ　２００９／１１０３８７
【特許文献４】国際公開ＷＯ　２０１０／０２７０７０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、熱伝導特性に優れ、接着層を設けなくても金属層と絶縁層との実用的接着強
度を有し、更に耐熱性も良好な金属張積層体及び熱伝導性ポリイミドフィルムを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者等は、上記課題を解決するために検討を重ねた結果、金属張積層体のポリイミ
ド樹脂層の少なくとも１層又は熱伝導性ポリイミドフィルムを構成するポリイミド樹脂層
の少なくとも１層を、高熱伝導性フィラーを含有するとともに、金属層に対して高い接着
性を示す特定のポリイミド樹脂により形成することで上記課題を解決し得ることを見出し
、本発明を完成するに至った。
【００１４】
　すなわち、本発明の金属張積層体は、単層又は複数層から構成されるポリイミド樹脂層
（Ｉ）と、
　前記ポリイミド樹脂層（Ｉ）の片面又は両面に設けられた金属層と、
を備えた金属張積層体であって、
　前記ポリイミド樹脂層（Ｉ）は、その全体の厚みの７０％以上の厚みを有するポリイミ
ド樹脂層（ｉ）を有しており、かつ、前記ポリイミド樹脂層（Ｉ）全体のガラス転移温度
が３００℃以上であり、
　前記ポリイミド樹脂層（ｉ）が、下記一般式（１）で表される構造単位を６０モル％以
上含有するポリイミド樹脂によって構成されるとともに、熱伝導性フィラーを４０～８０
ｖｏｌ％の範囲内で含有するものであることを特徴とする［一般式（１）中、Ａｒ1は芳
香環を１個以上有する４価の有機基である。］。
【００１５】
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【化１】

【００１６】
　また、本発明の熱伝導性ポリイミドフィルムは、単層又は複数層から構成される熱伝導
性ポリイミドフィルムであって、
　前記熱伝導性ポリイミドフィルムの全体の厚みの７０％以上の厚みを有するポリイミド
樹脂層（ｉ）を有しており、かつ、前記熱伝導性ポリイミドフィルム全体のガラス転移温
度が３００℃以上であり、
　前記ポリイミド樹脂層（ｉ）が、下記一般式（１）で表される構造単位を６０モル％以
上含有するポリイミド樹脂によって構成されるとともに、熱伝導性フィラーを４０～８０
ｖｏｌ％の範囲内で含有するものであることを特徴とする［一般式（１）中、Ａｒ1は芳
香環を１個以上有する４価の有機基である。］。
【００１７】
【化２】

【００１８】
　本発明の好ましい実施の態様を次に示す。
１）　ポリイミド樹脂層（ｉ）の少なくとも一方の面が金属層と直接接している上記の金
属張積層体。
２）　片面又は両面に金属層と直接張り合わされる粘着性貼着面を備えている上記の熱伝
導性ポリイミドフィルム。
３）　熱伝導性フィラーがシリカ、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化ケイ
素及びマグネシアから選ばれる少なくとも１種類以上のフィラーであり、平均粒子径が０
．０１～２５μｍの範囲にある上記の金属張積層体又は上記の熱伝導性ポリイミドフィル
ム。
４）　ポリイミド樹脂層（Ｉ）の熱伝導率が１．０Ｗ／ｍＫ以上であり、ポリイミド樹脂
層（Ｉ）と金属層とのピール強度が０．５ｋＮ／ｍ以上である上記の金属張積層体。
５）　熱伝導率が１．０Ｗ／ｍＫ以上である上記の熱伝導性ポリイミドフィルム。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の金属張積層体及び熱伝導性ポリイミドフィルムは、上記一般式（１）で表され
る構造単位を６０モル％以上含有するポリイミド樹脂によって構成されるとともに熱伝導
性フィラーを４０～８０ｖｏｌ％の範囲内で含有するポリイミド樹脂層（ｉ）が、ポリイ
ミド樹脂層（Ｉ）又は熱伝導性ポリイミドフィルムの全体の厚みの７０％以上の厚みで存
在し、かつ、ポリイミド樹脂層（Ｉ）又は熱伝導性ポリイミドフィルムの全体のガラス転
移温度が３００℃以上であるため、熱伝導性と金属層への接着性に優れているとともに、
十分な耐熱性を有する。従って、本発明の金属張積層体及び熱伝導性ポリイミドフィルム
は、良好な放熱性が求められる電子機器、照明機器などの基板材料として好適に用いるこ
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とができる。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。まず、本発明の第１の実施の形態
として、金属張積層体について説明し、次に、本発明の第２の実施の形態として熱伝導性
ポリイミドフィルムについて説明する。
【００２１】
［第１の実施の形態］
　金属張積層体：
　本実施の形態の金属張積層体は、単層又は複数層からなるポリイミド樹脂層（Ｉ）と、
このポリイミド樹脂層（Ｉ）の片面又は両面に設けられた金属層と、を備えている。以下
、ポリイミド樹脂層（Ｉ）、金属層、金属張積層体の積層構造、金属張積層体の製造例及
び金属張積層体の物性（ピール強度）の順に説明する。
【００２２】
［ポリイミド樹脂層（Ｉ）］
　ポリイミド樹脂層（Ｉ）は、単一の層のみからなるものであっても、複数層からなるも
のであってもよいが、少なくとも、上記一般式（１）で表される構造単位を６０モル％以
上含有するポリイミド樹脂によって構成され、かつ熱伝導性フィラーを４０～８０ｖｏｌ
％の範囲内で含有するポリイミド樹脂層（ｉ）を有している。
【００２３】
＜ポリイミド樹脂層（ｉ）＞
（構成樹脂）
　ポリイミド樹脂層（ｉ）を構成するポリイミド樹脂は、一般式（１）で表される構造単
位を６０モル％以上含有することが必要であり、８０モル％以上含有することが好ましい
。一般式（１）で表される構造単位の含有量が６０モル％未満であると、耐熱性、引裂き
伝播抵抗及び金属層への接着性が低下する。
【００２４】
　一般式（１）中、Ａｒ1は芳香環を１個以上有する４価の有機基である。Ａｒ1は、ポリ
