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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）エポキシ樹脂、
（Ｂ）フェノール樹脂硬化剤
　　　　　（Ａ）エポキシ樹脂中に含まれるエポキシ基１モルに対して、硬化剤中に含ま
　　　　　れるフェノール性水酸基のモル比が０．５～１．５となる量、
（Ｃ）溶融シリカ、結晶性シリカ、アルミナ、窒化珪素、窒化アルミニウム、ボロンナイ
トライド、酸化チタン、ガラス繊維から選択される無機質充填剤
　　　　　（Ａ），（Ｂ）成分及び下記（Ｅ）成分の総量１００質量部に対し、４００～
　　　　　１，２００質量部、
（Ｄ）酸化ランタン、酸化ガドリニウム、酸化サマリウム、酸化ツリウム、酸化ユーロピ
ウム、酸化ネオジム、酸化エルビウム、酸化テルビウム、酸化プラセオジウム、酸化ジス
プロジウム、酸化イットリウム、酸化イッテルビウム、酸化ホルミウムから選択される希
土類酸化物
　　　　　（Ａ），（Ｂ）成分及び下記（Ｅ）成分の総量１００質量部に対し、０．５～
　　　　　２０質量部、
（Ｅ）下記平均組成式（１）で示されるホスファゼン化合物
　　　　　（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分の合計量１００質量％に対し、１～５０質量％、
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【化１】

［但し、Ｘは単結合、又はＣＨ2、Ｃ（ＣＨ3）2、ＳＯ2、Ｓ、Ｏ及びＯ（ＣＯ）Ｏから選
ばれる基であり、ＹはＯＨ、ＳＨ又はＮＨ2であり、Ｒ1は炭素数１～４のアルキル基及び
アルコキシ基、ＮＨ2、ＮＲ2Ｒ3並びにＳＲ4から選ばれる基であり、Ｒ2，Ｒ3，Ｒ4は水
素原子又は炭素数１～４のアルキル基である。ｄ，ｅ，ｆ，ｎは、０≦ｄ≦０．２５ｎ、
０≦ｅ≦２ｎ、０≦ｆ≦２ｎ、２ｄ＋ｅ＋ｆ＝２ｎ、３≦ｎ≦１，０００を満足する数で
ある。］
を含むことを特徴とする半導体封止用難燃性エポキシ樹脂組成物。
【請求項２】
　臭素化物及びアンチモン化合物を含まないことを特徴とする請求項１記載の半導体封止
用難燃性エポキシ樹脂組成物。
【請求項３】
　更に、硬化促進剤を含有する請求項１又は２記載の組成物。
【請求項４】
　更に、離型剤を含有する請求項１～３のいずれか１項記載の組成物。
【請求項５】
　更に、シランカップリング剤を含有する請求項１～４のいずれか１項記載の組成物。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項記載のエポキシ樹脂組成物の硬化物で封止された半導体装
置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐熱性及び耐湿信頼性に優れた硬化物を得ることができる半導体封止用エポ
キシ樹脂組成物、及び該樹脂組成物の硬化物で封止された半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、半導体デバイスは樹脂封止型のダイオード、トランジスター、ＩＣ、ＬＳＩ、超
ＬＳＩが主流であるが、エポキシ樹脂が他の熱硬化性樹脂に比べて成形性、接着性、電気
特性、機械特性、耐湿性等に優れているため、エポキシ樹脂組成物で半導体装置を封止す
ることが一般的である。近年では自動車の電子制御化に伴い、自動車のエンジン周り等、
常時高温下に晒される部位でも使用されるため、高温下での動作保証が要求されている。
【０００３】
　半導体封止用エポキシ樹脂組成物中には、難燃性を高めるため、一般にハロゲン化エポ
キシ樹脂と三酸化アンチモンとが配合されている。このハロゲン化エポキシ樹脂と三酸化
アンチモンとの組み合わせは、気相においてラジカルトラップ、空気遮断効果が大きく、
その結果、高い難燃効果が得られるものである。
【０００４】
　しかしながら、ハロゲン化エポキシ樹脂と三酸化アンチモンを含む半導体封止材で封止
されたデバイスを長期間高温下に晒すと、ハロゲン化イオンにより金線とシリコンチップ
上のアルミパッドの接合部分の金属化合物の形成が促進され、機械的強度、並びに電気的
特性の低下が認められる。
【０００５】
　このような要求に対して、ハロゲン化エポキシ樹脂あるいは三酸化アンチモンの代替と
して、従来からＡｌ（ＯＨ）3、Ｍｇ（ＯＨ）2等の水酸化物、赤リン、リン酸エステル等
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のリン系難燃剤等の検討がなされてきている。しかし、Ａｌ（ＯＨ）3、Ｍｇ（ＯＨ）2等
の水酸化物は難燃効果が低いため、難燃組成とするためには、エポキシ樹脂組成物中に水
酸化物を多量に添加しなければならず、その結果、組成物の粘度が上昇し、成形時にボイ
ド、ワイヤー流れ等の成形不良が発生するという問題がある。一方、赤リン、リン酸エス
テル等のリン系難燃剤をエポキシ樹脂組成物に添加した場合、半導体装置が高温高湿条件
に晒されると、リン系難燃剤が加水分解されてリン酸が生成し、このリン酸がアルミ配線
を腐食させ、信頼性を低下させるという大きな問題があった。
【０００６】
　また、エポキシ樹脂と硬化剤の組成物からなる硬化物自体も熱により分解され、酢酸や
ギ酸といった有機酸が発生するため、デバイスの信頼性に影響を及ぼす。そのためエポキ
シ当量が低く、芳香環を多く含む耐熱安定性に優れた樹脂系がその高い難燃性と相まって
使用されているが、硬化物のガラス転移温度が低く、ガラス転移温度以上の高温下ではイ
オン性不純物の動きが活発となり、やはり電気特性の低下が見られる。
【０００７】
　更に、高温下長期保管時にイオン性不純物が低減され、耐熱信頼性、耐湿信頼性に優れ
た硬化物を与える半導体封止用エポキシ樹脂組成物が得られるものとして、イオン性不純
物を捕捉する目的、及び硬化物の酸性度を中和する目的でハイドロタルサイト化合物を組
成物に添加することが行われている（特許文献１～１２：特許第２５０１８２０号公報、
特許第２５１９２７７号公報、特許第２７１２８９８号公報、特許第３１６７８５３号公
報、特公平６－５１８２６号公報、特開平９－１１８８１０号公報、特開平１０－１５８
３６０号公報、特開平１１－２４０９３７号公報、特開平１１－３１０７６６号公報、特
開２０００－１５９５２０号公報、特開２０００－２３０１１０号公報、特許第２８４３
２４４号公報等参照）。しかし、かかるハイドロタルサイト化合物では、ホスファゼン化
合物等のリン系難燃剤をエポキシ樹脂組成物に添加した場合、半導体装置が高温条件に晒
された場合に、リン系難燃剤が分解されて生成するリン酸を完全に無害化することに限界
があった。
【０００８】
　一方、特許第２８４３２４４号公報（特許文献１２）では、赤リンの表面にＳｉXＯY組
成からなる被覆層で被覆した化合物を難燃剤として使用したエポキシ樹脂組成物が提案さ
れているが、上記の耐湿信頼性は改善されていないのが現状である。また、特開平１０－
２５９２９２号公報（特許文献１３）では、環状ホスファゼン化合物を、充填剤を除く配
合成分の合計量に対して、燐原子の量が０．２～３．０重量％となる量を使用したエポキ
シ樹脂組成物も提案されているが、難燃性を得るためには相当な量をエポキシ樹脂組成物
に添加する必要があり、その場合は硬化性の低下、並びに高温環境下での電気抵抗性低下
を引き起こす等の問題点があった。また環状ホスファゼン化合物は比較的熱に対して安定
であるが、長時間高温化に晒されると分解し、リン酸化合物が発生し、半導体素子の高温
動作に影響を及ぼすこともある。
【０００９】
　更に、特開２００３－１３８１０２号公報（特許文献１４）では、（Ａ）エポキシ樹脂
、（Ｂ）硬化剤、（Ｃ）無機質充填剤、（Ｄ）モリブデン酸亜鉛を無機質充填剤に担持し
たモリブデン化合物、（Ｅ）下記平均組成式（ｉ）で示されるホスファゼン化合物
【化１】

