
JP 2012-52045 A 2012.3.15

10

(57)【要約】
【課題】末端にケイ素原子結合アリール基とアルケニル基を有する低ガス透過性を示す光
半導体封止用シリコーン樹脂組成物を提供し、信頼性の高い光半導体装置を提供する。
【解決手段】(Ａ)平均組成式(１)で示され、１分子中に２個以上のアルケニル基を含有す
るオルガノポリシロキサン、
　　(Ｒ1ＳｉＯ3/2)a(Ｒ

2
2ＳｉＯ)b(Ｒ

1Ｒ2Ｒ3ＳｉＯ1/2)c　　　(１)
(Ｒ1はアリール基、Ｒ2は１価炭化水素基、Ｒ3はアルケニル基、ａは０．３～０．９、ｂ
は０～０．５、ｃは０．０５～０．７の正数、ａ＋ｂ＋ｃ＝１．０)
(Ｂ)平均組成式(２)で示され、１分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素原子を含
有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン、
　　Ｒ1

dＲ
2
eＨfＳｉＯ(4-d-eーf)/2　　　(２)

(Ｒ1、Ｒ2は上記と同じ、ｄは０．６～１．５、ｅは０～０．５、ｆは０．４～１．０の
正数、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１．０～２．５)
(Ｃ)付加反応用触媒
を含有してなる低ガス透過性シリコーン樹脂組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）下記平均組成式（１）で示され、１分子中に２個以上のアルケニル基を含有する
オルガノポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０～９５質量部、
　　（Ｒ1ＳｉＯ3/2）a（Ｒ2

2ＳｉＯ）b（Ｒ1Ｒ2Ｒ3ＳｉＯ1/2）c　　　（１）
（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、Ｒ3は炭素数２～８のアルケニル基であり
、ａは０．３～０．９、ｂは０～０．５、ｃは０．０５～０．７の正数であり、但しａ＋
ｂ＋ｃ＝１．０である。）
（Ｂ）下記平均組成式（２）で示され、１分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素
原子を含有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン　　　　０．０１～４０質量部、
　　Ｒ1

dＲ
2
eＨfＳｉＯ(4-d-eーf)/2　　　（２）

（式中、Ｒ1、Ｒ2は上記と同じであり、ｄは０．６～１．５、ｅは０～０．５、ｆは０．
４～１．０の正数であり、但しｄ＋ｅ＋ｆ＝１．０～２．５である。）
（Ｃ）付加反応用触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　触媒量
を含有してなることを特徴とする低ガス透過性シリコーン樹脂組成物。
【請求項２】
　（Ａ）成分中のアルケニル基１モルあたり（Ｂ）成分中のＳｉＨ基が０．４～４．０モ
ルとなる量の（Ｂ）成分を含有する請求項１に記載のシリコーン樹脂組成物。
【請求項３】
　（Ｂ）成分の５０～１００質量％が、下記一般式（３）で示されるものである請求項１
又は２に記載のシリコーン樹脂組成物。
【化１】

（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、ｎは１以上の整数である。）
【請求項４】
　更に、（Ａ’）下記一般式（４）で示されるオルガノポリシロキサンを（Ａ）及び（Ｂ
）成分の合計１００質量部に対し、０．０１～５０質量部含む請求項１～３のいずれか１
項に記載のシリコーン樹脂組成物。
【化２】

（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、Ｒ4は独立にＲ1と同じ又は異なる、非置換
もしくは置換の１価炭化水素基である。ｇは１、２又は３の整数であり、ｘ、ｙ及びｚは
０又は正の整数であり、但し、１≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１，０００を満足する数であり、ｘ又は
ｙの少なくとも１つは１以上である。）
【請求項５】
　更に、（Ｄ）接着付与剤を含む請求項１～４のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組
成物。
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【請求項６】
　更に、（Ｅ）縮合触媒を含む請求項１～５のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成
物。
【請求項７】
　更に、（Ｆ）無機質充填剤を含む請求項１～６のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂
組成物。
【請求項８】
　厚さ１ｍｍの硬化物の水蒸気透過率が１５ｇ／ｍ2・ｄａｙ以下である請求項１～７の
いずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成物。
【請求項９】
　光半導体素子の封止用である請求項１～８のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成
物。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成物の硬化物で光半導体素子が
封止された光半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光半導体素子の封止材として有用な低ガス透過性シリコーン樹脂組成物、及
び当該組成物を使用した光半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、光の強度が強く発熱が大きい高輝度ＬＥＤが商品化され、液晶テレビや携帯電話
のＢＬＵ以外にも、一般照明などにも幅広く使用されるようになってきた。特開２０１０
－１３３５号公報（特許文献１）には、フェニル系シリコーン樹脂にエポキシ系シリコー
ンを加え、接着性を向上させることで耐熱性、耐光安定性、耐候性に優れた封止材を提供
できる旨の記載がある。また、特表２００９－５２７６２２号公報（特許文献２）は、Ｌ
ＥＤの寿命を長くするために有用なフェニル系レジンと直鎖状フェニル系ハイドロジェン
オリゴオルガノシロキサンから構成されるシリコーン樹脂組成物を記載している。
【０００３】
　ＬＥＤのパッケージには、リードフレームと呼ばれる銅板の上に銀メッキされたものを
用いる。しかし、硫黄分が発生する使用条件下で、シリコーン樹脂により封止されたＬＥ
Ｄを放置すると、シリコーン樹脂のガス透過性が高いため、銀表面が硫化銀となり、黒色
に変色することが知られている。リードフレームが黒色化することでＬＥＤの輝度が低下
することも分かっているため、封止樹脂の低ガス透過性が求められている。しかし、上記
シリコーン樹脂は、耐光性、耐熱変色性、耐衝撃性に優れる一方で、フェニル系シリコー
ン樹脂へエポキシ基などを添加して接着性を向上させても、またフェニル系レジンと直鎖
状フェニル系ハイドロジェンオリゴオルガノシロキサンとを組み合わせてある程度の信頼
性を有する樹脂を用いても、硫化試験では、シリコーン樹脂の中でもガス透過性の低いと
言われるフェニル系シリコーン樹脂であっても、なお、変色してしまうということが分か
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１３３５号公報
【特許文献２】特表２００９－５２７６２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、従来のフェニル系シリコーン樹脂を用いた
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組成物よりも低いガス透過性を示す光半導体封止用のシリコーン樹脂組成物、及び当該組
成物を使用した信頼性の高い光半導体装置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】
【０００６】
　本発明者らは、上記目的を達成するために種々検討を行った結果、末端ケイ素原子にア
ルケニル基と共にアリール基を有する三次元網状構造のオルガノポリシロキサンを用いた
付加反応硬化型シリコーン樹脂組成物の硬化物は、付加反応末端のシルエチレン結合のそ
ばにアリール基が存在するため、一般的な末端単位が（Ｍｅ2ＶｉＳｉＯ1/2）単位などで
あるフェニルシリコーン樹脂よりも、ポリマー構造が非常に密な状態になり、ガス透過性
が低い値を示すことを知見した。また、該シリコーン樹脂組成物は、従来のシリコーン樹
脂組成物の特徴を損なうことなく、熱や光により非常に負荷がかかるＬＥＤパッケージの
ＬＥＤチップの端や、リードフレームの根元などでのクラックの発生を防止することが可
能になり、高い信頼性を示し、得られる硬化物の変色を抑制できることを見出した。更に
、該シリコーン樹脂組成物の硬化物で光半導体素子（高輝度ＬＥＤ等）を封止することに
より、耐変色性、耐衝撃性などの耐久性に優れた光半導体装置を提供できることを見出し
、本発明をなすに至った。
【０００７】
　従って、本発明は、下記に示す低ガス透過性シリコーン樹脂組成物及び光半導体装置を
提供する。
請求項１：
　（Ａ）下記平均組成式（１）で示され、１分子中に２個以上のアルケニル基を含有する
オルガノポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０～９５質量部、
　　（Ｒ1ＳｉＯ3/2）a（Ｒ2

