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(57)【要約】
【課題】封止樹脂組成物に半導体素子と基板の熱膨張差
に起因する反りを反対方向に抑制する効果を付加させた
、室温及び半田付け工程での反りが少ない封止用液状樹
脂組成物、及びこれにより封止された電気的接合信頼性
に優れた電子部品装置を提供する。
【解決手段】（Ａ）液状エポキシ樹脂、（Ｂ）硬化剤、
（Ｃ）無機充填材としてアルミナとシリカの混合物を含
有する封止用液状樹脂組成物であって、アルミナＡ質量
％とシリカＳ質量％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．４
＜Ａ／（Ａ＋Ｓ）≦１．０である（Ｃ）無機充填材が全
樹脂組成物中に４４～７５体積％含まれ、封止厚Ｅｈと
基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓｈが１．０以下の配線基板上
にワイヤーボンディング又は直接バンプ接続した電子部
品の封止に用いられる封止用液状樹脂組成物。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）液状エポキシ樹脂、（Ｂ）硬化剤、（Ｃ）無機充填材としてアルミナとシリカの
混合物を含有する封止用液状樹脂組成物であって、アルミナＡ質量％とシリカＳ質量％の
混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．４＜Ａ／（Ａ＋Ｓ）≦１．０である（Ｃ）無機充填材が全
樹脂組成物中に４４～７５体積％含まれ、封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓｈが１
．０以下の配線基板上にワイヤーボンディング又は直接バンプ接続した電子部品の封止に
用いられる封止用液状樹脂組成物。
【請求項２】
　前記の無機充填材が、平均粒径１～３０μｍのアルミナと平均粒径０．１～３０μｍの
シリカの混合物に、さらに平均粒径０．１μｍ未満の超微粉無機充填材を含有することを
特徴とする特許請求１に記載の封止用液状樹脂組成物。
【請求項３】
　配線基板上にワイヤーボンディング又は直接バンプ接続した半導体素子を、封止厚Ｅｈ
と基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓｈが１．０以下となるように、請求項１又は請求項２に記載
の封止用液状樹脂組成物により封止した電子部品装置。
【請求項４】
　総厚が１ｍｍ以下で、配線基版の片面上に搭載された後に封止用液状組成物により封止
された半導体素子と前記配線基板の反対面にバンプとを有し、かつ、前記封止された半導
体素子の搭載面と同じ面にあって、前記封止された半導体素子の周辺に半田接続用の配線
導体を配置したことを特徴とする請求項３に記載の電子部品装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、封止用液状樹脂組成物、及びこの封止用液状エポキシ樹脂組成物で封止した
半導体素子を備えた電子部品装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の小型化、軽量化、高性能化に伴い、より多ピン化・高速化が可能なＢＧＡ（
ボールグリッドアレイ）やＣＳＰ（チップサイズパッケージ）のエリア実装パッケージが
広く用いられようになってきており、これらのパッケージ構造は、回路を形成した有機基
板の片面上に半導体素子を搭載し、その素子搭載面、即ち基板の片面のみが封止樹脂組成
物で成形、封止されている。また、基板の半導体素子搭載面の反対面には半田ボールを２
次元的に並列して形成し、パッケージを実装する回路基板との接合を行う特徴を有してい
る。また近年、更なる高密度実装に対応するパッケージとしてＳｉＰ（システムインパッ
ケージ）やＰｏＰ（パッケージオンパッケージ）といった３次元実装パッケージが種々考
案されている。ＰｏＰは、基板上の半導体素子搭載面と非搭載面の両側に接続端子を有し
たＢＧＡやＣＳＰを高さ方向に接続させ、平面的な実装から３次元的な実装を可能として
いる（図１参照）。
【０００３】
　このようなパッケージにおける半導体素子は、主に固形の封止樹脂組成物を用いたトラ