イミド原料である芳香族テトラカルボン酸の残基と見ることができるので、芳香族テトラ
カルボン酸の具体例を示すことにより、Ａｒ1が理解される。
【００２５】
　芳香族テトラカルボン酸の具体例としては、ピロメリット酸二無水物(PMDA)、3,3',4,4
'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2,2',3,3'-ベンゾフェノンテトラカルボン
酸二無水物、2,3,3',4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、ナフタレン-2,3,6,7
-テトラカルボン酸二無水物(NTCDA)、ナフタレン-1,2,5,6-テトラカルボン酸二無水物、
ナフタレン-1,2,4,5-テトラカルボン酸二無水物、ナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸
二無水物、ナフタレン-1,2,6,7-テトラカルボン酸二無水物、4,8-ジメチル-1,2,3,5,6,7-
ヘキサヒドロナフタレン-1,2,5,6-テトラカルボン酸二無水物、4,8-ジメチル-1,2,3,5,6,
7-ヘキサヒドロナフタレン-2,3,6,7-テトラカルボン酸二無水物、2,6-ジクロロナフタレ
ン-1,4,5,8-テトラカルボン酸二無水物、2,7-ジクロロナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボ
ン酸二無水物、2,3,6,7-テトラクロロナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸二無水物、1
,4,5,8-テトラクロロナフタレン-2,3,6,7-テトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ビフェ
ニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)、2,2',3,3'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物
、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3,3'',4,4''-p-テルフェニルテトラ
カルボン酸二無水物、2,2'',3,3''-p-テルフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,3,3'',
4''-p-テルフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,2-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)-
プロパン二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)-プロパン二無水物、ビス(2,3-
ジカルボキシフェニル)エーテル二無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)メタン二無
水物、ビス(3.4-ジカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフェニ
ル)スルホン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水物、1,1-ビス(2,
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3-ジカルボキシフェニル)エタン二無水物、1,1-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)エタン
二無水物、ペリレン-2,3,8,9-テトラカルボン酸二無水物、ペリレン-3,4,9,10-テトラカ
ルボン酸二無水物、ペリレン-4,5,10,11-テトラカルボン酸二無水物、ペリレン-5,6,11,1
2-テトラカルボン酸二無水物、フェナンスレン-1,2,7,8-テトラカルボン酸二無水物、フ
ェナンスレン-1, 2,6,7-テトラカルボン酸二無水物、フェナンスレン-1,2,9,10-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、ピラジン-2,3,
5,6-テトラカルボン酸二無水物、ピロリジン-2,3,4,5-テトラカルボン酸二無水物、チオ
フェン-2,3,4,5-テトラカルボン酸二無水物、4,4'-オキシジフタル酸二無水物などが挙げ
られる。これらの中でも、ポリイミド樹脂に耐熱性、寸法安定性を付与する観点から、ピ
ロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）が好ましく、これを全酸無水物成分に対して６０モル
％以上、特には８０モル％以上の割合で用いることが好ましい。
【００２６】
　また、一般式（１）で表される構造単位の原料となるジアミンとしては、２,２-ビス［
４－（４-アミノフェノキシ）フェニル］プロパン（ＢＡＰＰ）を用いることができる。
ジアミンとしてＢＡＰＰを用いることで、ポリイミド樹脂層（ｉ）に優れた接着性を付与
することができる。また、全ジアミン成分に対して６０モル％以上のＢＡＰＰと、全酸無
水物成分に対して６０モル％以上のピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）とを組み合わせ
て用いることによって、ポリイミド樹脂層（ｉ）、さらには、これを含むポリイミド樹脂
層（Ｉ）のガラス転移温度Ｔｇを高くすることが可能であり、耐熱性を向上させることが
できる。
【００２７】
　ポリイミド樹脂層（ｉ）中に含まれる、一般式（１）で表される構造単位以外の構造単
位としては、ポリイミド原料である芳香族テトラカルボン酸の残基と芳香族ジアミンの残
基とに分けて説明すると、芳香族テトラカルボン酸の残基としては、上記Ａｒ1で説明し
たものと同様な芳香族テトラカルボン酸の残基を挙げることができる。
【００２８】