2ＳｉＯ）b（Ｒ1Ｒ2Ｒ3ＳｉＯ1/2）c　　　（１）
（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、Ｒ3は炭素数２～８のアルケニル基であり
、ａは０．３～０．９、ｂは０～０．５、ｃは０．０５～０．７の正数であり、但しａ＋
ｂ＋ｃ＝１．０である。）
（Ｂ）下記平均組成式（２）で示され、１分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素
原子を含有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン　　　　０．０１～４０質量部、
　　Ｒ1

dＲ
2
eＨfＳｉＯ(4-d-eーf)/2　　　（２）

（式中、Ｒ1、Ｒ2は上記と同じであり、ｄは０．６～１．５、ｅは０～０．５、ｆは０．
４～１．０の正数であり、但しｄ＋ｅ＋ｆ＝１．０～２．５である。）
（Ｃ）付加反応用触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　触媒量
を含有してなることを特徴とする低ガス透過性シリコーン樹脂組成物。
請求項２：
　（Ａ）成分中のアルケニル基１モルあたり（Ｂ）成分中のＳｉＨ基が０．４～４．０モ
ルとなる量の（Ｂ）成分を含有する請求項１に記載のシリコーン樹脂組成物。
請求項３：
　（Ｂ）成分の５０～１００質量％が、下記一般式（３）で示されるものである請求項１
又は２に記載のシリコーン樹脂組成物。
【化１】

（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、ｎは１以上の整数である。）
請求項４：
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　更に、（Ａ’）下記一般式（４）で示されるオルガノポリシロキサンを（Ａ）及び（Ｂ
）成分の合計１００質量部に対し、０．０１～５０質量部含む請求項１～３のいずれか１
項に記載のシリコーン樹脂組成物。
【化２】

（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、Ｒ4は独立にＲ1と同じ又は異なる、非置換
もしくは置換の１価炭化水素基である。ｇは１、２又は３の整数であり、ｘ、ｙ及びｚは
０又は正の整数であり、但し、１≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１，０００を満足する数であり、ｘ又は
ｙの少なくとも１つは１以上である。）
請求項５：
　更に、（Ｄ）接着付与剤を含む請求項１～４のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組
成物。
請求項６：
　更に、（Ｅ）縮合触媒を含む請求項１～５のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成
物。
請求項７：
　更に、（Ｆ）無機質充填剤を含む請求項１～６のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂
組成物。
請求項８：
　厚さ１ｍｍの硬化物の水蒸気透過率が１５ｇ／ｍ2・ｄａｙ以下である請求項１～７の
いずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成物。
請求項９：
　光半導体素子の封止用である請求項１～８のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成
物。
請求項１０：
　請求項１～８のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成物の硬化物で光半導体素子が
封止された光半導体装置。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、（Ａ）成分中の末端に存在するアリール基が、立体障害となりガス透
過性を低くするという利点により、低ガス透過性シリコーン樹脂組成物を提供することが
できる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明について詳細に説明する。
（Ａ）アルケニル含有オルガノポリシロキサン
　本発明の（Ａ）成分は、下記平均組成式（１）で示され、１分子中に２個以上のアルケ
ニル基を含有するシリコーン樹脂である。
　　（Ｒ1ＳｉＯ3/2）a（Ｒ2

2ＳｉＯ）b（Ｒ1Ｒ2Ｒ3ＳｉＯ1/2）c　　　（１）
（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、Ｒ3は炭素数２～８のアルケニル基であり
、ａは０．３～０．９、ｂは０～０．５、ｃは０．０５～０．７の正数であり、但しａ＋
ｂ＋ｃ＝１．０である。）
【００１０】
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　上記式（１）において、Ｒ1は炭素数６～１４のアリール基であり、フェニル基、トリ
ル基、キシリル基、ナフチル基等のアリール基等が挙げられ、特にフェニル基であること
が望ましい。
【００１１】
　Ｒ2はＲ1と同じ又は異なる、非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、好ましくは
脂肪族不飽和結合を除く炭素数１～１０、特に炭素数１～６の１価炭化水素基である。こ
のようなＲ2としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、
イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、オクチ
ル基、ノニル基、デシル基等のアルキル基；シクロペンチル基、シクロヘキシル基等のシ
クロアルキル基；Ｒ1と同様にフェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基等のアリ
ール基；ベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル基等のアラルキル基、及びこ
れらの基の水素原子の一部又は全部をフッ素、臭素、塩素等のハロゲン原子、シアノ基等
で置換したもの、例えばクロロメチル基、クロロプロピル基、ブロモエチル基、トリフロ
ロプロピル基等のハロゲン置換アルキル基、及びシアノエチル基等のシアノ基置換アルキ
ル基などが挙げられる。
【００１２】
　上記式（１）において、Ｒ3は炭素数２～８、好ましくは炭素数２～６のアルケニル基
である。このようなＲ3としては、ビニル基、アリル基、プロペニル基、イソプロペニル
基、ブテニル基、ヘキセニル基、シクロヘキセニル基、オクテニル基等が挙げられ、ビニ
ル基又はアリル基が望ましい。
　なお、上記式（１）で示されるオルガノポリシロキサンの１分子中に含有するアルケニ
ル基は２個以上であり、該オルガノポリシロキサンに含まれるアルケニル基含有量は０．
００１～０．２ｍｏｌ／１００ｇ、特に０．００５～０．１ｍｏｌ／１００ｇとすること
が好ましい。
【００１３】
　また、ａは０．３～０．９、好ましくは０．５～０．８、ｂは０～０．５、好ましくは
０～０．２、ｃは０．０５～０．７、好ましくは０．０５～０．４の正数であり、但しａ
＋ｂ＋ｃ＝１．０である。
【００１４】
　本発明においては、上記（Ａ）成分と共に下記（Ａ’）成分を用いることができる。
（Ａ’）アルケニル基含有直鎖状オルガノポリシロキサン
　（Ａ’）成分のオルガノポリシロキサンは、主鎖がジオルガノシロキサン単位（（Ｒ’
）2ＳｉＯ2/2単位）の繰り返しからなり、分子鎖両末端がトリオルガノシロキシ基（（Ｒ
’）3ＳｉＯ1/2単位）で封鎖された直鎖状構造を有するオルガノポリシロキサンであるこ
とが一般的である。
【００１５】
　なお、上記式において、Ｒ’は独立に非置換又は置換の好ましくは炭素数１～１０、よ
り好ましくは炭素数１～３の１価炭化水素基であり、具体的には、メチル基、エチル基、
プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル
基、ネオペンチル基、ヘキシル基等のアルキル基、シクロヘキシル基等のシクロアルキル
基、ビニル基、アリル基、プロペニル基等のアルケニル基、フェニル基、トリル基、キシ
リル基等のアリール基、ベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル基等のアラル
キル基などや、これらの基の水素原子の一部又は全部がフッ素、臭素、塩素等のハロゲン
原子、シアノ基などで置換されたもの、例えばクロロメチル基、クロロプロピル基、ブロ
モエチル基、トリフルオロプロピル基、シアノエチル基等が挙げられる。
【００１６】
　中でも下記一般式（４）で表される分子鎖両末端のケイ素原子上に各１個以上のビニル
基を有する直鎖状オルガノポリシロキサンであって、２５℃における粘度が１０～１，０
００，０００ｍＰａ・ｓ、好ましくは１，０００～５０，０００ｍＰａ・ｓのものが作業
性、硬化性等の観点から好ましい。粘度は、例えば回転粘度計により測定することができ
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る（以下、同じ）。なお、このオルガノポリシロキサンは、少量の分岐状構造（三官能性
シロキサン単位）を分子鎖中に含有してもよい。
【００１７】
【化３】

（式中、Ｒ1、Ｒ2は上述した通りであり、Ｒ4は独立にＲ1と同じ又は異なる、非置換もし
くは置換の１価炭化水素基である。ｇは１、２又は３の整数であり、ｘ、ｙ及びｚは０又
は正の整数であり、但し、１≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１，０００を満足する数であり、ｘ又はｙの
少なくとも１つは１以上である。）
【００１８】
　上記式（４）において、Ｒ4はＲ1と同じ又は異なる、非置換もしくは置換の１価炭化水
素基であり、Ｒ2と同様のものを例示することができる。
　ｘ、ｙ及びｚは、１≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１，０００を満足する０又は正の整数であり、好ま
しくは５≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦５００、より好ましくは３０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦５００であり、但し
０．５＜（ｘ＋ｙ）／（ｘ＋ｙ＋ｚ）≦１．０を満足する整数である。
【００１９】
　このような上記式（４）で表されるオルガノポリシロキサンとしては、具体的に下記の
ものを挙げることができる。
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【化４】