ンスファー成型により封止されるが、ゲートと呼ばれる注入口から樹脂を射出成型するた
め、ゲート付近で薄型半導体素子にダメージが発生したり、樹脂の流入時に、接続ワイヤ
ーを押し流してワイヤー同士が接触したりするという不具合が問題とされている。一方、
封止用液状樹脂組成物を用いたコンプレッション成型では、半導体素子上にあらかじめ封
止用液状樹脂組成物を塗布し加圧成型させるため、射出成型のような半導体素子へのダメ
ージやワイヤー同士の接触の不具合を低減させたりすることができる。また、封止用液状
樹脂組成物は流動性に優れるため、狭い封止領域を封止することも可能となり、薄型パッ
ケージの分野、特に図１の封止材２に適用される封止樹脂組成物には、封止用液状樹脂組
成物を用いたコンプレッション成型方式が適用され始めている。
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【０００４】
　これらＰｏＰに用いられるＢＧＡやＣＳＰでは、パッケージを多層に積層していくため
、積層する１つ１つのパッケージは年々薄くなる傾向にある。そのため、使用される有機
基板、半導体素子、半導体素子を封止する封止樹脂層及びバンプ高さの薄型化が加速され
、総厚１ｍｍ以下の超極薄パッケージも数多く提案され、特にＰｏＰにおいては、積層高
さをなるべく低くするために、封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比がＥｈ／Ｓｈ≦１となるよう
な封止厚の薄型化が進んでいる。
【０００５】
　基板の半導体素子搭載面のみを封止樹脂組成物で封止する片面封止構造では、基板と半
導体素子及び封止樹脂組成物の熱膨張差に起因して反りが発生し、半導体素子を基板に搭
載した時点で、基板と半導体素子との熱膨張差に起因して反りは発生する。例えば、非特
許文献１のような図１の半導体装置１のような構造では、封止面を上、基板面を下とした
場合、室温で凹反り（スマイル反り）となりやすいため、一般に基板が薄くなるほど基板
の剛性が低下し，また封止樹脂の厚みが大きくなればなるほど封止樹脂の熱収縮の影響が
大きくなり、パッケージ反りは大きく（凹反り：スマイル反り）なるが、図１の半導体装
置２のような構造では、封止面を上、基板面を下とした場合、室温で凸反り（クライ反り
）となりやすいため、ＢＧＡ薄型パッケージでは、有機基板や封止樹脂の薄型化に伴う影
響で剛性が低下し、発生する反りはますます増大（凸反り：クライ反り）する傾向にある
。
【０００６】
　発生する反りを低減させる１つの方法として、一般的に、封止樹脂組成物の無機充填材
として含まれる球状シリカの含有量を調整し、弾性率や熱膨張係数の調整を行うことが多
い。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】中村　正志 他 著、松下電工技報（Ｆｅｂ. ２００４）ｐ.６２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、近年提案されているＰｏＰ等の薄型半導体装置構造では、シリカの含有量を増
やすと高弾性にはなるが熱膨張が小さくなり、シリカの含有量を減らすと高熱膨張にはな
るが低弾性になるため、発生する反りを低減させることが困難であり、また、反りを抑制
するためにシリカの含有量を減らすと信頼性の低下の懸念があることから、シリカの配合
だけでＥｈ／Ｓｈ≦１となるような半導体装置の反りを低減させる封止樹脂組成物の硬化
物特性を実現することは困難であった。
【０００９】
　さらに、半導体装置を実装する回路基板上に半田接合を行う場合、２００℃以上の加熱
工程を経るが、この際に半導体装置の反りが発生し、多数の半田ボールが平坦とならず、
半導体装置を実装する回路基板やパッケージから浮き上がってしまい、電気的接合信頼性
が低下する問題もあった。
【００１０】
　また、半導体装置を平面的な実装から３次元的な実装にすることで、実装密度の向上を
図り、かつ、信号配線長の短縮により高速化が期待されている。しかし、従来のＢＧＡ、
ＣＳＰのような性能を保持したまま小型化、薄型化が進むと、配線の高密度化、狭ピッチ
化が進み、それによる発熱のためにデータ伝達速度が低下することが懸念されており、封
止樹脂組成物に現状以上の放熱特性が要求されている。
【００１１】