　芳香族ジアミンの残基としては、次に示すような芳香族ジアミンの残基を挙げることが
できる。すなわち、4,6-ジメチル-ｍ-フェニレンジアミン、2,5-ジメチル-p-フェニレジ
アミン、2,4-ジアミノメシチレン、4,4'-メチレンジ-o-トルイジン、4,4'-メチレンジ-2,
6-キシリジン、4,4'-メチレン-2,6-ジエチルアニリン、2,4-トルエンジアミン、ｍ-フェ
ニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルプロパン、3,3'-ジア
ミノジフェニルプロパン、4,4'-ジアミノジフェニルエタン、3,3'-ジアミノジフェニルエ
タン、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、3,3'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-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フィド、4,4'-ジアミノジフェニ
ルスルホン、3,3'-ジアミノジフェニルスルホン、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エーテル、1,3-ビス（3-アミノフェノキシ）ベンゼン、1,3-ビス（
4-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、ベンジジン
、3,3'-ジアミノビフェニル、3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノビフェニル、3,3'-ジメトキ
シベンジジン、4,4'-ジアミノ-p-テルフェニル、3,3'-ジアミノ-p-テルフェニル、ビス(p
-アミノシクロヘキシル)メタン、ビス(p-β-アミノ-t-ブチルフェニル)エーテル、ビス(p
-β-メチル-δ-アミノペンチル)ベンゼン、p-ビス(2-メチル-4-アミノペンチル)ベンゼン
、p-ビス(1,1-ジメチル-5-アミノペンチル)ベンゼン、1,5-ジアミノナフタレン、2,6-ジ
アミノナフタレン、2,4-ビス(β-アミノ-t-ブチル)トルエン、2,4-ジアミノトルエン、ｍ
-キシレン-2,5-ジアミン、p-キシレン-2,5-ジアミン、ｍ-キシリレンジアミン、p-キシリ
レンジアミン、2,6-ジアミノピリジン、2,5-ジアミノピリジン、2,5-ジアミノ-1,3,4-オ
キサジアゾール、ピペラジン、2,2'-ジメチル-4,4'-ジアミノビフェニル、3,7-ジアミノ
ジベンゾフラン、1,5-ジアミノフルオレン、ジベンゾ-p-ジオキシン-2,7-ジアミン、4,4'
-ジアミノベンジルなどが挙げられる。
【００２９】
　ポリイミド樹脂層（ｉ）を構成するポリイミド樹脂を合成する場合、ジアミン、酸無水
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物はそれぞれ１種のみを使用してもよく、２種以上を併用することもできる。
【００３０】
　本発明では、ポリイミド樹脂層（ｉ）に熱伝導性フィラーを含有するため、ポリイミド
樹脂の優れた耐熱性や寸法安定性を維持しながら、その機械的強度を保持させる必要があ
る。そのような観点から、上記他のジアミンとしては、一般式（１）で表わされる構造単
位を与えるジアミンより剛直な構造を有する芳香族ジアミンが適する。有利には、ジアミ
ン成分に、例えば1,4-フェニレンジアミン、2,2'-ジメチル-4,4'-ジアミノビフェニル、2
,7-ジアミノフルオレン、3,7-ジアミノジベンゾフラン、3,8-ジアミノジベンゾピラノン
から選択される少なくとも１種のジアミンを他のジアミンとして併用することがよい。他
のジアミンの使用割合は０～４０モル％の範囲内が好ましく、０～２０モル％の範囲内が
好ましい。
【００３１】
（熱伝導フィラー）
　ポリイミド樹脂層（ｉ）中の熱伝導性フィラーの含有割合は、４０～８０ｖｏｌ％の範
囲内であることが必要であり、４５～７０ｖｏｌ％の範囲内が好ましい。熱伝導性フィラ
ーの含有割合が４０ｖｏｌ％に満たないと、回路基板等の電子部品とした際の放熱特性が
十分でなく、８０ｖｏｌ％を超えると耐折性や耐屈曲性の低下が顕著となり、また、ポリ
イミド樹脂層の強度も低下する。熱伝導性フィラーとしては、高熱伝導性のフィラーが好
ましく、具体的には、例えばアルミニウム、銅、ニッケル、シリカ、ダイヤモンド、アル
ミナ、マグネシア、ベリリア、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、炭化ケイ素
等が挙げられる。これらの中でも、シリカ、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、
窒化ケイ素及びマグネシアから選ばれる少なくとも１種類のフィラーが好ましい。ポリイ
ミド樹脂層は絶縁層として作用するので、その観点からはポリイミド樹脂層に配合される
フィラーは絶縁性であるものが適する。フィラー形状は、特に制限されるものではなく、
例えば板状（燐片状を含む）、球状、針状、棒状のいずれでも良い。また、熱伝導性フィ
ラーの含有量を高め、熱伝導性などの特性とのバランスを考慮すると異なる形状（例えば
、板状と球状、板状と針状など）のフィラーを併用することも好ましい。
【００３２】
　熱伝導性フィラーの粒子サイズは、ポリイミド樹脂層（ｉ）の厚み方向にフィラーを均
一に分散させて熱伝導性を向上させる観点から、例えば、平均粒子径が０．０１～２５μ
ｍの範囲内にあることが好ましく、１～８μｍの範囲内にあることがより好ましい。熱伝
導性フィラーの平均粒子径が０．０１μｍに満たないと、個々のフィラー内部での熱伝導
が小さくなり、結果としてポリイミド樹脂層（ｉ）の熱伝導率が向上しないばかりでなく
、粒子同士が凝集を起こしやすくなり、均一に分散させることが困難となる恐れがある。
一方、２５μｍを超えると、ポリイミド樹脂層（ｉ）への充填率が低下し、かつフィラー
界面においてポリイミド樹脂層（ｉ）が脆くなる傾向にある。
【００３３】