【００２０】
【化５】
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（上記式において、ｘ、ｙ、ｚは上述した通りである。）
【００２１】
　（Ａ’）成分を用いる場合の配合量は、（Ａ）成分１００質量部に対し０．０１～５０
質量部であることが好ましく、より好ましくは１０～３０質量部である。（Ａ’）成分の
配合量が多すぎると、樹脂表面のべたつき感（タック性）がでてきたり、ガス透過性が高
くなってしまう場合がある。
【００２２】
　本発明の（Ａ）成分は、レジン構造（即ち、三次元網状構造）のオルガノポリシロキサ
ンであり、（Ａ’）成分は直鎖状のオルガノポリシロキサンであり、これらオルガノポリ
シロキサンは、Ｒ6ＳｉＯ1.5単位、Ｒ5

kＲ
6
pＳｉＯ単位及びＲ5

qＲ
6
rＳｉＯ0.5単位（上

記式において、Ｒ5は独立にビニル基又はアリル基であり、Ｒ6は独立に非置換又は置換の
脂肪族不飽和結合を含まない１価炭化水素基であり、ｋは０又は１、ｐは１又は２の整数
であり、但しｋ＋ｐ＝２であり、ｑは１、ｒは２の整数である。）の１種又は２種以上の
オルガノポリシロキサンから形成することができる。なお、Ｒ6としては、上記Ｒ2で例示
したものと同様の基を挙げることができ、中でもフェニル基であることが好ましい。
【００２３】
　レジン構造のオルガノポリシロキサンは、Ｒ6ＳｉＯ1.5単位をａ’単位、Ｒ5

kＲ
6
pＳｉ

Ｏ単位をｂ’単位、Ｒ5
qＲ

6
rＳｉＯ0.5単位をｃ’単位とした場合、モル比で（ｂ’＋ｃ

’）／ａ’＝０．０１～２、好ましくは０．１～１．２、ｃ’／ａ’＝０．０５～２、好
ましくは０．１～１．０となる量で構成されていることが好ましい。また、該オルガノポ
リシロキサンは、ＧＰＣによるポリスチレン換算の重量平均分子量が５００～１０，００
０、特に１，０００～４，０００の範囲にあるものが好適である。
【００２４】
　レジン構造のオルガノポリシロキサンは、上記ａ’単位、ｂ’単位、ｃ’単位の単位源
となる化合物を上記モル比となるように組み合わせ、例えば、酸の存在下で共加水分解反
応を行うことによって容易に合成することができる。また、直鎖状のオルガノポリシロキ
サンもｂ’及びｃ’単位源を用いて同様に合成し得る。
【００２５】
　ａ’単位源としては、フェニルトリクロロシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェ
ニルトリエトキシシラン、シクロへキシルトリクロロシラン、シクロヘキシルトリメトキ
シシラン、シクロへキシルトリエトキシシラン、シクロペンチルトリクロロシラン、ｎ－
プロピルトリクロロシラン、メチルトリクロロシラン、メチルトリメトキシシラン、メチ
ルトリエトキシシランなどを用いることができる。
【００２６】
　ｂ’単位源としては、下記のものを用いることができる。
【化６】

【００２７】
　ｃ’単位源としては、下記のものを用いることができる。
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【化７】

【００２８】
　上記式（１）で示されるオルガノポリシロキサンとして、具体的には、下記に示すもの
が例示できる。下記式中、ａ、ｂ、ｃは上記と同じである。

【化８】

【００２９】
（Ｂ）オルガノハイドロジェンポリシロキサン
　本発明の（Ｂ）成分であるオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、架橋剤として作
用するものであり、該成分中のケイ素原子に結合した水素原子（以下、ＳｉＨ基）と（Ａ
）成分中のアルケニル基とが付加反応することにより硬化物を形成する。該オルガノハイ
ドロジェンポリシロキサンは、下記平均組成式（２）で示され、１分子中に少なくとも２
個のケイ素原子結合水素原子を含有するものである。
　　Ｒ1

dＲ
2
eＨfＳｉＯ(4-d-eーf)/2　　　（２）

（式中、Ｒ1、Ｒ2は上記と同じであり、ｄは０．６～１．５、ｅは０～０．５、ｆは０．
４～１．０の正数であり、但しｄ＋ｅ＋ｆ＝１．０～２．５である。）
【００３０】
　上記式（２）において、Ｒ1、Ｒ2は上述したＲ1、Ｒ2で例示したものが挙げられるが、
炭素数１～７の１価炭化水素基であることが好ましく、例えば、メチル基等の炭素数１～
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３の低級アルキル基、フェニル基等のアリール基などが挙げられ、特にＲ1、Ｒ2中、フェ
ニル基を含むものが好ましい。また、ｄは０．６～１．５、好ましくは０．６～１．４、
ｅは０～０．５、好ましくは０～０．４、ｆは０．４～１．０、好ましくは０．４～０．
８の正数であり、但しｄ＋ｅ＋ｆ＝１．０～２．５、好ましくは１．５～２．４を満たす
。分子中ＳｉＨ基の位置は特に制限されず、分子鎖の末端であっても途中であってもよい
。
【００３１】
（Ｂ１）直鎖状オルガノハイドロジェンポリシロキサン
　本発明においては、（Ｂ）成分であるオルガノハイドロジェンポリシロキサン中、５０
質量％以上、特に５０～１００質量％、とりわけ６０～９０質量％が、末端にＳｉＨ基を
２個有し、一部分岐を有してもよい直鎖状のオルガノハイドロジェンポリシロキサンであ
ることが好ましい。この直鎖状オルガノハイドロジェンポリシロキサンとしては、下記一
般式（３）で示されるものである。
【００３２】

【化９】

（式中、Ｒ1、Ｒ2は上記と同じである。ｎは１以上、好ましくは１～５０、より好ましく
は１～１０の整数である。）
　上記式（３）中、Ｒ1、Ｒ2は上記の通りであり、上述したＲ1、Ｒ2で例示したものが挙
げられる。
【００３３】
（Ｂ２）（Ｂ１）成分以外のオルガノハイドロジェンポリシロキサン
　上記（Ｂ１）成分以外のオルガノハイドロジェンポリシロキサンとしては、１分子中に
ＳｉＨ基を少なくとも３個、好ましくは３～１０個、より好ましくは３～６個有する、好
ましくは分岐状のオルガノハイドロジェンポリシロキサンが好適に用いられる。分子中の
ＳｉＨ基の位置は特に制限されず、分子鎖の末端であっても途中であってもよい。このオ
ルガノハイドロジェンポリシロキサンは任意成分であり、（Ｂ）成分であるオルガノハイ
ドロジェンポリシロキサン中、５０質量％未満、特に０～３０質量％配合することができ
、必要に応じては加えなくてもよい。
【００３４】
　以上のようなオルガノハイドロジェンポリシロキサンとしては、トリス（ジメチルハイ
ドロジェンシロキシ）メチルシラン、トリス（ジメチルハイドロジェンシロキシ）フェニ
ルシラン、１，１，３，３－テトラメチルジシロキサン、１，３，５，７－テトラメチル
シクロテトラシロキサン、両末端トリメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンポリシ
ロキサン、両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェン
シロキサン共重合体、両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン
・メチルハイドロジェンシロキサン共重合体、両末端トリメチルシロキシ基封鎖メチルハ
イドロジェンシロキサン・ジフェニルシロキサン共重合体、両末端トリメチルシロキシ基
封鎖メチルハイドロジェンシロキサン・ジフェニルシロキサン・ジメチルシロキサン共重
合体、（ＣＨ3）2ＨＳｉＯ1/2単位とＳｉＯ4/2単位とから成る共重合体、（ＣＨ3）2ＨＳ
ｉＯ1/2単位とＳｉＯ4/2単位と（Ｃ6Ｈ5）ＳｉＯ3/2単位とから成る共重合体等が挙げら
れる。
【００３５】
　また、下記式で示されるオルガノハイドロジェンポリシロキサンも用いることができる
。
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【化１０】