　本発明はかかる状況に鑑みなされたもので、Ｅｈ／Ｓｈ≦１となるようなエリア実装用
薄型半導体装置、主に総厚１ｍｍ以下の図１の半導体装置２に示すような薄型半導体装置
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に関し、従来の図１に示す半導体装置１のような厚型半導体装置の反りを抑制する方法と
は異なり、封止樹脂組成物に半導体素子と基板の熱膨張差に起因する反りを反対方向に抑
制する効果を付加させた、室温及び半田付け工程での反りが少ない封止用液状樹脂組成物
、及びこれにより封止された電気的接合信頼性に優れた電子部品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】
【００１２】
　本発明は以下の通りである。
（１）（Ａ）液状エポキシ樹脂、（Ｂ）硬化剤、（Ｃ）無機充填材としてアルミナとシリ
カの混合物を含有する封止用液状樹脂組成物であって、アルミナＡ質量％とシリカＳ質量
％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．４＜Ａ／（Ａ＋Ｓ）≦１．０である（Ｃ）無機充填材
が全樹脂組成物中に４４～７５体積％含まれ、封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓｈ
が１．０以下の配線基板上にワイヤーボンディング又は直接バンプ接続した電子部品の封
止に用いられる封止用液状樹脂組成物に関する。
（２）前記の無機充填材が、平均粒径１～３０μｍのアルミナと平均粒径０．１～３０μ
ｍのシリカの混合物に、さらに平均粒径０．１μｍ未満の超微粉無機充填材を含有するこ
とを特徴とする前記（１）に記載の封止用液状樹脂組成物に関する。
（３）配線基板上にワイヤーボンディング又は直接バンプ接続した半導体素子を、封止厚
Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓｈが１．０以下となるように、前記（１）又は（２）に
記載の封止用液状樹脂組成物により封止した電子部品装置に関する。
（４）総厚が１ｍｍ以下で、配線基版の片面上に搭載された後に封止用液状組成物により
封止された半導体素子と前記配線基板の反対面にバンプとを有し、かつ、前記封止された
半導体素子の搭載面と同じ面にあって、前記封止された半導体素子の周辺に半田接続用の
配線導体を配置したことを特徴とする前記（３）に記載の電子部品装置に関する。
【発明の効果】
【００１３】
　ＰｏＰに用いられるＢＧＡやＣＳＰでの低反り性が要求される電子部品装置に適用して
も室温及び半田付け工程での反りが小さく抑えられた封止用液状樹脂組成物、及びこの封
止用液状樹脂組成物で封止した素子を備えた電子部品装置を提供することが可能となった
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ＰｏＰ（パッケージオンパッケージ）の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の封止用液状樹脂組成物は、（Ａ）液状エポキシ樹脂、（Ｂ）硬化剤、（Ｃ）無
機充填材としてアルミナとシリカの混合物を含有しており、好ましくは、平均粒径１～３
０μｍの球状アルミナ、又は平均粒径が１～３０μｍの球状アルミナと平均粒径が０．１
～３０μｍの球状シリカの混合物を含有する封止用液状樹脂組成物であって、アルミナＡ
質量％とシリカＳ質量％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．４～１．０であり、好ましくは
球状アルミナＡ質量％と球状シリカＳ質量％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．５～１．０
で、全樹脂組成物中に（Ｃ）無機充填材が４４～７５体積％、好ましくは５０～７５体積
％で、より好ましくは６０～７３体積％である。
【００１６】
　アルミナＡ質量％とシリカＳ質量％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．１～０．４では、
目的とした効果は得られるが、シリカのみを含有している系と比較して反り低減効果が少
ないため、発生する反りを大きく抑制するまでに至らないこともあり、無機充填材が４４