　なお、熱伝導フィラーとして、板状フィラーを用いる場合、本発明では、その粒子サイ
ズは平均長径ＤLで表される。板状フィラーを用いる場合、平均長径ＤLの好ましい範囲は
、例えば０．１～１５μｍの範囲内であり、特に好ましくは０．５～１０μｍの範囲内で
ある。板状フィラーとしては窒化ホウ素が好ましく使用される。平均長径ＤLが０．１μ
ｍに満たないと、熱伝導率が低く、熱膨張係数が大きくなり、形状を板状とすることの効
果が小さくなってしまう。一方、平均長径ＤLが１５μｍを超えると製膜時に配向させる
ことが困難となる。ここで、平均長径ＤLとは板状フィラーの長手直径の平均値を意味す
る。平均径はメディアン径を意味し、モード径は上記範囲内で１つのピークであることが
よく、これは球状フィラーについても同様である。
【００３４】
＜ポリイミド樹脂層（ｉｉ）＞
　ポリイミド樹脂層（Ｉ）中には、任意の層として、ポリイミド樹脂層（ｉ）以外のポリ
イミド樹脂層（ｉｉ）を含むことができる。この場合、ポリイミド樹脂層（ｉｉ）は、１
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層に限らず、２層以上であってもよい。ポリイミド樹脂層（ｉｉ）を構成するポリイミド
樹脂は、ポリイミド樹脂層（Ｉ）の熱伝導率をはじめとする物性を損なわない限り、特に
限定されるものではなく、例えば、一般式（１）で表される構造単位以外の構造単位のポ
リイミド樹脂について例示した上記芳香族テトラカルボン酸及び芳香族ジアミンを原料に
して製造できる。
【００３５】
＜ポリイミド樹脂層の厚み＞
　ポリイミド樹脂層（Ｉ）の全体厚みに対するポリイミド樹脂層（ｉ）の厚みは７０％以
上であることが必要であり、８０～１００％の範囲内が好ましい。ポリイミド樹脂層（Ｉ
）の高熱伝導率化の観点からは１００％（つまり、ポリイミド樹脂層（Ｉ）の全体がポリ
イミド樹脂層（ｉ）により構成されていること）が好ましい。ポリイミド樹脂層（ｉ）の
厚みが７０％未満であると、放熱性が十分でないばかりでなく、例えば、回路基板として
使用する場合に寸法安定性が十分でなく、耐熱性も低いものとなる。また、ポリイミド樹
脂層（Ｉ）の全体の厚みは、例えば１０～５０μｍの範囲内が好ましく、１５～４０μｍ
の範囲内がより好ましい。ポリイミド樹脂層（Ｉ）の厚みが１０μｍに満たないと、脆く
破れ易くなり、一方で５０μｍを超えると耐折性や耐屈曲性が低下する傾向にある。
【００３６】
＜ポリイミド樹脂層（Ｉ）の物性＞
　次に、ポリイミド樹脂層（Ｉ）の物性について、ガラス転移温度、熱伝導率及び引裂き
伝播抵抗を挙げて説明する。
【００３７】
（ガラス転移温度）
　ポリイミド樹脂層（Ｉ）は、その全体のガラス転移温度（Ｔｇ）が３００℃以上である
ことが好ましく、Ｔｇが３１０～３５０℃の範囲内にあることがより好ましい。ポリイミ
ド樹脂層（Ｉ）の全体のＴｇが３００℃以上であることにより、金属張積層体に十分な耐
熱性を付与できる。このように高いＴｇは、ポリイミド樹脂層（ｉ）を構成するポリイミ
ド樹脂に、一般式（１）で表される構造単位を６０モル％以上含有させるとともに、ポリ
イミド樹脂層（ｉ）の厚みを、ポリイミド樹脂層（Ｉ）の全体厚みの７０％以上とするこ
とによって実現できる。
【００３８】
（熱伝導率）
　ポリイミド樹脂層（Ｉ）は、その全体の熱伝導率が１．０Ｗ／ｍＫ以上であることが好
ましく、１．２～３．０Ｗ／ｍＫ以上であることがより好ましい。ポリイミド樹脂層（Ｉ
）の全体の熱伝導率が１．０Ｗ／ｍＫ以上であることにより、金属張積層体の放熱特性が
優れたものとなり、高温環境で使用される回路基板等への適用が可能になる。このように
優れた熱伝導率は、ポリイミド樹脂層（ｉ）への熱伝導性フィラーの添加量を４０ｖｏｌ
％以上にするとともに、ポリイミド樹脂層（ｉ）の厚みを、ポリイミド樹脂層（Ｉ）の全
体厚みの７０％以上とすることによって実現できる。ポリイミド樹脂層（ｉ）への熱伝導
性フィラーの添加量が４０ｖｏｌ％未満である場合、及び／又は、ポリイミド樹脂層（ｉ
）の厚みがポリイミド樹脂層（Ｉ）の全体厚みの７０％未満である場合には、熱伝導率が
１．０Ｗ／ｍＫ未満となり放熱特性が低下する。本実施の形態の金属張積層体では、特に
、ポリイミド樹脂層（Ｉ）の厚みに占めるポリイミド樹脂層（ｉ）の厚みの割合を１００
％とし、接着層を介在させないことによって、高い熱伝導率を得ることができる。なお、
本明細書において、特に断りがない限り、熱伝導率は、層の厚み方向の熱伝導率（λｚＴ
Ｃ）を意味する。
【００３９】
（引裂き伝播抵抗）
　ポリイミド樹脂層（Ｉ）は、引裂き伝播抵抗が０．７～１．０ｋＮ／ｍの範囲内にある
ことが好ましい。ポリイミド樹脂層（Ｉ）の引裂き伝播抵抗が０．７ｋＮ／ｍに満たない
と回路基板にする際の加工時に樹脂が裂けたり、割れを生じる恐れがある。ポリイミド樹
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脂層（Ｉ）の引裂き伝播抵抗が１．０ｋＮ／ｍを超えるとポリイミド樹脂層（Ｉ）の熱膨
張係数が大きくなり、寸法安定性が悪化する傾向にある。ポリイミド樹脂層（Ｉ）の引裂
き伝播抵抗を０．７～１．０ｋＮ／ｍの範囲内にするためには、ポリイミド樹脂層（ｉ）
における熱伝導性フィラーの種類や含有量を上記した適正範囲するとともに、一般式（１
）で表される構造単位を６０モル％以上含有させることがよい。
【００４０】
　なお、ポリイミド樹脂層（Ｉ）、（ｉ）、（ｉｉ）中には、上記物性を損なわない限り
において、例えば加工助剤、抗酸化剤、光安定剤、難燃剤、帯電防止剤、界面活性剤、分
散剤、沈降防止剤、熱安定剤、紫外線吸収剤、熱伝導性以外の有機もしくは無機フィラー
などの任意成分を含むことができる。また、ポリイミド樹脂層（Ｉ）は、ポリイミド樹脂
層（ｉ）以外のポリイミド樹脂層（ｉｉ）に、熱伝導性フィラーを含有していてもよい。
【００４１】
［金属層］
　本実施の形態の金属張積層体において導体層となる金属層としては、例えば銅、アルミ
ニウム、鉄、銀、パラジウム、ニッケル、クロム、モリブデン、タングステン、亜鉛及び