【００３６】
　このオルガノハイドロジェンポリシロキサンの分子構造は、直鎖状、環状、分岐状、三
次元網状構造のいずれであってもよいが、１分子中のケイ素原子の数（又は重合度）が３
～１００、好ましくは３～１０のものを使用するのがよい。
【００３７】
　このようなオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、公知の方法により調製すること
ができ、通常、Ｒ7ＳｉＨＣｌ2、（Ｒ7）3ＳｉＣｌ、（Ｒ7）2ＳｉＣｌ2、（Ｒ7）2Ｓｉ
ＨＣｌ（Ｒ7は、非置換又は置換の脂肪族不飽和結合を含まない１価炭化水素基であり、
上記Ｒ6と同様のものが例示できる。）のようなクロロシランを加水分解縮合するか、加
水分解縮合して得られたシロキサンを、強酸触媒を用いて平衡化することにより得ること
ができる。
【００３８】
　なお、このようにして得られるオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、末端ケイ素
原子に水素原子のみでなく、水酸基やアルコキシ基（原料のアルコキシシランを用いた場
合）が残存、含有している場合があり、本発明はこれをそのまま使用し得るが、この場合
、該水酸基及びアルコキシ基置換量は、ケイ素原子結合水素原子とケイ素原子結合水酸基
とケイ素原子結合アルコキシ基の合計量の０．１～８モル％が望ましく、更に望ましくは
１～７モル％である。該置換基量が上記数値より多いと、末端がアルコキシ基や水酸基の
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シロキサンが多く存在することになり、信頼性試験などを行った際、熱や光が強い条件や
、水分が多く存在する条件などでは、接着助剤としての働きより、シロキサン結合を切断
したりすることにより、封止材内にクラックが発生したり、パッケージの銀との界面で剥
離が起こるなど、信頼性の低下を引き起こす場合がある。
【００３９】
　なお、（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、水素ガス発生量が、７
０～２００ｍｌ／ｇであることが好ましい。
【００４０】
　このオルガノハイドロジェンポリシロキサン（Ｂ）の配合量は、上記（Ａ）及び（Ａ’
）成分の硬化有効量であり、特にそのＳｉＨ基が（Ａ）及び（Ａ’）成分中のアルケニル
基（たとえばビニル基）の合計量当たり０．５～４．０、特に好ましくは０．８～２．０
、更に好ましくは０．９～１．５のモル比で使用されることが好ましい。上記下限値未満
では、硬化反応が進行せず硬化物を得ることが困難であり、上記上限値超では、未反応の
ＳｉＨ基が硬化物中に多量に残存するため、ゴム物性が経時的に変化する原因となる場合
が生じる。
　また、後述する任意成分である（Ｄ）成分の接着付与剤として、アルケニル基を含有す
る化合物を用いる場合、（Ｂ）成分中のＳｉＨ基が（Ａ）、（Ａ’）及び（Ｄ）成分中の
アルケニル基の合計量当たり０．５～４．０、特に好ましくは０．８～２．０、更に好ま
しくは０．９～１．５のモル比で使用されることが好ましい。
【００４１】
　（Ａ）、（Ａ’）及び（Ｂ）成分中のフェニル基含有量は、（Ａ）、（Ａ’）及び（Ｂ
）成分の合計質量に対し２０質量％以上５０質量％以下、好ましくは３０質量％以上４５
質量％以下であるのがよい。２０質量％未満ではガス透過性が増大し、ＬＥＤパッケージ
内の銀面を腐食してＬＥＤの輝度低下につながる場合がある。またフェニル基含有量が多
すぎると耐熱性や耐光性が乏しくなる場合がある。なお、後述する任意成分である（Ｄ）
成分の接着付与剤として、フェニル基を含有する化合物を用いる場合、上記（Ａ）、（Ａ
’）及び（Ｂ）成分と（Ｄ）成分中のフェニル基含有量が、（Ａ）、（Ａ’）、（Ｂ）及
び（Ｄ）成分の合計質量に対し２０～５０質量％、好ましくは３０～４５質量％であるこ
とが好ましい。
【００４２】
（Ｃ）付加反応用触媒
　（Ｃ）成分の付加反応用触媒は、（Ａ）成分中のアルケニル基と（Ｂ）成分中のＳｉＨ
基との付加反応を促進するために配合され、白金系、パラジウム系、ロジウム系の触媒が
使用できるが、コスト等の見地から白金族金属系触媒であることがよい。白金族金属系触
媒としては、例えば、Ｈ2ＰｔＣｌ6・ｍＨ2Ｏ、Ｋ2ＰｔＣｌ6、ＫＨＰｔＣｌ6・ｍＨ2Ｏ
、Ｋ2ＰｔＣｌ4、Ｋ2ＰｔＣｌ4・ｍＨ2Ｏ、ＰｔＯ2・ｍＨ2Ｏ（ｍは、正の整数）等が挙
げられる。また、前記白金族金属系触媒とオレフィン等の炭化水素、アルコール又はビニ
ル基含有オルガノポリシロキサンとの錯体等を用いることができる。上記触媒は１種単独
でも２種以上の組み合わせであってもよい。
【００４３】
　付加反応用触媒は、いわゆる触媒量で配合すればよく、通常、前記（Ａ）及び（Ｂ）成
分の合計量１００質量部に対し、白金族金属換算（質量）で、好ましくは０．０００１～
２質量部、より好ましくは０．０００１～０．０５質量部となる量で使用される。
【００４４】
（Ｄ）接着付与剤
　本発明のシリコーン樹脂組成物は、上述した（Ａ）～（Ｃ）成分以外に、更に接着付与
剤（Ｄ）を配合してもよい。接着付与剤としては、ビニルトリメトキシシラン、ビニルト
リエトキシシラン、２－（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
、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジエ
トキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、３－メタクリロキシプロ
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タクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリエトキ
シシラン、Ｎ－２（アミノエチル）３－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－２
（アミノエチル）３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－２（アミノエチル）３－
アミノプロピルトリエトキシシラン、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミ
ノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリメトキシラン、
３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン等のシランカップリング剤や、トリメトキシ
シラン、テトラメトキシシラン及びそのオリゴマー等が挙げられる。
【００４５】
　また、下記式で示される１分子中にビニル基、エポキシ基、ケイ素原子に結合したアル
コキシ基、ケイ素原子に結合した水酸基から選ばれる１種又は２種以上の基を有する有機
ケイ素化合物が挙げられる。
【００４６】
【化１１】

【００４７】
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【化１２】

【００４８】
【化１３】

【００４９】
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【化１４】

【００５０】
【化１５】

【００５１】
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【化１６】

【００５２】

【化１７】

【００５３】
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【化１８】

【００５４】
【化１９】

（式中、Ｒは非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、好ましくは炭素数１～６の１
価炭化水素基である。このようなＲとしては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプ
ロピル基、ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基
、ヘキシル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等のアルキル基が挙げられ、ｉ、ｊ、ｈ
は自然数で、ｉ＝１，２，３又は４、ｈ＝１，２又は３、ｊ＝１又は２である。ｓ、ｔ、
ｕは０以上の正数であり、０≦ｓ≦１、０≦ｔ≦１、０≦ｕ≦１であり、ｓ＋ｔ＋ｕ＝１
を満たす数である。ｖは自然数で、１≦ｖ≦１００を満たす数である。分子量はＧＰＣに
よるポリスチレン換算の重量平均分子量で１，０００～２０，０００、好ましくは１，０
００～１０，０００、更に好ましくは１，０００～６，０００を満たす数である。）
【００５５】
　これらの中でも、下記式で示される接着付与剤を用いることが好ましい。
【化２０】