［式中、Ｘは単結合、又はＣＨ2、Ｃ（ＣＨ3）2、ＳＯ2、Ｓ、Ｏ、及びＯ（ＣＯ）Ｏから
選ばれる基であり、ＹはＯＨ、ＳＨ又はＮＨ2であり、Ｒ1は炭素数１～４のアルキル基及
びアルコキシ基、ＮＨ2、ＮＲ2Ｒ3並びにＳＲ2から選ばれる基であり、Ｒ2，Ｒ3は水素原
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子又は炭素数１～４のアルキル基である。ｄ，ｅ，ｆ，ｎは０≦ｄ≦０．２５ｎ、０≦ｅ
＜２ｎ、０≦ｆ≦２ｎ、２ｄ＋ｅ＋ｆ＝２ｎ、３≦ｎ≦１０００を満たす数である。］
を必須成分とし、臭素化物及びアンチモン化合物を実質的に含まないことを特徴とする半
導体封止用難燃性エポキシ樹脂組成物が開示され、臭素化エポキシ樹脂等の臭素化物及び
三酸化アンチモン等のアンチモン化合物を含有せず、成形性に優れると共に、難燃性及び
耐湿信頼性に優れる硬化物を得ることができる半導体封止用難燃性エポキシ樹脂組成物が
開示されている。しかし、ホスファゼン化合物等のリン系難燃剤をエポキシ樹脂組成物に
添加した場合、半導体装置が高温条件に晒されると、リン系難燃剤が分解されてリン酸が
生成し、デバイスの信頼性を低下させるという問題がある。
【００１０】
【特許文献１】特許第２５０１８２０号公報
【特許文献２】特許第２５１９２７７号公報
【特許文献３】特許第２７１２８９８号公報
【特許文献４】特許第３１６７８５３号公報
【特許文献５】特公平６－５１８２６号公報
【特許文献６】特開平９－１１８８１０号公報
【特許文献７】特開平１０－１５８３６０号公報
【特許文献８】特開平１１－２４０９３７号公報
【特許文献９】特開平１１－３１０７６６号公報
【特許文献１０】特開２０００－１５９５２０号公報
【特許文献１１】特開２０００－２３０１１０号公報
【特許文献１２】特許第２８４３２４４号公報
【特許文献１３】特開平１０－２５９２９２号公報
【特許文献１４】特開２００３－１３８１０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、耐熱性及び耐湿信頼性に優れる硬化物となり得る半導体封止用エポキシ樹脂
組成物を提供することを目的とする。
　本発明は、臭素化エポキシ樹脂等の臭素化物、三酸化アンチモン等のアンチモン化合物
を含有せず、成形性に優れると共に、難燃性及び耐湿信頼性に優れる硬化物を得ることが
できる半導体封止用難燃性エポキシ樹脂組成物を提供することを他の目的とする。
　更に、本発明は、上記エポキシ樹脂組成物の硬化物で封止された半導体装置を提供する
ことを別の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者等は、上記目的を達成すべく鋭意検討を行った結果、（Ａ）エポキシ樹脂、（
Ｂ）フェノール樹脂硬化剤、（Ｃ）無機質充填剤、（Ｄ）希土類酸化物を必須成分とする
半導体封止用エポキシ樹脂組成物が、耐熱性及び耐湿信頼性に優れる硬化物となり得るこ
とを見出した。
　即ち、本発明者等は、希土類酸化物が不純物イオンを捕捉する能力に優れることを知見
し、これをエポキシ樹脂組成物中に用いると、高温下で発生する不純物イオンの増加を抑
え、信頼性に優れること、更に高温高湿下においても優れたイオン捕捉能力を示し、耐湿
信頼性も優れることを見出した。
　また、上記成分に加えて、（Ｅ）下記平均組成式（１）で示されるホスファゼン化合物
を配合することにより、臭素化物及びアンチモン化合物を実質的に含まなくとも、成形性
に優れると共に、難燃性、耐湿信頼性及び耐熱性に優れる硬化物となり得ることを見出し
、本発明をなすに至った。
【００１３】
　従って、本発明は、第一に、
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（Ａ）エポキシ樹脂、
（Ｂ）フェノール樹脂硬化剤
　　　　　　　　（Ａ）エポキシ樹脂中に含まれるエポキシ基１モルに対して、硬化剤
　　　　　　　　中に含まれるフェノール性水酸基のモル比が０．５～１．５となる量、
（Ｃ）無機質充填剤
　　　　　（Ａ），（Ｂ）成分の総量１００質量部に対し、４００～１，２００質量部、
（Ｄ）希土類酸化物
　　　　　　　　（Ａ），（Ｂ）成分の総量１００質量部に対し、０．５～２０質量部
を含む半導体封止用エポキシ樹脂組成物、及びこの組成物の硬化物で封止された半導体装
置を提供する。
【００１４】
　本発明の上記半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、耐熱性に優れると共に耐湿信頼性に
優れた硬化物を得ることができ、この硬化物で封止された半導体装置は、耐熱性、耐湿信
頼性に優れたものである。
【００１５】
　この場合、（Ｄ）希土類酸化物の添加量を（Ａ），（Ｂ）成分の総量１００質量部に対
し、２～１０質量部とすることが好ましい。また、上記組成物には、硬化促進剤を（Ａ）
，（Ｂ）成分の総量１００質量部に対し、２～１０質量部、離型剤を（Ａ），（Ｂ）成分
の総量１００質量部に対し、０．１～５質量部、シランカップリング剤を（Ａ），（Ｂ）
成分の総量１００質量部に対し、０．１～５質量部配合することができる。
【００１６】
　また、本発明は、第二に
（Ａ）エポキシ樹脂、
（Ｂ）フェノール樹脂硬化剤
　　　　　　　　（Ａ）エポキシ樹脂中に含まれるエポキシ基１モルに対して、硬化剤
　　　　　　　　中に含まれるフェノール性水酸基のモル比が０．５～１．５となる量、
（Ｃ）無機質充填剤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ），（Ｂ）成分及び下記（Ｅ）成分の総量
　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部に対し、４００～１，２００質量部、
（Ｄ）希土類酸化物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ），（Ｂ）成分及び下記（Ｅ）成分の総量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部に対し、０．５～２０質量部、
（Ｅ）下記平均組成式（１）で示されるホスファゼン化合物
　　　　　（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分の合計量１００質量％に対し、１～５０質量％、
【化２】