それらの合金等の導電性金属箔を挙げることができ、これらの中でも銅箔又は銅を９０％
以上含む合金銅箔が好ましく用いられる。金属層の好ましい厚み範囲は、金属張積層体の
用途によって異なり、例えば金属層が放熱基板のベース基板となる場合には、１００μｍ
～３ｍｍの範囲内が好ましい。また、フレキシブル回路基板として用いる場合には、例え
ば５～７５μｍの範囲内が好ましく、８～３５μｍの範囲内がより好ましい。
【００４２】
［金属張積層体の積層構造］
　本実施の形態の金属張積層体は、単層又は複数層からなるポリイミド樹脂層（Ｉ）と、
このポリイミド樹脂層（Ｉ）の片面又は両面に設けられた金属層と、を備え、ポリイミド
樹脂層（ｉ）の厚みをポリイミド樹脂層（Ｉ）の全体厚みの７０％以上とするものである
。金属張積層体を構成するポリイミド樹脂層（Ｉ）中には、２層以上のポリイミド樹脂層
（ｉ）を設けてもよい。ただし、層を増やすことは工程数の増加につながるため、ポリイ
ミド樹脂層（Ｉ）中に、１層のポリイミド樹脂層（ｉ）を設けることが好ましい。この場
合、ポリイミド樹脂層（Ｉ）の全体をポリイミド樹脂層（ｉ）により形成することがより
好ましい。すなわち、金属張積層体は、ポリイミド樹脂層（Ｉ）としてのポリイミド樹脂
層（ｉ）の片面又は両面に金属層を設けた積層構造であることによって、最も優れた熱伝
導性が得られる。
【００４３】
　また、ポリイミド樹脂層（Ｉ）中のポリイミド樹脂層（ｉ）の少なくとも一方の面が金
属層と直接接するように金属層を配することが好ましい。ポリイミド樹脂層（Ｉ）の両面
に金属層を設ける場合は、ポリイミド樹脂層（ｉ）の両側に直接金属層を配してもよく、
また、ポリイミド樹脂層（ｉ）の片側に金属層を配し、もう片側に別のポリイミド樹脂層
（ｉｉ）を設けてもよい。
【００４４】
［金属張積層体の製造例］
　上記ポリイミド樹脂層（ｉ）は、ポリイミド樹脂の前駆体であるポリアミド酸溶液を、
適当な支持体上に直接塗布し、乾燥及び硬化させることによって形成することができる。
この場合、ポリイミド樹脂層（ｉ）の上に、さらに同様の方法で、ポリイミド樹脂層（ｉ
ｉ）を積層形成してもよい。ここで、支持体として放熱基板や回路基板の導体層となる上
記した銅箔等の金属箔を用いれば、金属層と、少なくともポリイミド樹脂層（ｉ）を有す
るポリイミド樹脂層（Ｉ）と、を備えた金属張積層体とすることができる。
【００４５】
　支持体へのポリアミド酸溶液の塗布は、公知の方法で行うことができ、例えば、バーコ
ード方式、グラビアコート方式、ロールコート方式、ダイコート方式等から適宜選択して
採用することができる。
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【００４６】
　本発明をよりわかりやすく説明するために、ポリイミド樹脂層（Ｉ）の片面に金属層を
有する金属張積層体の製造例を示す。ここでは、ポリイミド樹脂層（Ｉ）が、１層のポリ
イミド樹脂層（ｉ）のみにより構成される場合を例に挙げて説明する。まず、金属張積層
体の金属層を構成する銅箔などの金属箔を準備する。この金属箔上に熱伝導性フィラー入
りのポリイミド樹脂層（ｉ）を形成するためのポリアミド酸溶液を塗布し、例えば１４０
℃以下の温度で乾燥し一定量の溶媒を除去する。その後、更に高温で熱処理してポリアミ
ド酸をイミド化し、ポリイミド樹脂層（Ｉ）の片面に金属層を有する金属張積層体とする
。ここで、イミド化のための熱処理は、例えば１３０～３６０℃の範囲内の加熱温度で、
段階的に１５～６０分程度の時間をかけて行うことが好ましい。
【００４７】
　また、上記熱伝導性フィラーを含有するポリアミド酸溶液の調製は、例えば、予め重合
して得られた溶媒を含むポリアミド酸溶液に熱伝導性フィラーを一定量添加し、攪拌装置
などで分散させることで調製する方法や、溶媒中に熱伝導性フィラーを分散させながらジ
アミンと酸無水物を添加して重合を行い調製する方法が挙げられる。ここで、ポリアミド
酸は、芳香族ジアミン成分と芳香族テトラカルボン酸二無水物成分とを実質的に等モル使
用し、溶媒中で重合する公知の方法によって製造することができる。すなわち、例えば窒
素気流下でＮ,Ｎ－ジメチルアセトアミドなどの溶媒に上記芳香族ジアミン成分を溶解さ
せた後、芳香族テトラカルボン酸二無水物を加えて、室温で３時間程度反応させることに
よりポリアミド酸が得られる。ポリイミド樹脂層（ｉ）を形成する目的に適したポリアミ
ド酸の好ましい重合度は、その粘度範囲で表したとき、例えば溶液粘度が５～２，０００
Ｐの範囲内であることが好ましく、２００～３００Ｐの範囲内がより好ましい。上記粘度
範囲であれば、熱伝導性フィラーを配合しても均一な分散状態に保つことができる。溶液
粘度の測定は、恒温水槽付のコーンプレート式粘度計によって行うことができる。なお、
上記溶媒には、Ｎ,Ｎ－ジメチルアセトアミドの他、ｎ-メチルピロリジノン、２-ブタノ
ン、ジグライム、キシレン等が挙げられ、これらを１種若しくは２種以上併用して使用す
ることもできる。
【００４８】
［金属張積層体の物性（ピール強度）］
　本実施の形態の金属張積層体において、ポリイミド樹脂層（Ｉ）と金属層とのピール強
度は、例えば０．５ｋＮ／ｍ以上であることが好ましく、０．７～１．８ｋＮ／ｍの範囲
内であることがより好ましい。このような高いピール強度は、ポリイミド樹脂層（ｉ）中
に含まれる一般式（１）で表される構造単位の比率によって制御できる。ポリイミド樹脂
層（ｉ）中に含まれる一般式（１）で表される構造単位が６０モル％未満であると金属層
とのピール強度が０．５ｋＮ／ｍ未満となって金属層との密着力が不足する。また、ポリ
イミド樹脂層（ｉ）が破れやすくなるため、うまく加工できないなどの諸問題が発生しや
すくなる。
【００４９】
　以上のように、本実施の形態の金属張積層体では、熱伝導性フィラーの種類や含有量を
適正範囲にし、また、使用するポリイミド原料を選択するとともに、ポリイミド樹脂層（
Ｉ）におけるポリイミド樹脂層（ｉ）の厚み比率を適正な範囲に設定している。これによ
って、接着層を介在させなくても金属層とポリイミド樹脂層（Ｉ）との実用的接着強度を