体積％より少ない場合は、成型方法上、取り扱いに難しくなること、また、信頼性の低下
につながる懸念がある。
【００１７】
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　さらに、封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓｈが１．０以下の配線基板上にワイヤ
ーボンディング又は直接バンプ接続した電子部品の封止に用いられ、主に総厚１ｍｍ以下
の半導体装置で発生する反りを低減することができる封止用液状樹脂組成物である。また
、本発明は、前記の封止用液状樹脂組成物により封止された素子を備えた電子部品装置で
ある。具体的には、図１の半導体装置２に示すように、総厚が１ｍｍ以下で、配線基版の
片面上に搭載された後に封止用液状組成物により封止された半導体素子と前記配線基板の
反対面にバンプとを有し、かつ、前記封止された半導体素子の搭載面と同じ面にあって、
前記封止された半導体素子の周辺に半田接続用の配線導体を配置した電子部品装置である
。
【００１８】
　本発明において用いられる（Ａ）液状エポキシ樹脂は、硬化可能な１分子中に２個以上
のエポキシ基を有するエポキシ樹脂であれば特に制限はなく、電子部品封止用液状樹脂組
成物に一般に使用されているエポキシ樹脂を用いることができ、組成物が液状であれば固
形、液状のどちらか一方を用いても両者を併用しても良い。たとえば、ビスフェノールＡ
、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡＤ、ビスフェノールＳ、ナフタレンジオール、水
添ビスフェノールＡ等とエピクロルヒドリンの反応により得られるグリシジルエーテル型
エポキシ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂をはじめとするフェノール類
とアルデヒド類とを縮合又は共縮合させて得られるノボラック樹脂をエポキシ化したノボ
ラック型エポキシ樹脂、フタル酸、ダイマー酸等の多塩基酸とエピクロルヒドリンの反応
により得られるグリシジルエステル型エポキシ樹脂、ジアミノジフェニルメタン、メタキ
シレンジアミン、イソシアヌル酸等のポリアミンとエピクロルヒドリンの反応により得ら
れるグリシジルアミン型エポキシ樹脂、シクロヘキセン環の二重結合を過酢酸等の過酸で
酸化してエポキシ化した環状脂肪族エポキシ樹脂、オレフィン結合を過酢酸等の過酸で酸
化して得られる線状脂肪族エポキシ樹脂、シリコーン変性エポキシ樹脂などが挙げられ、
これらを単独で用いても２種以上を組み合わせて用いてもよい。なかでも、低粘度化と硬
化物特性のバランスの観点からは、ビスフェノール型液状エポキシ樹脂、グリシジルアミ
ン型液状エポキシ樹脂、シリコーン変性液状エポキシ樹脂が好ましい。また、これらのエ
ポキシ樹脂は、十分に精製されたもので、イオン性不純物が少ないものが好ましい。例え
ば、遊離Ｎａイオン及び遊離Ｃｌイオンは５００ｐｐｍ以下であることが好ましい。
【００１９】
　本発明において用いられる（Ｂ）硬化剤は、エポキシ樹脂の硬化剤として一般に使用さ
れているものを用いることができる。たとえば、無水フタル酸、無水マレイン酸、メチル
ハイミック酸無水物、ハイミック酸無水物、無水コハク酸、テトラヒドロ無水フタル酸、
ヘキサヒドロ無水フタル酸、クロレンド酸無水物、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、メ
チルテヘキサヒドロ無水フタル酸、トリアルキルテトラヒドロ無水フタル酸、３－メチル
ヘキサヒドロ無水フタル酸、４－メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、トリアルキルテトラ
ヒドロ無水フタル酸マレイン酸付加物、メチルヘキサヒドロフタル酸、メチルテトラヒド
ロ無水フタル酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物、ドデセニル無水コハク酸、無
水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、水素化メチ
ルナジック酸無水物、複数のアルキル基を有するトリアルキルテトラヒドロ無水フタル酸
、ドデセニル無水コハク酸等の各種環状酸無水物等の酸無水物化合物、アリル化フェノー