［但し、Ｘは単結合、又はＣＨ2、Ｃ（ＣＨ3）2、ＳＯ2、Ｓ、Ｏ及びＯ（ＣＯ）Ｏから選
ばれる基であり、ＹはＯＨ、ＳＨ又はＮＨ2であり、Ｒ1は炭素数１～４のアルキル基及び
アルコキシ基、ＮＨ2、ＮＲ2Ｒ3並びにＳＲ4から選ばれる基であり、Ｒ2，Ｒ3，Ｒ4は水
素原子又は炭素数１～４のアルキル基である。ｄ，ｅ，ｆ，ｎは、０≦ｄ≦０．２５ｎ、
０≦ｅ≦２ｎ、０≦ｆ≦２ｎ、２ｄ＋ｅ＋ｆ＝２ｎ、３≦ｎ≦１，０００を満足する数で
ある。］
を含むことを特徴とする半導体封止用難燃性エポキシ樹脂組成物、及びこの組成物の硬化
物で封止された半導体装置を提供する。
【００１７】
　この場合、上記組成物には、硬化促進剤を（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分の総量１００質
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量部に対し、２～１０質量部、離型剤を（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分の総量１００質量部
に対し、０．１～５質量部、シランカップリング剤を（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分の総量
１００質量部に対し、０．１～５質量部配合することができる。
【００１８】
　上記（Ｄ）希土類酸化物に（Ｅ）ホスファゼン化合物を併用することにより、特に、臭
素化物、アンチモン化合物を実質的に含まなくとも高い難燃性を達成することができる。
即ち、一般に、エポキシ樹脂組成物中には、難燃性を達成するため、臭素化エポキシ樹脂
と三酸化アンチモンとが配合されているが、この臭素化エポキシ樹脂と三酸化アンチモン
とを使用せずに、難燃規格であるＵＬ－９４、Ｖ－０を達成することができる。
【００１９】
　ここで、臭素化エポキシ樹脂あるいは三酸化アンチモンの代替として、従来からＡｌ（
ＯＨ）3、Ｍｇ（ＯＨ）2等の水酸化物、赤リン、リン酸エステル等のリン系難燃剤等が検
討されている。しかし、これらの公知の代替難燃剤は、特に高温において耐水性が弱く、
難燃剤自身が溶解、分解して、抽出水中の不純物イオンを増加させるという共通の欠点が
あった。このため、臭素化物、アンチモン化合物を実質的に含まない従来の難燃性エポキ
シ樹脂組成物で封止された半導体装置を長時間高温高湿下に放置すると、半導体装置のア
ルミ配線が腐食し、耐湿信頼性が低下するという問題があった。
【００２０】
　本発明者等は、上記不都合を解決すべく鋭意検討を行った結果、難燃剤として、（Ｅ）
平均組成式（１）で示されるホスファゼン化合物とイオントラップ材として（Ｄ）希土類
酸化物を併用した半導体封止用エポキシ樹脂組成物が、前述のように抽出水中の不純物イ
オンを増加させることもなく、成形性に優れ、難燃性、耐湿信頼性及び耐熱性に優れた硬
化物を得ることができることを見出したものである。（Ｅ）平均組成式（１）で示される
ホスファゼン化合物は耐熱性、耐水性が高く、抽出水中のリン酸イオンのような不純物イ
オンは比較的少ない。しかしながら、１５０～２００℃という高温下に長時間晒された場
合は一部分解してリン酸化合物が発生する。これに対し、本発明者らは、（Ｄ）希土類酸
化物がリン酸イオンのトラップ能力に優れ、しかも希土類金属は溶出せず、組成物の硬化
特性にも影響がないことを見出したものである。従って、本発明によるエポキシ樹脂組成
物は、成形性に優れ、難燃性、耐湿信頼性及び耐熱性に優れた硬化物を得ることができる
ものである。しかも、臭素化エポキシ樹脂等の臭素化物、三酸化アンチモン等のアンチモ
ン化合物をエポキシ樹脂組成物中に含有しないので、人体、環境に対する悪影響もないも
のである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、耐熱性に優れると共に耐湿信頼性に優れ
た硬化物を得ることができる。また、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物の硬化物
で封止された半導体装置は、耐熱性、耐湿信頼性に優れたものであり、産業上特に有用で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、
（Ａ）エポキシ樹脂、
（Ｂ）フェノール樹脂硬化剤、
（Ｃ）無機質充填剤、
（Ｄ）希土類酸化物
を含み、更に好ましくは
（Ｅ）ホスファゼン化合物
を含む。
【００２３】
［（Ａ）エポキシ樹脂］
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　本発明のエポキシ樹脂組成物を構成する（Ａ）エポキシ樹脂は特に限定されない。一般
的なエポキシ樹脂としては、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、トリフェノールアルカン型エポキシ樹脂、アラルキル型エポキシ樹脂、ビフェニ
ル骨格含有アラルキル型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエ
ン型エポキシ樹脂、複素環型エポキシ樹脂、ナフタレン環含有エポキシ樹脂、ビスフェノ
ールＡ型エポキシ化合物、ビスフェノールＦ型エポキシ化合物、スチルベン型エポキシ樹
脂等が挙げられ、これらのうち１種又は２種以上を併用することができる。これらのうち
では、芳香環を含むエポキシ樹脂が好ましい。なお、本発明においては臭素化エポキシ樹
脂は配合されない。
【００２４】
　上記エポキシ樹脂は、加水分解性塩素が１，０００ｐｐｍ以下、特に５００ｐｐｍ以下
であり、ナトリウム及びカリウムは、それぞれ１０ｐｐｍ以下とすることが好ましい。加