（式中、Ｒ、ｊ、ｈは上記と同じである。）
　これらの接着付与剤は、１種単独でも２種以上混合して使用してもよい。
【００５６】
　接着付与剤は、（Ａ）～（Ｃ）成分の合計質量に対し０～１０質量％、特に０～５質量
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％となる量で配合することが好ましく、配合する場合は１質量％以上とすることが好まし
い。接着付与剤の配合量が多すぎるとクラックが発生したり、封止材としての信頼性が低
下する場合がある。
【００５７】
（Ｅ）縮合触媒
　縮合触媒は、（Ｂ）成分の分子間における加水分解縮合反応、及び（Ｂ）成分と基板表
面に存在する水酸基との縮合反応を促進するために配合する。縮合触媒としては、ジラウ
リン酸スズ、ジラウリン酸ジｎ－ブチルスズ、ジオクトエートスズビス（２－エチルヘキ
サノエート）スズ、ビス（ネオデカノエート）スズ、ジ－ｎ－ブチルジアセトキシスズ及
びテトラブチルスズ等の錫（ＩＩ）及び錫（ＩＶ）化合物、並びにチタンテトライソプロ
ポキシド、チタンテトラオクトキシド、チタンテトラｎ－ブトキシド、チタンプトキシド
ダイマー、チタンテトラ－２－エチルヘキソキシド、チタンジイソプロポキシビス（アセ
チルアセトネート）、チタンジオクチロキシビス（オクチレングリコレート）、チタンジ
イソプロポキシビス（エチルアセトアセテート）などのチタン化合物、アルミニウムトリ
スアセチルアセトナート、アルミニウムトリスアセトリアセテート、トリス（ｓｅｃ－ブ
トキシ）アルミニウムなどのアルミニウム化合物、ニッケルビスアセチルアセトネートな
どのニッケル化合物、コバルトトリスアセチルアセトナートなどのコバルト化合物、亜鉛
ビスアセチルアセトナートなどの亜鉛化合物、ジルコニウムテトラノルマルプロポキシド
、ジルコニウムテトラノルマルブトキシド、ジルコニウムテトラアセチルアセトネート、
ジルコニウムトリブトキシモノアセチルアセトネート、ジルコニウムモノブトキシアセチ
ルアセトネート、ジルコニウムジブトキシビス（エチルアセトアセテート）、ジルコニウ
ムテトラアセチルアセトネート、ジルコニウムトリブトキシモノステアレートなどのジル
コニウム化合物が挙げられる。上記縮合触媒は１種単独でも２種以上の組み合わせであっ
てもよい。特に耐変色性が高く、反応性に富むジルコニウム系触媒のオルガチックスＺＡ
シリーズ（（株）マツモト交商製）を用いることが好ましい。
【００５８】
　（Ｅ）成分を使用する場合の配合量は、（Ａ）、（Ｂ）成分の合計１００質量部に対し
０．０００１～１質量部、好ましくは０．０００１～０．１質量部となる量で使用される
。前記上限値超では、硬化物の変色の原因となる場合があり、前記下限値未満では接着促
進効果が低くなる場合がある。
【００５９】
　本発明のシリコーン樹脂組成物は、上述した（Ａ）～（Ｅ）成分以外に、必要に応じて
公知の各種添加剤を配合することができる。各種添加剤としては、ヒュームドシリカ、ヒ
ュームド二酸化チタン等の補強性無機質充填剤、炭酸カルシウム、ケイ酸カルシウム、二
酸化チタン、酸化第二鉄、カーボンブラック、酸化亜鉛等の非補強性無機質充填剤などの
無機質充填剤（Ｆ）、ヒンダードアミン等の光劣化防止剤、ビニルエーテル類、ビニルア
ミド類、エポキシ樹脂、オキセタン類、アリルフタレート類、アジピン酸ビニル等の反応
性希釈剤などが挙げられる。これらの各種添加剤は、本発明の目的を損なわない範囲で適
宜配合することができる。
【００６０】
　また、フェニル系シリコーンは、ジメチルシリコーンに比べて耐熱性が悪いので、酸化
防止剤を適宜配合することができる。
　このような酸化防止剤としては、ペンタエリスリトールテトラキス［３－（３，５－ジ
－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］、Ｎ，Ｎ’－プロパン－１，
３－ジイルビス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロ
ピオナミド］、チオジエチレンビス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロ
キシフェニル）プロピオネート］、オクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－
ヒドロキシフェニル）プロピオネート、６，６’－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－２，２’－チ
オジ－ｐ－クレゾール、Ｎ，Ｎ’－ヘキサン－１，６－ジイルビス［３－（３，５－ジ－
ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニルプロピオンアミド）］、ベンゼンプロパン酸
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，３，５－ビス（１，１－ジメチルエチル）－４－ヒドロキシ，Ｃ７－Ｃ９側鎖アルキル
エステル、ジエチル［［３，５－ビス（１，１－ジメチルエチル）－４－ヒドロキシフェ
ニル］メチル］ホスフォネート、２，２’－エチリデンビス［４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブ
チルフェノール］、３，３’，３”，５，５’，５”－ヘキサ－ｔｅｒｔ－ブチル－ａ，
ａ’，ａ”－（メシチレン－２，４，６－トリイル）トリ－ｐ－クレゾール、カルシウム
ジエチルビス［［［３，５－ビス（１，１－ジメチルエチル）－４－ヒドロキシフェニル
］メチル］ホスホネート］、４，６－ビス（オクチルチオメチル）－ｏ－クレゾール、４
，６－ビス（ドデシルチオメチル）－ｏ－クレゾール、エチレンビス（オキシエチレン）
ビス［３－（５－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－ｍ－トリル）プロピオネート］、
ヘキサメチレンビス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）
プロピオネート、１，３，５－トリス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ
ベンジル）－１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリオン、１，３，５－トリス［（
４－ｔｅｒｔ－ブチル－３－ヒドロキシ－２，６－キシリル）メチル］－１，３，５－ト
リアジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン、６，６’－ジ－ｔｅｒｔ－ブチ
ル－４，４’－チオジ－ｍ－クレゾール、ジフェニルアミン、Ｎ－フェニルベンゼンアミ
ンと２，４，４－トリメチルペンテンの反応生成物、２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４
－（４，６－ビス（オクチルチオ）－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ）フェノ
ール、３，４－ジヒドロ－２，５，７，８－テトラメチル－２－（４，８，１２－トリメ
チルトリデシル）－２Ｈ－１－ベンゾピラン－６－オール、２’，３－ビス［［３－［３
，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プロピオニル］］プロピオノヒ
ドラジド、ジドデシル３，３’－チオジプロピオネート、ジオクタデシル３，３’－チオ
ジプロピオネート等が例示される。また、望ましくはＩｒｇａｎｏｘ２４５、２５９、２
９５、５６５、１０１０、１０３５、１０７６、１０９８、１１３５、１１３０、１４２
５ＷＬ、１５２０Ｌ、１７２６、３１１４、５０５７（ＢＡＳＦジャパン（株））などが
挙げられる。これらの酸化防止剤は１種単独でも２種以上を混合して用いてもよい。
【００６１】
シリコーン樹脂組成物の調製方法
　シリコーン樹脂組成物は、上述した各成分を同時に、又は別々に、必要により加熱処理
を加えながら撹拌、溶解、混合及び分散させることにより調製されるが、通常は、使用前
に硬化反応が進行しないように、（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）成分と、（Ｂ）及び（Ｄ）成
分を２液に分けて保存し、使用時に該２液を混合して硬化を行う。例えば（Ｃ）成分と（
Ｄ）成分を１液で保存すると脱水素反応を起こす危険性があるため、（Ｃ）成分と（Ｄ）
成分を分けて保存するのがよい。また、アセチレンアルコール等の硬化抑制剤を少量添加
して１液として用いることもできる。
【００６２】
　撹拌等の操作に用いる装置は特に限定されないが、撹拌、加熱装置を備えたライカイ機
、３本ロール、ボールミル、プラネタリーミキサー等を用いることができる。また、これ
ら装置を適宜組み合わせてもよい。
　なお、得られたシリコーン樹脂組成物の回転粘度計により測定した２５℃における粘度
は、１００～１０，０００，０００ｍＰａ・ｓ、特には３００～５００，０００ｍＰａ・
ｓ程度であることが好ましい。
【００６３】
　このようにして得られるシリコーン樹脂組成物は、必要によって加熱することにより直
ちに硬化して、高い透明性を有し、かつＬＣＰ等のパッケージ材料や金属基板に非常によ
く接着するため、光半導体素子の封止材として有効であり、光半導体素子としては、例え
ばＬＥＤ、フォトダイオード、ＣＣＤ、ＣＭＯＳ、フォトカプラなどが挙げられ、特にＬ
ＥＤの封止材として有効である。
【００６４】
　本発明のシリコーン樹脂組成物の硬化物による光半導体装置の封止方法は、光半導体素
子の種類に応じた公知の方法を採用することができる。ここで、本発明のシリコーン樹脂
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組成物の硬化条件は特に制限されるものではないが、通常、４０～２５０℃、好ましくは
６０～２００℃で、５分～１０時間、好ましくは３０分～６時間程度で硬化させることが
できる。
【００６５】
　銀メッキしたリードフレームに封止する場合、銀メッキしたリードフレームは、上記シ
リコーン樹脂組成物の濡れ性を高めるため、予め表面処理をしておくことが好ましい。こ
のような表面処理は、作業性や設備の保全等の観点から、紫外線処理、オゾン処理、プラ
ズマ処理等の乾式法が好ましく、特にプラズマ処理が好ましい。
　また、プレモールドパッケージの材質は、シリコーン樹脂組成物の相溶性を高めるため
、プレモールドパッケージ中のシリコーン成分の含有量が全有機成分の１５質量％以上と
することが好ましい。ここにいうシリコーン成分とは、Ｓｉ単位を有する化合物及びその
ポリマーと定義されるものであり、シリコーン成分が全有機成分の１５質量％未満である
と、シリコーン樹脂組成物との相溶性が低下するため、樹脂封止する際シリコーン樹脂組
成物とプレモールドパッケージ内壁との間に隙間（空泡）が生じてしまい、クラックの入
り易い光半導体装置になってしまうため好ましくない。
【００６６】
　本発明のシリコーン樹脂組成物は、厚さ１ｍｍの硬化物とした場合の水蒸気透過率が１
５ｇ／ｍ2・ｄａｙ以下、特に１～１５ｇ／ｍ2・ｄａｙ、とりわけ５～１５ｇ／ｍ2・ｄ
ａｙであることが好ましい。ここで、本発明のシリコーン樹脂組成物の水蒸気透過率を上
記値とするには、上記ビニルレジン（Ａ）の末端アリールビニル基含有シロキサン単位の
量を２０ｍｏｌ％以上とすることが好ましい。なお、水蒸気透過率は、ＪＩＳ　Ｋ　７１
２９に準拠してＬｙｓｓｙ法（装置名　Ｌｙｓｓｙ社　Ｌ８０－５０００）により測定で
きる。
【００６７】
　本発明のシリコーン樹脂組成物の硬化物は、ガス透過性が低く、該硬化物により封止し
て得られる光半導体装置は、硬化物の変色が抑制され、反射効率の耐久性に優れた光半導
体装置となる。
【実施例】
【００６８】
　以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例
に制限されるものではない。
【００６９】
　　［合成例１］
　フラスコにキシレン７１８ｇ、水２，５７１ｇを加え、フェニルトリクロロシラン１，
２６９．６ｇ（６．００ｍｏｌ）、ビス（メチルフェニルビニルシロキサン）６２１．０
８ｇ（２．００ｍｏｌ）、キシレン１，０７８ｇを混合したものを滴下した。滴下終了後
３時間撹拌し、廃酸分離して水洗した。共沸脱水後に５０質量％ＫＯＨ水溶液１９．２６
ｇ（０．１７２ｍｏｌ）を加え、内温１５０℃で終夜加熱還流を行った。トリメチルクロ
ロシラン３１．７ｇ（０．２９３ｍｏｌ）、酢酸カリウム２８．７ｇ（０．２９３ｍｏｌ
）で中和し、濾過後、溶剤を減圧留去し、メタノールで洗浄して再び留去し、下記平均組
成式で示されるシロキサン樹脂（樹脂１）を合成した。得られたシロキサン樹脂のＧＰＣ
によるポリスチレン換算の重量平均分子量は１，４００であり、ビニル当量は０．２３３
ｍｏｌ／１００ｇであった。