有しており、ポリイミド樹脂層（Ｉ）全体のガラス転移温度が３００℃以上で十分な耐熱
性を有し、かつ熱伝導性に優れた金属張積層体が得られる。したがって、本実施の形態の
金属張積層体は、例えば放熱基板や回路基板等の用途で使用するために適したものである
。
【００５０】
［第２の実施の形態］
　熱伝導性ポリイミドフィルム：
　本実施の形態の熱伝導性ポリイミドフィルムは、単層又は複数層から構成され、熱伝導
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性ポリイミドフィルムの全体の厚みの７０％以上の厚みを有するポリイミド樹脂層（ｉ）
を有しており、かつ、熱伝導性ポリイミドフィルム全体のガラス転移温度が３００℃以上
である。ここで、ポリイミド樹脂層（ｉ）は、第１の実施の形態におけるポリイミド樹脂
層（ｉ）と同様の構成である。すなわち、本実施の形態のポリイミド樹脂層（ｉ）は、上
記一般式（１）で表される構造単位を６０モル％以上（好ましくは８０モル％以上）含有
するポリイミド樹脂によって構成されるとともに、熱伝導性フィラーを４０～８０ｖｏｌ
％（好ましくは４５～７０ｖｏｌ％）の範囲内で含有するものである。本実施の形態のポ
リイミド樹脂層（ｉ）を構成する樹脂や熱伝導性フィラーは、第１の実施の形態で説明し
たものを使用できる。
【００５１】
　また、本実施の形態の熱伝導性ポリイミドフィルムは、その全体がポリイミド樹脂層（
ｉ）によって構成されていてもよいし、ポリイミド樹脂層（ｉ）以外に、第１の実施の形
態と同様のポリイミド樹脂層（ｉｉ）を備えていてもよい。
【００５２】
　また、本実施の形態の熱伝導性ポリイミドフィルムは、その全体の熱伝導率が１．０Ｗ
／ｍＫ以上であることが好ましく、１．２～３．０Ｗ／ｍＫ以上であることがより好まし
い。さらに、熱伝導性ポリイミドフィルムは、引裂き伝播抵抗が４～３０ｍＮの範囲内に
あることが好ましい。このように、本実施の形態の熱伝導性ポリイミドフィルムは、金属
層と張り合わされていない点を除き、上記第１の実施の形態で説明したポリイミド樹脂層
（Ｉ）と同様の構造及び物性を有している。そして、熱伝導性ポリイミドフィルムは、第
１の実施の形態の金属張積層体におけるポリイミド樹脂層（Ｉ）と同様にして製造できる
。
【００５３】
　本実施の形態の熱伝導性ポリイミドフィルムは、金属層に対して実用的接着強度を有し
ており、ガラス転移温度が３００℃以上で十分な耐熱性を有し、かつ熱伝導性に優れてい
る。この熱伝導性ポリイミドフィルムは、接着層を介在させなくても、金属層と張り合わ
せることができる。つまり、熱伝導性ポリイミドフィルムは、その片面又は両面に、接着
層を必要とせずに金属層と直接張り合わせることが可能な粘着性貼着面を備えている。し
たがって、本実施の形態の熱伝導性ポリイミドフィルムは、例えば放熱基板や回路基板等
の用途で金属層に積層して使用するために適したフィルムである。
【００５４】
　本実施の形態の熱伝導性ポリイミドフィルムの他の構成及び効果は、第１の実施の形態
の金属張積層体におけるポリイミド樹脂層（Ｉ）と同様であるため説明を省略する。
【実施例】
【００５５】
　以下、実施例に基づいて本発明の内容を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例
の範囲に限定されるものではない。
【００５６】
　本実施例に用いた略号は以下の化合物を示す。
ｍ－ＴＢ：２,２’－ジメチル－４,４’－ジアミノビフェニル
ＴＰＥ－Ｒ：１,３－ビス(４－アミノフェノキシ)ベンゼン
ＢＡＰＰ：２,２-ビス［４－（４-アミノフェノキシ）フェニル］プロパン
ＰＭＤＡ：ピロメリット酸二無水物
ＢＰＤＡ：３,３’４,４’－ビフェニルテトラカルボン酸
ＤＳＤＡ：３,３’４,４’－ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物
ＤＭＡｃ：Ｎ,Ｎ－ジメチルアセトアミド
【００５７】
　また、実施例において評価した各特性については、下記評価方法に従った。
【００５８】
[粘度の測定]
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　ポリアミド酸溶液の粘度は、恒温水槽付のコーンプレート式粘度計（トキメック社製）
にて、２５℃で測定した。
【００５９】
［銅箔引剥し強度（ピール強度）］
　積層体の銅箔層を幅１．０ｍｍ、長さ１８０ｍｍの長矩形にパターンエッチングし、そ
のパターンが中央になるように、幅２０ｍｍ、長さ２００ｍｍに試験片を切り抜き、ＩＰ
Ｃ－ＴＭ－６５０．２．４．１９（東洋精機製）により１８０°引剥し試験を行った。
【００６０】
［厚み方向熱伝導率（λzＴＣ）］
　ポリイミドフィルムを３０ｍｍ×３０ｍｍのサイズに切り出し、周期加熱法による厚み
方向の熱拡散率（アルバック理工製ＦＴＣ－１装置）、ＤＳＣによる比熱、水中置換法に
よる密度をそれぞれ測定し、これらの結果をもとに熱伝導率（Ｗ／ｍ・Ｋ）を算出した。
【００６１】
［熱膨張係数（ＣＴＥ）］
　３ｍｍ×１５ｍｍのサイズのポリイミドフィルムを、熱機械分析(ＴＭＡ)装置（セイコ
ーインスツル社製）にて５gの荷重を加えながら一定の昇温速度（２０℃/ｍｉｎ）で３０
℃から２６０℃の温度範囲で引張り試験を行い、温度に対するポリイミドフィルムの伸び
量から熱膨張係数（ｐｐｍ／Ｋ）を測定した。
【００６２】
［ガラス転移温度(Ｔｇ)］
　ポリイミドフィルム（１０ｍｍ×２２．６ｍｍ）を動的熱器械分析装置（ティー・エイ
・インスツルメント社製）にて２０℃から５００℃まで５℃／分で昇温させたときの動的
粘弾性を測定し、ガラス転移温度（tanδ極大値：℃）を求めた。
【００６３】
［引裂き伝播抵抗（伝播抵抗）］
　６３．５ｍｍ×５０ｍｍのポリイミドフィルムを試験片とし、試験片に長さ１２．７ｍ
ｍの切り込みを入れ、東洋精機製の軽荷重引裂き試験機を用い測定した。
【００６４】
合成例１
　ポリアミド酸Ａを合成するため、攪拌装置を備えた５００ｍlセパラブルフラスコ中の
２５５ｇのＤＭＡｃに、２８．９ｇのＢＡＰＰを窒素気流下で攪拌しながら加えて溶解さ