水分解性塩素が１，０００ｐｐｍを超えたり、ナトリウム又はカリウムが１０ｐｐｍを超
える場合は、長時間高温高湿下に半導体装置を放置すると、耐湿性が劣化する場合がある
。
【００２５】
［（Ｂ）フェノール樹脂硬化剤］
　本発明に用いる（Ｂ）フェノール樹脂硬化剤も特に限定されるものではない。具体的に
は、フェノールノボラック樹脂、ナフタレン環含有フェノール樹脂、アラルキル型フェノ
ール樹脂、トリフェノールアルカン型フェノール樹脂、ビフェニル骨格含有アラルキル型
フェノール樹脂、ビフェニル型フェノール樹脂、脂環式フェノール樹脂、複素環型フェノ
ール樹脂、ナフタレン環含有フェノール樹脂、ビスフェノールＡ型樹脂、ビスフェノール
Ｆ型樹脂等のビスフェノール型フェノール樹脂などが挙げられ、これらのうち１種又は２
種以上を併用することができる。
【００２６】
　上記硬化剤は、エポキシ樹脂と同様に、ナトリウム及びカリウムをそれぞれ１０ｐｐｍ
以下とすることが好ましい。ナトリウム又はカリウムが１０ｐｐｍを超える場合は、長時
間高温高湿下に半導体装置を放置すると、耐湿性が劣化する場合がある。
【００２７】
　ここで、フェノール樹脂硬化剤の配合量は、エポキシ樹脂中に含まれるエポキシ基１モ
ルに対して、硬化剤中に含まれるフェノール性水酸基のモル比が０．５～１．５の範囲で
あり、特に０．８～１．２の範囲であることが好ましい。モル比が０．５未満あるいは１
．５を超えるとエポキシ基とフェノール性水酸基の量がアンバランスであり、硬化物の特
性が十分でない。
【００２８】
［（Ｃ）無機質充填剤］
　本発明のエポキシ樹脂組成物中に配合される（Ｃ）無機質充填剤としては、通常エポキ
シ樹脂組成物に配合されるものを使用することができる。例えば、溶融シリカ、結晶性シ
リカ等のシリカ類、アルミナ、窒化珪素、窒化アルミニウム、ボロンナイトライド、酸化
チタン、ガラス繊維等が挙げられる。
【００２９】
　これら無機質充填剤の平均粒径や形状は特に限定されないが、難燃性を高めるためには
、エポキシ樹脂組成物中に成形性を損なわない範囲で可能な限り多量に充填させることが
好ましい。この場合、無機質充填剤の平均粒径、形状として、平均粒径５～３０μｍの球
状の溶融シリカが特に好ましい。また、（Ｃ）成分である無機質充填剤の充填量は、（Ａ
），（Ｂ），（Ｅ）成分の総量１００質量部（但し、（Ｅ）成分が含まれない、つまり（
Ｅ）成分０質量部の場合がある。以下、同様。）に対し、４００～１，２００質量部であ
り、特に５００～１，０００質量部とすることが好ましい。充填量が４００質量部未満で
は線膨張係数が大きくなり、半導体素子に加わる応力が増大し、１，２００質量部を超え
ると流動性が著しく低下し、成形性が悪くなる。
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【００３０】
　なお、本発明において、平均粒径は、例えばレーザー光回折法等による重量平均値（又
はメディアン径）等として求めることができる。
【００３１】
　無機質充填剤は、樹脂と無機質充填剤との結合強度を強くするため、シランカップリン
グ剤、チタネートカップリング剤などのカップリング剤で予め表面処理したものを配合す
ることが好ましい。このようなカップリング剤としては、γ－グリシドキシプロピルトリ
メトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、β－（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等のエポキシシラン、Ｎ－β（アミノ
エチル）－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、イミダゾールとγ－グリシドキシプ
ロピルトリメトキシシランの反応物、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェ
ニル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン等のアミノシラン、γ－メルカプトシラン
、γ－エピスルフィドキシプロピルトリメトキシシラン等のメルカプトシランなどのシラ
ンカップリング剤を用いることが好ましい。ここで、表面処理に用いるカップリング剤の
配合量及び表面処理方法については特に制限されるものではない。
【００３２】
［（Ｄ）希土類酸化物］
　（Ｄ）成分である希土類酸化物は、イオン、特にリン酸イオンのトラップ能力に優れ、
高温、高湿下においてもＬａ，Ｙ，Ｇｄ，Ｂｉ，Ｍｇ，Ａｌ等の金属イオンが溶出せず、
かつエポキシ樹脂組成物の硬化性にも影響せず、耐熱性、耐湿性に優れた硬化物を与える
ことができる。
【００３３】
　希土類酸化物としては、酸化ランタン、酸化ガドリニウム、酸化サマリウム、酸化ツリ
ウム、酸化ユーロピウム、酸化ネオジム、酸化エルビウム、酸化テルビウム、酸化プラセ
オジウム、酸化ジスプロジウム、酸化イットリウム、酸化イッテルビウム、酸化ホルミウ
ムなどが挙げられる。
【００３４】
　希土類酸化物の添加量としては、（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分の合計量１００質量部に
対し、０．５～２０質量部であり、（Ｅ）成分を含有する場合は１～１０質量部が好まし
く、特に２～１０質量部が好ましい。添加量が０．５質量部未満では十分なイオントラッ
プ効果が得られず、また２０質量部を超えると、流動性の低下を引き起こす。
【００３５】
［（Ｅ）ホスファゼン化合物］
　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、（Ｅ）下記平均組成式（１）で示される
ホスファゼン化合物を配合することが好ましい。
【００３６】
【化３】