(22) JP 2012-52045 A 2012.3.15

10

20

30

40

50

【化２１】

【００７０】
　　［合成例２］
　フラスコにキシレン１，１４２ｇ、水４，６２９ｇを加え、フェニルトリクロロシラン
２，２８５ｇ（１０．８ｍｏｌ）、ビス（メチルフェニルビニルシロキサン）７１８．７
ｇ（２．３１ｍｏｌ）、キシレン１，７１２ｇを混合したものを滴下した。滴下終了後３
時間撹拌し、廃酸分離して水洗した。共沸脱水後に５０質量％ＫＯＨ水溶液２０．６４ｇ
（０．１８４ｍｏｌ）を加え、内温１５０℃で終夜加熱還流を行った。トリメチルクロロ
シラン３４．０ｇ（０．３１３ｍｏｌ）、酢酸カリウム３０．７ｇ（０．３１３ｍｏｌ）
で中和し、濾過後、溶剤を減圧留去し、メタノールで洗浄して再び減圧留去し、下記平均
組成式で示されるシロキサン樹脂（樹脂２）を合成した。得られたシロキサン樹脂のＧＰ
Ｃによるポリスチレン換算の重量平均分子量は１，７７０であり、ビニル当量は０．１８
６ｍｏｌ／１００ｇであった。
【化２２】

【００７１】
　　［合成例３］
　フラスコにキシレン１，０５０ｇ、水５，０９６ｇを加え、フェニルトリクロロシラン
２，２８５ｇ（１０．８ｍｏｌ）、ジメチルジクロロシラン１９９ｇ（１．５４ｍｏｌ）
、ビス（メチルフェニルビニルシロキサン）４７９ｇ（１．５４ｍｏｌ）、キシレン１，
５７６ｇを混合したものを滴下した。滴下終了後３時間撹拌し、廃酸分離して水洗した。
共沸脱水後に５０質量％ＫＯＨ水溶液２１．８２ｇ（０．１９４ｍｏｌ）を加え、１５０
℃で終夜加熱還流を行った。トリメチルクロロシラン３５．８ｇ（０．３３０ｍｏｌ）、
酢酸カリウム３２．４ｇ（０．３３０ｍｏｌ）で中和し、濾過後、溶剤を減圧留去し、下
記平均組成式で示されるシロキサン樹脂（樹脂３）を合成した。得られたシロキサン樹脂
のＧＰＣによるポリスチレン換算の重量平均分子量は１，８５０であり、ビニル当量は０
．１６１ｍｏｌ／１００ｇであった。
【化２３】

【００７２】
　　［合成例４］
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　フラスコにジフェニルジメトキシシラン５，３７６ｇ（２２．０ｍｏｌ）、アセトニト
リル１５１．８ｇを仕込み、１０℃以下まで冷却し、以下の滴下反応を内温１０℃以下で
行った。濃硫酸３０３．６９ｇを滴下し、水９４０．３６ｇを１時間で滴下し、（ＨＳｉ
Ｍｅ2）2Ｏ２，２１６ｇ（１６．５ｍｏｌ）を滴下し、終夜撹拌した。廃酸分離を行い、
水洗し、減圧留去を行い、下記式で示されるオルガノハイドロジェンポリシロキサン１を
合成した。水素ガス発生量は９０．３２ｍｌ／ｇ（０．４０３ｍｏｌ／１００ｇ）であっ
た。
【化２４】

（式中、ｎ＝２．０（平均）、Ｘは水素原子が９５．０モル％、アルコキシ基と水酸基の
合計が５．０モル％である。）
【００７３】
　　［合成例５］
　フラスコにキシレン１，０００ｇ、水５，０１４ｇを加え、フェニルトリクロロシラン
２，２８５ｇ（１０．８ｍｏｌ）、ビニルジメチルクロロシラン３２６ｇ（２．７０ｍｏ
ｌ）、キシレン１，４７８ｇを混合したものを滴下した。滴下終了後３時間撹拌し、廃酸
分離して水洗した。共沸脱水後にＫＯＨ６ｇ（０．１５ｍｏｌ）を加え、１５０℃で終夜
加熱還流を行った。トリメチルクロロシラン２７ｇ（０．２５ｍｏｌ）、酢酸カリウム２
４．５ｇ（０．２５ｍｏｌ）で中和し、濾過後、溶剤を減圧留去し、下記平均組成式で示
されるシロキサン樹脂（樹脂４）を合成した。得られたシロキサン樹脂のＧＰＣによるポ
リスチレン換算の重量平均分子量は１，８２０であり、ビニル当量は０．１３１ｍｏｌ／
１００ｇであった。

【化２５】

【００７４】
　　［合成例６］
　ビニルメチルジメトキシシラン２６４．４６ｇ（２．００ｍｏｌ）、ジフェニルジメト
キシシラン７３３．０８ｇ（３．００ｍｏｌ）、３－グリシドキシプロピルトリメトキシ
シラン１，１８１．５ｇ（５．００ｍｏｌ）、ＩＰＡ２，７００ｍｌを仕込み、２５質量
％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液８２．００ｇ、水７４０ｇを加えて混合
し、３時間撹拌した。トルエンを加え、リン酸二水素ナトリウム水溶液で中和し、水洗を
行い、減圧留去を行い、下記平均組成式で示される接着付与剤を合成した。
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【化２６】

（式中、ｈ＝１、２又は３、ｊ＝１又は２、Ｒ＝水素原子、メチル基又はイソプロピル基
である化合物の混合物。）
【００７５】
　　［実施例１～５］
　合成例１～４、６で調製した各成分、及び以下の成分を表１に示す組成で混合し、シリ
コーン樹脂組成物を調製した。
（Ａ’）下記式で示される分子鎖両末端ビニルジメチルシロキシ基含有フェニルメチルポ
リシロキサン
　フェニル基含有率：３０質量％、ビニル当量：０．０１８５ｍｏｌ／１００ｇ
【化２７】

（式中、ｘは３０、ｚは６８である。）
（Ｂ）下記式で示されるフェニル基含有分岐型メチルハイドロジェンポリシロキサン２
　水素ガス発生量：１７０．２４ｍｌ／ｇ（０．７６０ｍｏｌ／１００ｇ）