ル樹脂等の液状フェノール樹脂、ジエチレントリアミン、トリエチレントリアミン、テト
ラエチレンペンタミン、ｍ－キシレンジアミン、トリメチルヘキサメチレンジアミン、２
－メチルペンタメチレンジアミン、ジエチルアミノプロピルアミン、イソフォロンジアミ
ン、１，３－ビスアミノメチルシクロヘキサン、ビス（４－アミノシクロヘキシル）メタ
ン、ノルボルネンジアミン、１，２－ジアミノシクロヘキサン、ラロミン、ジアミノジフ
ェニルメタン、メタフェニレンジアミン、ジアミノジフェニルスルフォン、ポリオキシプ
ロピレンジアミン、ポリオキシプロピレントリアミン、ポリシクロヘキシルポリアミン混
合物、Ｎ－アミノエチルピペラジン、ジエチルトルエンジアミン、３，３´－ジエチル－
４，４´－ジアミノジフェニルメタンなどのアミン化合物などが挙げられる。アミン化合
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物の中では、一液タイプの樹脂組成物にした場合にポットライフが低下しにくいため、芳
香族アミン硬化剤が好ましい。
【００２０】
　なかでも、低粘度化、成型性及び硬化物特性のバランスの観点からは、酸無水物化合物
が好ましい。これら硬化剤は単独で用いても２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２１】
　（Ａ）エポキシ樹脂と（Ｂ）硬化剤として酸無水物化合物との当量比は特に制限はない
が、それぞれの未反応分を少なく抑えるために、エポキシ樹脂に対して硬化剤を０．５～
１．２当量の範囲に設定することが好ましい。０．５～１．２当量の範囲からはずれた場
合、硬化反応が不充分となり信頼性が低下する傾向がある。ここで、当量とは反応当量で
あり、たとえば、酸無水物の当量はエポキシ基１個に対し酸無水物基１個が反応するもの
として計算される。
【００２２】
　（Ａ）エポキシ樹脂と（Ｂ）硬化剤として液状フェノール樹脂やアミン硬化剤との当量
比は、それぞれの未反応分を少なく抑えるために、エポキシ樹脂に対して硬化剤を０．７
～１．４当量の範囲に設定することが好ましく、０．９～１．２当量がより好ましい。０
．７～１．４当量の範囲からはずれた場合、未反応のフェノール性水酸基やアミノ基が存
在したり、硬化反応が不十分となったりして信頼性が低下する傾向がある。ここで、液状
フェノール樹脂や芳香族アミンの当量はエポキシ基１個に対しフェノール性水酸基1個又
はアミノ基の活性水素１個が反応するものとして計算される。
【００２３】
　本発明の封止用液状樹脂組成物に用いられる（Ｃ）無機充填材は、通常、アルミナ又は
アルミナとシリカの混合物を含有する。シリカは溶融シリカ、結晶シリカなどがある。ま
た、アルミナ及びシリカ以外の無機充填材も、本発明の効果が得られる範囲内で併用する
ことができ、炭酸カルシウム、酸化亜鉛等を例示できる。無機充填材は、線膨張係数低減
の観点からはシリカが好ましく、高熱伝導性の観点からはアルミナが好ましい。充填材の
形状は高充填化及び液状エポキシ樹脂組成物の微細間隙への流動性・浸透性の観点から球
状が好ましい。必要に応じてカップリング剤で表面処理された充填材を用いることもでき
る。
【００２４】
　本発明において用いられる封止用液状樹脂組成物に、無機充填材としてアルミナ単独、
又はシリカとアルミナを混合して用いることにより、無機充填材としてシリカのみを用い
た封止材と比較して、熱膨張係数は同程度であるが弾性率が高くなる傾向にある。そのた
め、図１の半導体装置１に用いられるような従来のＢＧＡやＣＳＰ等の封止厚Ｅｈと基板
厚Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓｈが１．０以上の半導体装置にこれを用いると、封止樹脂組成物に
て半導体素子を封止した面を上、基板面を下とした場合、半導体装置の反りは凹方向に増
大する傾向にあった。これを図１の半導体装置２に用いられるような封止厚Ｅｈと基板厚
Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓｈが１．０以下の薄型半導体装置に用いると、発生する凸反りが低減
する傾向にある。
【００２５】
　本発明において用いられる（Ｃ）無機充填材は、一般的に用いられる粒径を使用できる