［但し、Ｘは単結合、又はＣＨ2、Ｃ（ＣＨ3）2、ＳＯ2、Ｓ、Ｏ、及びＯ（ＣＯ）Ｏから
選ばれる基であり、ＹはＯＨ、ＳＨ又はＮＨ2であり、Ｒ1は炭素数１～４のアルキル基及
びアルコキシ基、ＮＨ2、ＮＲ2Ｒ3並びにＳＲ4から選ばれる基であり、Ｒ2，Ｒ3，Ｒ4は
水素原子又は炭素数１～４のアルキル基である。ｄ，ｅ，ｆ，ｎは、０≦ｄ≦０．２５ｎ
、０≦ｅ≦２ｎ、０≦ｆ≦２ｎ、２ｄ＋ｅ＋ｆ＝２ｎ、３≦ｎ≦１，０００を満足する数
である。］
【００３７】
　上記式（１）で示されるホスファゼン化合物を添加した本発明の半導体封止用難燃性エ
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ポキシ樹脂組成物は、赤リン、リン酸エステル等のリン系難燃剤を添加したエポキシ樹脂
組成物と比較して、熱水抽出特性に優れ、耐湿信頼性に特に優れる硬化物を得ることがで
きる。
【００３８】
　ここで、上記式（１）において、ｎは３～１，０００であるが、より好ましい範囲は３
～１０である。合成上特に好ましくはｎ＝３である。
【００３９】
　ｄ，ｅ，ｆの比率は、０≦ｄ≦０．２５ｎ、０≦ｅ≦２ｎ、０≦ｆ≦２ｎ、２ｄ＋ｅ＋
ｆ＝２ｎである。０．２５ｎ＜ｄでは、ホスファゼン化合物の分子間架橋が多いため、軟
化点が高くなり、エポキシ樹脂中に相溶しにくく、期待される難燃効果が得られない。ｄ
の比率は、０≦ｄ≦０．１５ｎであることが好ましい。
【００４０】
　Ｘ、Ｙ、Ｒ1は上記の通りであり、Ｒ1は電子供与性の基である。電子供与基の置換がな
い場合、Ｙの求核性が低下するため、エポキシ基との反応性が低くなる。そのため、上記
式（１）で表されるホスファゼン化合物の添加量を増やした場合、硬化性の低下、高温時
の電気抵抗性低下が生じる。また硬化性が悪いと熱分解しやすいため、難燃性も低下する
。また、Ｒ1が炭素数５以上のアルキル基、アルコキシ基において、炭素数が増加すると
難燃性が低下する。従って、メチル基、メトキシ基、アミノ基、ジメチルアミノ基が望ま
しい。
【００４１】
　なお、Ｘが単結合である場合、