【化２８】

（Ｃ）白金触媒：塩化白金酸のオクチルアルコール変性溶液（白金濃度２質量％）
【００７６】
　　［比較例１，２］
　合成例５及び上記成分を表１に示す割合で混合し、シリコーン樹脂組成物を調製した。
【００７７】
　実施例１～５及び比較例１，２のシリコーン樹脂組成物を、１５０℃／４時間にて加熱
成型（縦×横×厚み＝１１０ｍｍ×１２０ｍｍ×２ｍｍ）して硬化物を形成し、外観を目
視で観察した。また、ＪＩＳ　Ｋ　６３０１に準拠して引張強度、硬度（Ａ型及びＤ型ス
プリング試験機を用いて測定）及び伸び率を測定した。更に、ＪＩＳ　Ｋ　７１２９に準
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た。
【００７８】
　また、上記実施例１～５及び比較例１，２のシリコーン樹脂組成物の硬化物で封止した
光半導体装置を作製した。
ＬＥＤ装置の作製
　底面に厚さ２μｍの銀メッキを施した銅製リードフレームを配したカップ状のＬＥＤ用
プレモールドパッケージ（３ｍｍ×３ｍｍ×１ｍｍ、開口部の直径２．６ｍｍ）に対し、
減圧下でＡｒプラズマ（出力１００Ｗ、照射時間１０秒）処理を行い、該底面の該リード
フレームにＩｎＧａＮ系青色発光素子の電極を、銀ペースト（導電性接着剤）を用いて接
続すると共に、該発光素子のカウンター電極を金ワイヤーにてカウンターリードフレーム
に接続し、各種付加硬化型シリコーン樹脂組成物をパッケージ開口部に充填し、６０℃で
１時間、更に１５０℃で４時間硬化させて封止した。
【００７９】
　このようにして得られたＬＥＤ装置を、２５ｍＡの電流を流して点灯させながら１０ｐ
ｐｍの濃度に硫化水素を発生させ、１００℃硫化水素雰囲気下で１００時間放置した後、
パッケージ内の銀メッキ表面近傍の変色度合いを目視で調べた。
　また、作製したＬＥＤ装置５個を用い、温度サイクル試験（－４０℃×１０分間⇔１０
０℃×１０分間を２００サイクル）と、６０℃／９０％ＲＨ下で５００時間ＬＥＤ点灯試
験を行い、パッケージ界面の接着不良、クラックの有無、並びに変色の有無を目視にて観
察した。
　これらの結果を表１に示す。
【００８０】
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【表１】

【００８１】
　上記表１に示すように、本発明のシリコーン樹脂組成物の硬化物は、透湿性が低く、硫
化試験でも変色が起こらなかった。また、信頼性試験を行っても、クラック、剥離の発生
は見られなかった。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明のシリコーン樹脂組成物は、一般的なフェニル系シリコーンを用いた組成物に比
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べて、ガス透過性の低い硬化物を与え、耐ガス透過性に優れた光半導体装置を提供するこ
とができ、光半導体素子封止用として好適に使用される。
【手続補正書】
【提出日】平成23年9月20日(2011.9.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）下記平均組成式（１）で示され、１分子中に２個以上のアルケニル基を含有する
オルガノポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０～９５質量部、
　　（Ｒ1ＳｉＯ3/2）a（Ｒ2

2ＳｉＯ）b（Ｒ1Ｒ2Ｒ3ＳｉＯ1/2）c　　　（１）
（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、Ｒ3は炭素数２～８のアルケニル基であり
、ａは０．３～０．９、ｂは０～０．５、ｃは０．０５～０．７の正数であり、但しａ＋
ｂ＋ｃ＝１．０である。）
（Ｂ）下記平均組成式（２）で示され、１分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素
原子を含有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン　　　　０．０１～４０質量部、
　　Ｒ1

dＲ
2
eＨfＳｉＯ(4-d-eーf)/2　　　（２）

（式中、Ｒ1、Ｒ2は上記と同じであり、ｄは０．６～１．５、ｅは０～０．５、ｆは０．
４～１．０の正数であり、但しｄ＋ｅ＋ｆ＝１．０～２．５である。）
（Ｃ）付加反応用触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　触媒量
を含有してなることを特徴とする低ガス透過性シリコーン樹脂組成物。
【請求項２】
　（Ａ）成分中のアルケニル基１モルあたり（Ｂ）成分中のＳｉＨ基が０．４～４．０モ
ルとなる量の（Ｂ）成分を含有する請求項１に記載のシリコーン樹脂組成物。
【請求項３】
　（Ｂ）成分の５０～１００質量％が、下記一般式（３）で示されるものである請求項１
又は２に記載のシリコーン樹脂組成物。
【化１】

（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、ｎは１以上の整数である。）
【請求項４】
　更に、（Ａ’）下記一般式（４）で示されるオルガノポリシロキサンを（Ａ）及び（Ｂ
）成分の合計１００質量部に対し、０．０１～５０質量部含む請求項１～３のいずれか１
項に記載のシリコーン樹脂組成物。
【化２】
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（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、Ｒ4は独立にＲ1と同じ又は異なる、非置換
もしくは置換の１価炭化水素基である。ｇは１、２又は３の整数であり、ｘ、ｙ及びｚは
０又は正の整数であり、但し、１≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１，０００を満足する数であり、ｘ又は
ｙの少なくとも１つは１以上である。）
【請求項５】
　更に、（Ｄ）接着付与剤を含む請求項１～４のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組
成物。
【請求項６】
　更に、（Ｅ）縮合触媒を含む請求項１～５のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成
物。
【請求項７】
　更に、（Ｆ）無機質充填剤を含む請求項１～６のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂
組成物。
【請求項８】
　厚さ１ｍｍの硬化物の水蒸気透過率が１５ｇ／ｍ2・ｄａｙ以下である請求項１～７の
いずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成物。
【請求項９】
　光半導体素子の封止用である請求項１～８のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成
物。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成物の硬化物で光半導体素子が
封止された光半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　従って、本発明は、下記に示す低ガス透過性シリコーン樹脂組成物及び光半導体装置を
提供する。
請求項１：
　（Ａ）下記平均組成式（１）で示され、１分子中に２個以上のアルケニル基を含有する
オルガノポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０～９５質量部、
　　（Ｒ1ＳｉＯ3/2）a（Ｒ2

2ＳｉＯ）b（Ｒ1Ｒ2Ｒ3ＳｉＯ1/2）c　　　（１）
（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、Ｒ3は炭素数２～８のアルケニル基であり
、ａは０．３～０．９、ｂは０～０．５、ｃは０．０５～０．７の正数であり、但しａ＋
ｂ＋ｃ＝１．０である。）
（Ｂ）下記平均組成式（２）で示され、１分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素
原子を含有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン　　　　０．０１～４０質量部、
　　Ｒ1

dＲ
2
eＨfＳｉＯ(4-d-eーf)/2　　　（２）

（式中、Ｒ1、Ｒ2は上記と同じであり、ｄは０．６～１．５、ｅは０～０．５、ｆは０．
４～１．０の正数であり、但しｄ＋ｅ＋ｆ＝１．０～２．５である。）
（Ｃ）付加反応用触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　触媒量
を含有してなることを特徴とする低ガス透過性シリコーン樹脂組成物。
請求項２：
　（Ａ）成分中のアルケニル基１モルあたり（Ｂ）成分中のＳｉＨ基が０．４～４．０モ
ルとなる量の（Ｂ）成分を含有する請求項１に記載のシリコーン樹脂組成物。
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請求項３：
　（Ｂ）成分の５０～１００質量％が、下記一般式（３）で示されるものである請求項１
又は２に記載のシリコーン樹脂組成物。
【化３】

（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、ｎは１以上の整数である。）
請求項４：
　更に、（Ａ’）下記一般式（４）で示されるオルガノポリシロキサンを（Ａ）及び（Ｂ
）成分の合計１００質量部に対し、０．０１～５０質量部含む請求項１～３のいずれか１
項に記載のシリコーン樹脂組成物。
【化４】

（式中、Ｒ1は独立に炭素数６～１４のアリール基、Ｒ2は独立にＲ1と同じ又は異なる、
非置換もしくは置換の１価炭化水素基であり、Ｒ4は独立にＲ1と同じ又は異なる、非置換
もしくは置換の１価炭化水素基である。ｇは１、２又は３の整数であり、ｘ、ｙ及びｚは
０又は正の整数であり、但し、１≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１，０００を満足する数であり、ｘ又は
ｙの少なくとも１つは１以上である。）
請求項５：
　更に、（Ｄ）接着付与剤を含む請求項１～４のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組
成物。
請求項６：
　更に、（Ｅ）縮合触媒を含む請求項１～５のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成
物。
請求項７：
　更に、（Ｆ）無機質充填剤を含む請求項１～６のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂
組成物。
請求項８：
　厚さ１ｍｍの硬化物の水蒸気透過率が１５ｇ／ｍ2・ｄａｙ以下である請求項１～７の
いずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成物。
請求項９：
　光半導体素子の封止用である請求項１～８のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成
物。
請求項１０：
　請求項１～８のいずれか１項に記載のシリコーン樹脂組成物の硬化物で光半導体素子が
封止された光半導体装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２０】
【化５】