。封止用液状樹脂組成物の流動性などの観点から、平均粒径は１～３０μｍが好ましい。
平均粒径が１μｍ以上であると、封止用液状樹脂組成物への無機充填材の分散性が向上す
る。３０μｍ以下であると微細間隙への充填性が向上し、ワイヤ流れ等を防ぐ効果が向上
する。好ましい粒径は、充填材の形状等にも依存し、具体的には、１μｍ未満の球状アル
ミナ及び平均粒径が０．１μｍ未満の球状シリカなどの無機充填材では、封止用液状樹脂
組成物へ充填材を高濃度に分散することが困難になる傾向があり、また、封止用液状樹脂
組成物の粘度が増加することによって成型性が低下する傾向がある。成型性の観点から平
均粒径が１～３０μｍの無機充填材に更に平均粒径が０．１μｍ未満の無機充填材を混合
して用いることもある。また、平均粒径が３０μｍを超える球状アルミナ及び平均粒径が
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３０μｍを超える球状シリカなどの無機充填材では粗粒成分が多くなり、微細間隙への充
填性が低下したり、半導体素子上の封止樹脂厚が１００μｍ以下に薄くなる場合に成型性
が低下したりする傾向がある。アルミナとシリカの混合比率は、本発明の効果を達成する
ために、アルミナＡ質量％とシリカＳ質量％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．４～１．０
であり、好ましくは０．５～１．０である。混合比率を０．４より大きくすることにより
、充分な反り低減の効果を得ることができる。具体的には、平均粒径が１～３０μｍの球
状アルミナＡ質量％と平均粒径が０．１～３０μｍの球状シリカＳ質量％の混合比率Ａ／
（Ａ＋Ｓ）が０．４～１．０であることが好ましく、より好ましくは０．５～１．０であ
る。
【００２６】
　さらに、本発明では、必要に応じて、難燃剤、顔料、染料、離型剤等を添加することが
できる。
【００２７】
　（Ｃ）無機充填材の量は、本発明の効果を達成するために、全封止用液状樹脂組成物中
の無機充填材は４４～７５体積％である。配合量が４４体積％以上では弾性率が増大する
ため反りが低減される傾向があり、７５体積％以下であることにより樹脂粘度が低減し、
一般的に、成形が容易になる傾向がある。
【００２８】
　本発明の封止用液状樹脂組成物には、必要に応じて（Ａ）成分のエポキシ樹脂と（Ｂ）
成分を含む硬化剤の反応を促進する硬化促進剤を用いることができる。例えば、１，８－
ジアザ－ビシクロ（５，４，０）ウンデセン－７、１，５－ジアザ－ビシクロ（４，３，
０）ノネン、５、６－ジブチルアミノ－１，８－ジアザ－ビシクロ（５，４，０）ウンデ
セン－７等のシクロアミジン化合物、トリエチレンジアミン、ベンジルジメチルアミン、
トリエタノールアミン、ジメチルアミノエタノール、トリス（ジメチルアミノメチル）フ
ェノール等の三級アミン化合物、２－メチルイミダゾール、２－エチル－４－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、２－ヘ
プタデシルイミダゾール等のイミダゾール化合物、トリブチルホスフィン、メチルジフェ
ニルホスフィン、トリフェニルホスフィン、ジフェニルホスフィン、フェニルホスフィン
等の有機ホスフィン化合物に無水マレイン酸、１，４－ベンゾキノン、２，５－トルキノ
ン、１，４－ナフトキノン、２，３－ジメチルベンゾキノン、２，６－ジメチルベンゾキ
ノン、２，３－ジメトキシ－５－メチル－１，４－ベンゾキノン、２，３－ジメトキシ－
１，４－ベンゾキノン、フェニル－１，４－ベンゾキノン等のキノン化合物、ジアゾフェ
ニルメタン、フェノール樹脂等のπ結合をもつ化合物を付加してなる分子内分極を有する
化合物、及びこれらの誘導体、トリフェニルホスフィントリフェニルボロン、テトラフェ
ニルホスホニウムテトラフェニルボレート、２－エチル－４－メチルイミダゾールテトラ
フェニルボレート、Ｎ－メチルモルホリンテトラフェニルボレート等のフェニルボロン塩
等などが挙げられる。また、硬化促進剤としては硬化性とポットライフを両立するために
は潜在性硬化促進剤が好ましい。潜在性硬化促進剤の例としては常温固体のアミノ基を有
する化合物をコアとして、常温固体のエポキシ化合物のシェルを被覆してなるコア－シェ
ル粒子が挙げられ、市販品としてアミキュア（味の素株式会社製、商品名）や、マイクロ