【化４】

で表される。
【００４２】
　また、（Ｅ）成分であるホスファゼン化合物の添加量は、（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分
の合計量１００質量％に対し、１～５０質量％であることが好ましく、特に２～２０質量
％が好ましい。添加量が１質量％未満では十分な難燃効果が得られない場合があり、また
５０質量％を超えると、流動性の低下を引き起こす場合がある。
【００４３】
［（Ｆ）その他添加剤］
　本発明の半導体封止用難燃性エポキシ樹脂組成物は、上記各成分の他に、本発明の効果
を損なわない範囲で、必要に応じて、下記成分（ａ）～（ｅ）を配合することができる。
（ａ）硬化促進剤
　本発明において、エポキシ樹脂と硬化剤との硬化反応を促進させるため、硬化促進剤を
用いることが好ましい。この硬化促進剤は、硬化反応を促進させるものであれば特に制限
はなく、例えば、トリフェニルホスフィン、トリブチルホスフィン、トリ（ｐ－メチルフ
ェニル）ホスフィン、トリ（ノニルフェニル）ホスフィン、トリフェニルホスフィン・ト
リフェニルボラン、テトラフェニルホスフィン・テトラフェニルボレート、トリフェニル
ホスフィンとｐ－ベンゾキノンの付加物などのリン系化合物、トリエチルアミン、ベンジ
ルジメチルアミン、α－メチルベンジルジメチルアミン、１，８－ジアザビシクロ（５．
４．０）ウンデセン－７などの第３級アミン化合物、２－エチル－４－メチルイミダゾー
ル、２－メチルイミダゾール、２－フェニルイミダゾール、２－フェニル－４－メチルイ
ミダゾールなどのイミダゾール化合物等を使用することができる。
　硬化促進剤の配合量は有効量であるが、上記リン系化合物、第３級アミン化合物、イミ
ダゾール化合物等の硬化促進剤は、（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分の総量１００質量部に対
し、０．１～５質量部、特に０．５～２質量部とすることが好ましい。配合量が０．１質
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量部未満であると硬化不良を引き起こす場合があり、５質量部を超えると硬化時間が短く
、未充填を引き起こす場合がある。
【００４４】
（ｂ）離型剤
　離型剤成分としては、例えばカルナバワックス、ライスワックス、ポリエチレン、酸化
ポリエチレン、モンタン酸、モンタン酸と飽和アルコール、２－（２－ヒドロキシエチル
アミノ）－エタノール、エチレングリコール、グリセリン等とのエステル化合物であるモ
ンタンワックス；ステアリン酸、ステアリン酸エステル、ステアリン酸アミド、エチレン
ビスステアリン酸アミド、エチレンと酢酸ビニルとの共重合体等が挙げられ、これら１種
単独でも２種以上を組み合わせても使用することができる。
　離型剤の配合量としては、（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分の総量１００質量部に対して、
０．１～５質量部、更に好ましくは０．３～４質量部であることが望ましい。
【００４５】
（ｃ）シランカップリング剤
　本発明のエポキシ樹脂組成物には、組成物のなじみをよくするために、従来より公知の
各種シランカップリング剤を添加することができる。
　上記シランカップリング剤としては、例えば、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシ
シラン、γ－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピル
トリエトキシシラン、ｐ－スチリルトリメトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルメ
チルジメトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－メタクリ
ロキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラ
ン、γ－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノ
プロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリメト
キシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－アミ
ノプロピルトリメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル
－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルメチルジメトキシシ
ラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、ビス（トリエトキシプロピル）テト
ラスルフィド、γ－イソシアネートプロピルトリエトキシシラン等が挙げられる。これら
は１種単独でも２種以上組み合わせても使用することができる。これらの中でもγ－グリ
シドキシプロピルトリメトキシシランを使用することが好ましく、耐湿信頼性に優れ、吸
湿劣化後の接着強度の低下が少ないエポキシ樹脂組成物を得ることができる。
【００４６】
　上記カップリング剤を用いる場合、その使用量は、（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分の総量
１００質量部に対して、通常０．１～５質量部であり、好ましくは０．３～３質量部であ
る。
【００４７】
（ｄ）その他の難燃剤及びイオントラップ材
　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、本発明の目的及び効果を発現できる範囲
内において、難燃剤、例えば赤リン、リン酸エステル等のリン系難燃剤、水酸化アルミニ
ウム、水酸化マグネシウム等の水酸化物、ホウ酸亜鉛、スズ酸亜鉛、モリブデン酸亜鉛等
の無機化合物、及び他のイオントラップ材、例えばハイドロタルサイト化合物、リン酸ジ
ルコニウム化合物、水酸化ビスマス化合物を添加することもできる。但し、三酸化アンチ
モン等のアンチモン化合物は配合されない。
【００４８】
　難燃剤の配合量としては（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分の総量１００質量部に対して、３
～５０質量部、更に好ましくは５～２０質量部であることが望ましい。
【００４９】
　他のイオントラップ材としては、特許第２５０１８２０号公報、特許第２５１９２７７
号公報、特許第２７１２８９８号公報、特許第３１６７８５３号公報、特公平６－５１８
２６号公報、特開平９－１１８８１０号公報、特開平１０－１５８３６０号公報、特開平
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１１－２４０９３７号公報、特開平１１－３１０７６６号公報、特開２０００－１５９５
２０号公報、特開２０００－２３０１１０号公報、特許第２８４３２４４号公報等に記載
されているものが使用されるが、特に、下記一般式で表されるハイドロタルサイト化合物
が、半導体封止材料のイオントラップ材として数多くの使用例が挙げられていて好ましい
。
ＭｇxＡｌy（ＯＨ）2x+3y+2z（ＣＯ3）2・ｍＨ2Ｏ　　　　　
（ｘ，ｙ，ｚはそれぞれ０＜ｙ／ｘ≦１，０≦ｚ／ｙ＜１．５なる関係を有し、ｍは整数
を示す。）
　ハイドロタルサイト化合物の配合量としては（Ａ），（Ｂ），（Ｅ）成分の総量１００
質量部に対して、１～３０質量部、更に好ましくは２～５質量部であることが望ましい。
【００５０】
（ｅ）その他
　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物には、更に必要に応じて各種の添加剤を配合
することができる。例えば、熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー、有機合成ゴム、シリ
コーン系等の低応力剤、カーボンブラック等の着色剤、ハロゲントラップ剤等の添加剤を
本発明の目的を損なわない範囲で添加配合することができる。
【００５１】
　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂、硬化剤、無機質充填剤、
希土類酸化物、必要によりホスファゼン化合物、及びその他の添加物を所定の組成比で配
合し、これをミキサー等によって十分均一に混合した後、熱ロール、ニーダー、エクスト
ルーダー等による溶融混合処理を行い、次いで冷却固化させ、適当な大きさに粉砕して成
形材料とすることができる。
【００５２】
　このようにして得られる本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、各種の半導体装
置の封止用として有効に利用でき、この場合、封止の最も一般的な方法としては、低圧ト
ランスファー成形法が挙げられる。なお、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物の成
形条件は１５０～１８０℃で３０～１８０秒、後硬化は１５０～１８０℃で２～１６時間
行うことが望ましい。
【実施例】
【００５３】
　以下、ホスファゼン化合物の合成例、エポキシ樹脂組成物の実施例と比較例を示し、本
発明を具体的に示すが、本発明は下記の実施例に制限されるものではない。なお、式中の
Ｍｅはメチル基を示す。
【００５４】
　　［合成例Ａ］
　窒素雰囲気下、０℃で水素化ナトリウム８．６ｇ（２１４ｍｍｏｌ）をＴＨＦ５０ｍｌ
に懸濁させ、そこにフェノール１９．８ｇ（２１１ｍｍｏｌ）のＴＨＦ７５ｍｌ溶液を滴
下した。３０分撹拌後、ヘキサクロロトリホスファゼン１２．０ｇ（３４．５ｍｍｏｌ）
のＴＨＦ７５ｍｌ溶液を滴下し、１８時間加熱還流を行った。溶媒を減圧留去し、メタノ
ールを加え、析出した結晶をメタノール、水で洗浄し、白色結晶を２３．８ｇ得た。
【００５５】
【化５】