（上記式において、ｘ、ｙ、ｚは上述した通りである。）
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　（Ａ’）成分を用いる場合の配合量は、（Ａ）及び（Ｂ）成分の合計１００質量部に対
し０．０１～５０質量部であることが好ましく、より好ましくは１０～３０質量部である
。（Ａ’）成分の配合量が多すぎると、樹脂表面のべたつき感（タック性）がでてきたり
、ガス透過性が高くなってしまう場合がある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　このオルガノハイドロジェンポリシロキサン（Ｂ）の配合量は、上記（Ａ）及び（Ａ’
）成分の硬化有効量であり、特にそのＳｉＨ基が（Ａ）及び（Ａ’）成分中のアルケニル
基（たとえばビニル基）の合計量当たり０．４～４．０、好ましくは０．５～４．０、特
に好ましくは０．８～２．０、更に好ましくは０．９～１．５のモル比で使用されること
が好ましい。上記下限値未満では、硬化反応が進行せず硬化物を得ることが困難であり、
上記上限値超では、未反応のＳｉＨ基が硬化物中に多量に残存するため、ゴム物性が経時
的に変化する原因となる場合が生じる。
　また、後述する任意成分である（Ｄ）成分の接着付与剤として、アルケニル基を含有す
る化合物を用いる場合、（Ｂ）成分中のＳｉＨ基が（Ａ）、（Ａ’）及び（Ｄ）成分中の
アルケニル基の合計量当たり０．５～４．０、特に好ましくは０．８～２．０、更に好ま
しくは０．９～１．５のモル比で使用されることが好ましい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
（Ｅ）縮合触媒
　縮合触媒は、（Ｂ）成分の分子間における加水分解縮合反応、及び（Ｂ）成分と基板表
面に存在する水酸基との縮合反応を促進するために配合する。縮合触媒としては、ジラウ
リン酸スズ、ジラウリン酸ジｎ－ブチルスズ、ジオクトエートスズ、ビス（２－エチルヘ
キサノエート）スズ、ビス（ネオデカノエート）スズ、ジ－ｎ－ブチルジアセトキシスズ
及びテトラブチルスズ等の錫（ＩＩ）及び錫（ＩＶ）化合物、並びにチタンテトライソプ
ロポキシド、チタンテトラオクトキシド、チタンテトラｎ－ブトキシド、チタンプトキシ
ドダイマー、チタンテトラ－２－エチルヘキソキシド、チタンジイソプロポキシビス（ア
セチルアセトネート）、チタンジオクチロキシビス（オクチレングリコレート）、チタン
ジイソプロポキシビス（エチルアセトアセテート）などのチタン化合物、アルミニウムト
リスアセチルアセトナート、アルミニウムトリスアセトアセテート、トリス（ｓｅｃ－ブ
トキシ）アルミニウムなどのアルミニウム化合物、ニッケルビスアセチルアセトネートな
どのニッケル化合物、コバルトトリスアセチルアセトナートなどのコバルト化合物、亜鉛
ビスアセチルアセトナートなどの亜鉛化合物、ジルコニウムテトラノルマルプロポキシド
、ジルコニウムテトラノルマルブトキシド、ジルコニウムテトラアセチルアセトネート、
ジルコニウムトリブトキシモノアセチルアセトネート、ジルコニウムモノブトキシアセチ
ルアセトネート、ジルコニウムジブトキシビス（エチルアセトアセテート）、ジルコニウ
ムテトラアセチルアセトネート、ジルコニウムトリブトキシモノステアレートなどのジル
コニウム化合物が挙げられる。上記縮合触媒は１種単独でも２種以上の組み合わせであっ
てもよい。特に耐変色性が高く、反応性に富むジルコニウム系触媒のオルガチックスＺＡ
シリーズ（（株）マツモト交商製）を用いることが好ましい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　　［合成例１］
　フラスコにキシレン７１８ｇ、水２，５７１ｇを加え、フェニルトリクロロシラン１，
２６９．６ｇ（６．００ｍｏｌ）、ビス（メチルフェニルビニルシロキサン）６２１．０
８ｇ（２．００ｍｏｌ）、キシレン１，０７８ｇを混合したものを滴下した。滴下終了後
３時間撹拌し、廃酸分離して水洗した。共沸脱水後に５０質量％ＫＯＨ水溶液１９．２６
ｇ（０．１７２ｍｏｌ）を加え、内温１５０℃で終夜加熱還流を行った。トリメチルクロ
ロシラン３１．７ｇ（０．２９３ｍｏｌ）を加え、酢酸カリウム２８．７ｇ（０．２９３
ｍｏｌ）で中和し、濾過後、溶剤を減圧留去し、メタノールで洗浄して再び留去し、下記
平均組成式で示されるシロキサン樹脂（樹脂１）を合成した。得られたシロキサン樹脂の
ＧＰＣによるポリスチレン換算の重量平均分子量は１，４００であり、ビニル当量は０．
２３３ｍｏｌ／１００ｇであった。
【化２１】

【手続補正９】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　　［合成例２］
　フラスコにキシレン１，１４２ｇ、水４，６２９ｇを加え、フェニルトリクロロシラン
２，２８５ｇ（１０．８ｍｏｌ）、ビス（メチルフェニルビニルシロキサン）７１８．７
ｇ（２．３１ｍｏｌ）、キシレン１，７１２ｇを混合したものを滴下した。滴下終了後３
時間撹拌し、廃酸分離して水洗した。共沸脱水後に５０質量％ＫＯＨ水溶液２０．６４ｇ
（０．１８４ｍｏｌ）を加え、内温１５０℃で終夜加熱還流を行った。トリメチルクロロ
シラン３４．０ｇ（０．３１３ｍｏｌ）を加え、酢酸カリウム３０．７ｇ（０．３１３ｍ
ｏｌ）で中和し、濾過後、溶剤を減圧留去し、メタノールで洗浄して再び減圧留去し、下
記平均組成式で示されるシロキサン樹脂（樹脂２）を合成した。得られたシロキサン樹脂
のＧＰＣによるポリスチレン換算の重量平均分子量は１，７７０であり、ビニル当量は０
．１８６ｍｏｌ／１００ｇであった。
【化２２】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　　［合成例３］
　フラスコにキシレン１，０５０ｇ、水５，０９６ｇを加え、フェニルトリクロロシラン
２，２８５ｇ（１０．８ｍｏｌ）、ジメチルジクロロシラン１９９ｇ（１．５４ｍｏｌ）
、ビス（メチルフェニルビニルシロキサン）４７９ｇ（１．５４ｍｏｌ）、キシレン１，
５７６ｇを混合したものを滴下した。滴下終了後３時間撹拌し、廃酸分離して水洗した。
共沸脱水後に５０質量％ＫＯＨ水溶液２１．８２ｇ（０．１９４ｍｏｌ）を加え、１５０
℃で終夜加熱還流を行った。トリメチルクロロシラン３５．８ｇ（０．３３０ｍｏｌ）を
加え、酢酸カリウム３２．４ｇ（０．３３０ｍｏｌ）で中和し、濾過後、溶剤を減圧留去
し、下記平均組成式で示されるシロキサン樹脂（樹脂３）を合成した。得られたシロキサ
ン樹脂のＧＰＣによるポリスチレン換算の重量平均分子量は１，８５０であり、ビニル当
量は０．１６１ｍｏｌ／１００ｇであった。
【化２３】

【手続補正１１】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　　［合成例５］
　フラスコにキシレン１，０００ｇ、水５，０１４ｇを加え、フェニルトリクロロシラン
２，２８５ｇ（１０．８ｍｏｌ）、ビニルジメチルクロロシラン３２６ｇ（２．７０ｍｏ
ｌ）、キシレン１，４７８ｇを混合したものを滴下した。滴下終了後３時間撹拌し、廃酸
分離して水洗した。共沸脱水後にＫＯＨ６ｇ（０．１５ｍｏｌ）を加え、１５０℃で終夜
加熱還流を行った。トリメチルクロロシラン２７ｇ（０．２５ｍｏｌ）を加え、酢酸カリ
ウム２４．５ｇ（０．２５ｍｏｌ）で中和し、濾過後、溶剤を減圧留去し、下記平均組成
式で示されるシロキサン樹脂（樹脂４）を合成した。得られたシロキサン樹脂のＧＰＣに
よるポリスチレン換算の重量平均分子量は１，８２０であり、ビニル当量は０．１３１ｍ
ｏｌ／１００ｇであった。
【化２５】
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