せた後、攪拌を維持したまま、１．０７ｇのＢＰＤＡと１５．０３ｇのＰＭＤＡを加えた
。その後、室温で３．５時間攪拌を続けて重合反応を行い、ポリイミド前駆体となるポリ
アミド酸Ａの粘稠な溶液を得た。
【００６５】
合成例２
　ポリアミド酸Ｂを合成するため、攪拌装置を備えた５００ｍlセパラブルフラスコ中の
２５５ｇのＤＭＡｃに、１９．１１ｇのｍ－ＴＢと２．９２ｇのＴＰＥ－Ｒを窒素気流下
で攪拌しながら加えて溶解させた後、攪拌を維持したまま、５．７９ｇのＢＰＤＡと１７
．１７ｇのＰＭＤＡを加えた。その後、室温で３．５時間攪拌を続けて重合反応を行い、
ポリイミド前駆体となるポリアミド酸Ｂの粘稠な溶液を得た。
【００６６】
合成例３
　ポリアミド酸Ｃを合成するため、攪拌装置を備えた５００ｍlセパラブルフラスコ中の
２５５ｇのＤＭＡｃに、２２．２５ｇのＴＰＥ－Ｒを窒素気流下で攪拌しながら加えて溶
解させた後、攪拌を維持したまま、１６．１８ｇのＤＳＤＡと６．５７ｇのＰＭＤＡを加
えた。その後、室温で３．５時間攪拌を続けて重合反応を行い、ポリイミド前駆体となる
ポリアミド酸Ｃの粘稠な溶液を得た。
【００６７】
　上記各合成例によって得られたポリアミド酸の粘度とこれらポリアミド酸から得られた
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ポリイミド樹脂のガラス転移温度（Ｔｇ）を表１に示す。
【００６８】
【表１】

【００６９】
実施例１
　合成例１にて得られたポリアミド酸Ａの溶液に平均粒子径１．１μｍの球状窒化アルミ
ニウムフィラーを添加し、均一になるまで遠心攪拌機で混合し、熱伝導性フィラーを５０
ｖｏｌ％含有するポリアミド酸溶液イとした。次に、厚み１８μｍの銅箔（圧延銅箔、Ｒ
ｚ＝０．７μｍ）上に、ポリアミド酸溶液イを硬化後の厚みが２５μｍとなるように塗布
し、１２０℃で加熱乾燥し溶剤を除去した。その後、１３０～３６０℃の温度範囲で、段
階的に３０分かけて昇温加熱して、金属張積層体Ｍ１を作製した。なお、このときの銅箔
上のポリイミド樹脂層の厚みは２５μｍであった。金属張積層体Ｍ１におけるポリイミド
樹脂層の特性を評価するために銅箔をエッチング除去してポリイミドフィルムｍ１を作製
し、ＣＴＥ、熱伝導率、引裂き伝播抵抗をそれぞれ評価した。また、金属張積層体Ｍ１の
ポリイミド樹脂層と銅箔とのピール強度を評価した。結果を表２に示す。
【００７０】
実施例２
　合成例１にて得られたポリアミド酸樹脂Ａに平均粒径１．１μｍの球状窒化アルミニウ
ムフィラーと平均長径２．２μｍの板状窒化ホウ素フィラーを添加し、均一になるまで遠
心攪拌機で混合し、熱伝導性フィラーを５５ｖｏｌ％（球状窒化アルミニウムフィラー：
板状窒化ホウ素フィラー＝９：１）含有するポリアミド酸溶液ロとした。その後は実施例
１と同様にして、金属張積層体Ｍ２を作製した。なお、このときの銅箔上のポリイミド樹
脂層の厚みは２５μｍであった。金属張積層体におけるポリイミド樹脂層の特性を評価す
るために銅箔をエッチング除去してポリイミドフィルムｍ２を作製し、ＣＴＥ、熱伝導率
、引裂き伝播抵抗をそれぞれ評価した。また、金属張積層体のポリイミド樹脂層と銅箔と
のピール強度を評価した。結果を表２に示す。
【００７１】
実施例３
　合成例１にて得られたポリアミド酸樹脂Ａの溶液に平均粒径１．１μｍの球状窒化アル
ミニウムフィラーを添加し、均一になるまで遠心攪拌機で混合し、熱伝導性フィラーを５
０ｖｏｌ％含有するポリアミド酸溶液ハとした。また、合成例１にて得られたポリアミド
酸樹脂Ａに平均粒径１．１μｍの球状窒化アルミニウムフィラーを添加し、均一になるま
で遠心攪拌機で混合し、熱伝導性フィラーを２０ｖｏｌ％含有するポリアミド酸溶液ニと
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した。次に、厚み１８μｍの銅箔（圧延銅箔、Ｒｚ＝０．７μｍ）上に、ポリアミド酸樹
脂ハの溶液を硬化後の厚みが２０μｍとなるように塗布し、１２０～１４０℃で加熱乾燥
し溶剤を除去した。次に、その上にポリアミド酸樹脂ニの溶液を硬化後の厚みが５μｍと
なるように塗布し、１２０℃で加熱乾燥し溶剤を除去した。その後、１３０～３６０℃の
温度範囲で、段階的に３０分かけて昇温加熱して、銅箔上に２層のポリイミド樹脂層から
なる金属張積層体Ｍ３を作製した。なお、銅箔上のポリイミド樹脂層の厚みは、銅箔側か
ら塗布されたポリアミド酸溶液ハ／ニの順に２０μｍ／５μｍであった。金属張積層体に
おけるポリイミド樹脂層の特性を評価するために銅箔をエッチング除去してポリイミドフ
ィルムｍ３を作製し、ＣＴＥ、熱伝導率、引裂き伝播抵抗をそれぞれ評価した。また、金
属張積層体のポリイミド樹脂層と銅箔とのピール強度を評価した。結果を表２に示す。
【００７２】
実施例４
　実施例３と全く同様にして、銅箔上に２層のポリイミド樹脂層からなる金属張積層体Ｍ
３を作製した。次に、金属張積層体の樹脂面に厚み１８μmの銅箔（圧延銅箔、Ｒｚ＝０
．７μｍ）をバッチプレスにて温度３８５℃で積層し、両面金属張積層体Ｍ３’を作製し
た。両面金属張積層体におけるポリイミド樹脂層の特性を評価するために銅箔をエッチン
グ除去してポリイミドフィルムｍ３’を作製し、ＣＴＥ、熱伝導率、引裂き伝播抵抗をそ
れぞれ評価した。また、両面金属張積層体のポリイミド樹脂層と銅箔とのピール強度をそ
れぞれ評価した。結果を表２に示す。
【００７３】
実施例５
　合成例１にて得られたポリアミド酸樹脂Ａに平均粒径１．５μｍの球状アルミナフィラ
ーを添加し、均一になるまで遠心攪拌機で混合し、熱伝導性フィラーを５０ｖｏｌ％含有
するポリアミド酸溶液ホとした。その後は実施例１と同様にして、金属張積層体Ｍ４を作
製した。なお、このときの銅箔上のポリイミド樹脂層の厚みは２５μｍであった。金属張
積層体におけるポリイミド樹脂層の特性を評価するために銅箔をエッチング除去してポリ
イミドフィルムｍ４を作製し、ＣＴＥ、熱伝導率、引裂き伝播抵抗をそれぞれ評価した。
また、金属張積層体のポリイミド樹脂層と銅箔とのピール強度を評価した。結果を表２に
示す。
【００７４】