【００５６】
　　［合成例Ｂ］
　窒素雰囲気下、０℃で水素化ナトリウム４．６ｇ（１１４ｍｍｏｌ）をＴＨＦ５０ｍｌ
に懸濁させ、そこにフェノール９．７ｇ（１０４ｍｍｏｌ）、４，４’－スルホニルジフ
ェノール０．４０ｇ（１．７ｍｍｏｌ）のＴＨＦ５０ｍｌ溶液を滴下した。３０分撹拌後



(12) JP 4692744 B2 2011.6.1

10

20

30

40

、ヘキサクロロトリホスファゼン１２．５ｇ（３６．０ｍｍｏｌ）のＴＨＦ５０ｍｌ溶液
を滴下し、５時間加熱還流を行った。溶媒を減圧留去後、シクロヘキサン１５０ｍｌ、メ
チルヒドロキノン５７．３ｇ（３４５ｍｍｏｌ）を加え、そこにピリジン２７．３ｇ（３
４５ｍｍｏｌ）を滴下した。１８時間加熱還流した後、デカンテーションにより得られた
下層の黄色シロップ状物を８０％酢酸８０ｍｌに溶解し、水５００ｍｌに移して結晶を得
た。その結晶をメタノールに溶かし、水に移して結晶を得た。この操作を水が中性になる
まで繰返し、茶褐色結晶を２５．８ｇ得た。
【００５７】
【化６】

【００５８】
　　［実施例１～３、参考例１～４、比較例１～５］
　表１，２に示す成分を熱２本ロールにて均一に溶融混合し、冷却、粉砕して半導体封止
用エポキシ樹脂組成物を得た。これらの組成物につき、次の（ｉ）～（ｉｖ）の諸特性を
測定した。結果を表３，４に示した。
（ｉ）流動性
　ＥＭＭＩ規格に準じた金型を使用して、１７５℃、６．９Ｎ／ｍｍ2、成形時間１２０
秒の条件でスパイラルフロー値を測定した。
（ｉｉ）抽出水イオン性不純物
　５０ｍｍφ×３ｍｍの円板を１７５℃、６．９Ｎ／ｍｍ2、成形時間９０秒の条件で成
形し、１８０℃で４時間ポストキュアーした。この円板を１７５℃の雰囲気中１，０００
時間保管後、ディスクミルで粉砕し、粒径６３μｍ～２１２μｍの粉砕物１０ｇを純水５
０ｍｌ中に加え、１２５℃，２０時間、可溶性のイオン性不純物を抽出した。ろ過液中の
Ｃｌ，ＰＯ4，ＮＯ3，ＨＣＯＯ，ＣＨ3ＣＯＯイオン濃度をイオンクロマトグラフィーで
、金属（Ｌａ，Ｙ，Ｇｄ，Ｂｉ，Ｍｇ，Ａｌ）イオン濃度をＩＣＰ－ＡＥＳで測定した。
（ｉｉｉ）耐熱性
　５μｍ幅、５μｍ間隔のアルミニウム配線を形成した６×６ｍｍの大きさのシリコンチ
ップを１４ｐｉｎ－ＤＩＰフレーム（４２アロイ）に接着し、更にチップ表面のアルミニ
ウム電極とリードフレームとを２５μｍφの金線でワイヤボンディングした後、これにエ
ポキシ樹脂組成物を１７５℃、６．９Ｎ／ｍｍ2、成形時間１２０秒の条件で成形し、１
８０℃で４時間ポストキュアーした。このパッケージ２０個を１７５℃の雰囲気中－５Ｖ
の直流バイアス電圧をかけて１，０００時間放置した後、抵抗値を測定し、その平均値を
調べた。
（ｉｖ）耐湿性
　５μｍ幅、５μｍ間隔のアルミニウム配線を形成した６×６ｍｍの大きさのシリコンチ
ップを１４ｐｉｎ－ＤＩＰフレーム（４２アロイ）に接着し、更にチップ表面のアルミニ
ウム電極とリードフレームとを２５μｍφの金線でワイヤボンディングした後、これにエ
ポキシ樹脂組成物を１７５℃、６．９Ｎ／ｍｍ2、成形時間１２０秒の条件で成形し、１
８０℃で４時間ポストキュアーした。このパッケージ２０個を１３０℃／８５％ＲＨの雰
囲気中－２０Ｖの直流バイアス電圧をかけて５００時間放置した後、アルミニウム腐食が
発生したパッケージ数を調べた。
【００５９】
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【表１】

【００６０】
【表２】

【００６１】
（Ａ）エポキシ樹脂：
　（ア）ｏ－クレゾールノボラック型エポキシ樹脂：ＥＯＣＮ１０２０－５５（日本化薬
（株）製、エポキシ当量２００）
　（イ）ビフェニル含有アラルキル型エポキシ樹脂：ＮＣ－３０００（日本化薬（株）製
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（Ｂ）硬化剤：
　（ウ）フェノールノボラック樹脂：ＤＬ－９２（明和化成（株）製、フェノール性水酸
基当量１１０）
　（エ）ビフェニル含有アラルキル型フェノール樹脂：ＭＥＨ－７８５１ＳＳ（明和化成
（株）製、フェノール性水酸基当量１７５）
（Ｃ）無機質充填剤：球状溶融シリカ（（株）龍森製、平均粒径２０μｍ）
（Ｄ）希土類酸化物：
　酸化ランタン（ＩＩＩ）（信越化学工業（株）製）、酸化イットリウム（ＩＩＩ）（信
越化学工業（株）製）、酸化ガドリニウム（ＩＩＩ）（信越化学工業（株）製）
（Ｆ）その他添加剤
イオントラップ材：
　ＩＸＥ－５００（東亞合成（株）製、ＢｉＯ（ＯＨ）0.7（ＮＯ3）0.3）
　ＤＨＴ－４Ａ－２（協和化学（株）製、ハイドロタルサイト化合物）
難燃剤：ホスファゼン化合物、ＳＰＥ－１００（大塚化学（株）製）
硬化促進剤：トリフェニルホスフィン（北興化学（株）製）
離型剤：カルナバワックス（日興ファインプロダクツ（株）製）
カーボンブラック：デンカブラック（電気化学工業（株）製）
シランカップリング剤：ＫＢＭ－４０３（信越化学工業（株）製、γ－グリシドキシプロ
ピルトリメトキシシラン）
【００６２】