実施例６
　合成例１にて得られたポリアミド酸樹脂Ａに平均粒径１．５μｍの球状アルミナフィラ
ーと平均長径２．２μｍの板状窒化ホウ素フィラーを添加し、均一になるまで遠心攪拌機
で混合し、熱伝導性フィラーを５５ｖｏｌ％（球状アルミナフィラー：板状窒化ホウ素フ
ィラー＝９：１）含有するポリアミド酸溶液ヘとした。その後は実施例１と同様にして、
金属張積層体Ｍ５を作製した。なお、このときの銅箔上のポリイミド樹脂層の厚みは２５
μｍであった。金属張積層体におけるポリイミド樹脂層の特性を評価するために銅箔をエ
ッチング除去してポリイミドフィルムｍ５を作製し、ＣＴＥ、熱伝導率、引裂き伝播抵抗
、をそれぞれ評価した。また、金属張積層体のポリイミド樹脂層と銅箔とのピール強度を
評価した。結果を表２に示す。
【００７５】
比較例１
　合成例１にて得られたポリアミド酸樹脂Ａに平均粒径１．１μｍの球状窒化アルミニウ
ムフィラーを添加し、均一になるまで遠心攪拌機で混合し、熱伝導性フィラーを３０ｖｏ
ｌ％含有するポリアミド酸溶液トとした。その後は実施例１と同様にして、金属張積層体
Ｍ６を作製した。なお、このときの銅箔上のポリイミド樹脂層の厚みは２５μｍであった
。金属張積層体におけるポリイミド樹脂層の特性を評価するために銅箔をエッチング除去
してポリイミドフィルムｍ６を作製し、ＣＴＥ、熱伝導率、引裂き伝播抵抗をそれぞれ評
価した。また、金属張積層体のポリイミド樹脂層と銅箔とのピール強度を評価した。結果
を表２に示す。
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【００７６】
比較例２
　合成例１にて得られたポリアミド酸樹脂Ａに平均粒径１．１μｍの球状窒化アルミニウ
ムフィラーを添加し、均一になるまで遠心攪拌機で混合し、熱伝導性フィラーを９０ｖｏ
ｌ％含有するポリアミド酸溶液チとした。その後は実施例１と同様にして、金属張積層体
Ｍ７を作製した。なお、このときの銅箔上のポリイミド樹脂層の厚みは２５μｍであった
。ところが、金属張積層体におけるポリイミド樹脂層の特性を評価するために銅箔をエッ
チング除去してポリイミドフィルムｍ７を作製したところ、フィルムが脆いため、ＣＴＥ
、熱伝導率、引裂き伝播抵抗の測定を実施することはできなかった。
【００７７】
比較例３
合成例２にて得られたポリアミド酸樹脂Ｂに平均粒径１．１μｍの球状窒化アルミニウム
フィラーを添加し、均一になるまで遠心攪拌機で混合し、熱伝導性フィラーを５０ｖｏｌ
％含有するポリアミド酸溶液リとした。その後は実施例１と同様にして、金属張積層体Ｍ
８を作製した。なお、このときの銅箔上のポリイミド樹脂層の厚みは２５μｍであった。
金属張積層体におけるポリイミド樹脂層の特性を評価するために銅箔をエッチング除去し
てポリイミドフィルムｍ８を作製し、ＣＴＥ、熱伝導率、引裂き伝播抵抗をそれぞれ評価
した。また、金属張積層体のポリイミド樹脂層と銅箔とのピール強度を評価した。結果を
表２に示す。
【００７８】
比較例４
合成例３にて得られたポリアミド酸樹脂Ｃに平均粒径１．１μｍの球状窒化アルミニウム
フィラーを添加し、均一になるまで遠心攪拌機で混合し、熱伝導性フィラーを５０ｖｏｌ
％含有するポリアミド酸溶液ヌとした。その後は実施例１と同様にして、金属張積層体Ｍ
９を作製した。なお、このときの銅箔上のポリイミド樹脂層の厚みは２５μｍであった。
金属張積層体におけるポリイミド樹脂層の特性を評価するために銅箔をエッチング除去し
てポリイミドフィルムｍ９を作製し、ＣＴＥ、熱伝導率、引裂き伝播抵抗をそれぞれ評価
した。また、金属張積層体のポリイミド樹脂層と銅箔とのピール強度を評価した。結果を
表２に示す。
【００７９】
【表２】

【００８０】
（実施例・比較例の評価）
　表２に示す結果から、実施例１～６の金属張積層体は、いずれも、厚み方向熱伝導率（
λｚＴＣ）が１．０(Ｗ/ｍＫ)以上、ガラス転移温度（Ｔｇ）が３００℃以上、引裂き伝
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Ｎ／ｍ以上であった。従って、実施例１～６の金属張積層体は、ポリイミド樹脂層の熱伝
導性に優れ、しかも、耐熱性、機械強度及び金属層に対する接着性も良好で、これらの特
性をバランスよく備えていた。これは、実施例１～６の金属張積層体が、上記一般式（１
）で表される構造単位を６０モル％以上含有し、熱伝導性フィラーを４０～８０ｖｏｌ％
の範囲内で含有するポリイミド樹脂層を、ポリイミド樹脂層全体の厚みの７０％以上の厚
みで備えていたためである。
【００８１】
　それに対して、熱伝導性フィラーの配合量が４０ｖｏｌ％を下回る比較例１では、引裂
き伝播抵抗は大きいものの、厚み方向熱伝導率が十分でなく、また熱膨張係数が大きいこ
とから、回路基板に求められる寸法安定性に劣ることが懸念された。また、熱伝導性フィ
ラーの配合量が８０ｖｏｌ％を超える比較例２では、ポリイミド樹脂層が著しく脆弱で諸
特性の評価が不能であり、実用性を欠くものであった。さらに、一般式（１）で表される
構造単位を含まないポリイミド樹脂を使用した比較例３、４では、熱伝導性は優れていた
が、比較例３は引裂伝播抵抗及びピール強度が劣っており、比較例４は耐熱性及び引裂伝
播抵抗の点で満足のいく特性が得られなかった。
【００８２】
　本発明によれば、熱伝導性に優れ、十分な耐熱性と金属層への接着性を有する金属張積
層体及び熱伝導性ポリイミドフィルムを提供することができる。本発明の金属張積層体及
び熱伝導性ポリイミドフィルムは、良好な放熱性を示し、金属層との接着性にも優れるこ
とから、これらの特性が求められる携帯電話や、ノートパソコンなどの小型電子機器、Ｌ
ＥＤ照明機器などにおける放熱基板や回路基板等の用途に好適に用いることができる。
【００８３】
　以上、本発明の実施の形態を例示の目的で詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態
に制約されることはない。
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