【表３】

【００６３】
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【表４】

【００６４】
　表３，４の結果から明らかなように、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、イ
オン性不純物が少なく、耐熱性、耐湿信頼性に優れる硬化物を得ることができ、本発明の
エポキシ樹脂組成物の硬化物で封止された半導体装置は、耐熱性、耐湿信頼性に優れるも
のである。
【００６５】
　　［実施例４～８、比較例６～９］
　表５に示す成分を熱２本ロールにて均一に溶融混合し、冷却、粉砕して半導体封止用エ
ポキシ樹脂組成物を得た。これらの組成物につき、次の（ｉ）～（ｖ）の諸特性を測定し
た。結果を表５に併記した。
（ｉ）成形硬度
　ＪＩＳ－Ｋ６９１１に準じて１７５℃、６．９Ｎ／ｍｍ2、成形時間９０秒の条件で１
０×４×１００ｍｍの棒を成形したときの熱時硬度をバーコール硬度計で測定した。
（ｉｉ）難燃性
　ＵＬ－９４規格に基づき、１／１６インチ厚の板を、成形条件１７５℃、６．９Ｎ／ｍ
ｍ2、成形時間１２０秒で成形し、１８０℃で４時間ポストキュアーしたものの難燃性を
調べた。
（ｉｉｉ）抽出水イオン性不純物
　５０ｍｍφ×３ｍｍの円板を１７５℃、６．９Ｎ／ｍｍ2、成形時間９０秒で成形し、
１８０℃で４時間ポストキュアーした。この円板を１７５℃の雰囲気中１，０００時間保
管後、ディスクミルで粉砕し、粒径６３μｍ～２１２μｍの粉砕物１０ｇを純水５０ｍｌ
中に加え、１２５℃で２０時間可溶性の化合物を抽出した。ろ過液中のリン酸イオン濃度
をイオンクロマトグラフィーで、金属イオン濃度をＩＣＰ－ＡＥＳで測定した。
（ｉｖ）耐湿性
　５μｍ幅、５μｍ間隔のアルミニウム配線を形成した６×６ｍｍの大きさのシリコンチ
ップを１４ｐｉｎ－ＤＩＰフレーム（４２アロイ）に接着し、更にチップ表面のアルミニ
ウム電極とリードフレームとを２５μｍφの金線でワイヤボンディングした後、これにエ
ポキシ樹脂組成物を成形条件１７５℃、６．９Ｎ／ｍｍ2、成形時間１２０秒で成形し、
１８０℃で４時間ポストキュアーした。このパッケージ２０個を１３０℃／８５％ＲＨの
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雰囲気中－２０Ｖの直流バイアス電圧をかけて５００時間放置した後、アルミニウム腐食
が発生したパッケージ数を調べた。
（ｖ）耐熱性
　５μｍ幅、５μｍ間隔のアルミニウム配線を形成した６×６ｍｍの大きさのシリコンチ
ップを１４ｐｉｎ－ＤＩＰフレーム（４２アロイ）に接着し、更にチップ表面のアルミニ
ウム電極とリードフレームとを２５μｍφの金線でワイヤボンディングした後、これにエ
ポキシ樹脂組成物を成形条件１７５℃、６．９Ｎ／ｍｍ2、成形時間１２０秒で成形し、
１８０℃で４時間ポストキュアーした。このパッケージ２０個を１７５℃の雰囲気中－５
Ｖの直流バイアス電圧をかけて１，０００時間放置した後、抵抗値の平均値を調べた。
【００６６】
【表５】

【００６７】
（Ａ）エポキシ樹脂：ｏ－クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ＥＯＣＮ１０２０－５
５（日本化薬（株）製、エポキシ当量２００）
（Ｂ）硬化剤：フェノールノボラック樹脂：ＤＬ－９２（明和化成（株）製、フェノール
性水酸基当量１１０）
（Ｃ）無機質充填剤：球状溶融シリカ（（株）龍森製、平均粒径２０μｍ）
（Ｄ）希土類酸化物：
　酸化ランタン（ＩＩＩ）（信越化学工業（株）製）、酸化イットリウム（ＩＩＩ）（信
越化学工業（株）製）、酸化ガドリニウム（ＩＩＩ）（信越化学工業（株）製）
（Ｆ）その他添加剤
硬化促進剤：トリフェニルホスフィン（北興化学工業（株）製）
離型剤：カルナバワックス（日興ファインプロダクツ（株）製）
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カーボンブラック：デンカブラック（電気化学工業（株）製）
シランカップリング剤：ＫＢＭ－４０３（γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
、信越化学工業（株）製）
【００６８】
　表５の結果から明らかなように、本発明の半導体封止用難燃性エポキシ樹脂組成物は、
硬化性に優れると共に、難燃性、耐湿信頼性、耐熱性に優れる硬化物を得ることができ、
本発明のエポキシ樹脂組成物の硬化物で封止された半導体装置は、難燃性、耐湿信頼性、
耐熱性に優れるものである。しかも、臭素化エポキシ樹脂等の臭素化物、三酸化アンチモ
ン等のアンチモン化合物を樹脂組成物中に含有しないので、人体・環境に対する悪影響が
ないものである。
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