カプセル化されたアミンをビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキ
シ樹脂に分散させたノバキュア（旭化成ケミカルズ株式会社製、商品名）などが使用でき
る。さらには封止用液状樹脂組成物系に不溶な固体粒子で加熱成形時に解離して硬化促進
作用を発現するアミン化合物またはリン化合物の塩類及びこれらにπ結合をもつ化合物を
付加してなる分子内分極を有する化合物が潜在性硬化促進剤として使用できる。これらの
１種を単独で用いても２種以上を組合わせて用いてもよい。
【００２９】
　硬化促進剤の配合量は、硬化促進効果が達成される量であれば特に制限されるものでは
ないが、（Ａ）エポキシ樹脂に対して０．１～４０質量％が好ましく、より好ましくは１
～３０質量％である。０．１質量％未満では短時間での硬化性に劣る傾向があり、４０質
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量％を超えると硬化速度が速すぎて制御が困難になったりポットライフ、シェルライフ等
の保存安定性が劣ったりする傾向がある。
【００３０】
　本発明の封止用液状樹脂組成物には、弾性率を著しく低減させない範囲でエポキシ樹脂
硬化物の強靭化を図るために、公知の各種ゴム粒子を配合できる。該ゴム粒子はエポキシ
樹脂と非相溶性のものが硬化物のガラス転移温度（耐熱性）を下げないのに有効である。
具体的には例えば、ブタジエン・アクリロニトリル・スチレン系共重合体や該重合体の末
端または側鎖にエポキシ基，アミノ基，カルボキシル基，水酸基等を有する変性共重合体
、末端または側鎖にエポキシ基，アミノ基，カルボキシル基，水酸基などを有する変性シ
リコーン系エラストマー等がある。該ゴム粒子は取り扱い性や樹脂成分との分散性の点か
ら微粉末状で、予めエポキシ樹脂や硬化剤に細かく分散させたものを用いることが好まし
い。
【００３１】
　また、本発明の封止用液状樹脂組成物には、必要に応じて下記組成式（Ｉ）、（ＩＩ）
で表されるイオントラップ剤をＩＣ等の半導体素子の耐マイグレーション性、耐湿性及び
高温放置特性を向上させる観点から含有することができる。
　　Ｍｇ１－ＸＡｌＸ（ＯＨ）２（ＣＯ３）Ｘ／２・ｍＨ２Ｏ　・・・　（Ｉ）
　　（０＜Ｘ≦０．５、ｍは正の数。）
　　ＢｉＯｘ（ＯＨ）ｙ（ＮＯ３）ｚ　・・・　（ＩＩ）
　　（９≦ｘ≦１．１、　０．６≦ｙ≦０．８、　０．２≦ｚ≦０．４）
【００３２】
　これらイオントラップ剤の添加量としては０．１～３．０質量％が好ましく、さらに好
ましくは０．３～１．５質量％である。イオントラップ剤の平均粒径は０．１～３．０μ
ｍが好ましく、最大粒径は１０μｍ以下が好ましい。なお、上記式（Ｉ）の化合物は市販
品として協和化学工業株式会社製商品名ＤＨＴ－４Ａとして入手可能である。また、上記
式（ＩＩ）の化合物は市販品として東亜合成株式会社製商品名ＩＸＥ５００として入手可
能である。また必要に応じてその他の陰イオン交換体を添加することもできる。陰イオン
交換体としては特に制限はなく、従来公知のものを用いることができる。たとえば、マグ
ネシウム、アルミニウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン等から選ばれる元素の含水
酸化物等が挙げられ、これらを単独又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００３３】
　本発明の封止用液状樹脂組成物には、その他の添加剤として、染料、顔料、カーボンブ
ラック等の着色剤、リン酸エステル、メラミン、メラミン誘導体、トリアジン環を有する
化合物、シアヌル酸誘導体、イソシアヌル酸誘導体等の窒素含有化合物、シクロホスファ
ゼン等の燐窒素含有化合物、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化モリブデン、フェロセン等の金属化
合物、三酸化アンチモン、四酸化アンチモン、五酸化アンチモン等の酸化アンチモン、ブ
ロム化エポキシ樹脂などの従来公知の難燃剤などを必要に応じて配合することができる。
　本発明の封止用液状樹脂組成物は、上記各種成分を均一に分散混合できるのであれば、
いかなる手法を用いても調製できるが、一般的な手法として、所定の配合量の成分を秤量
し、三本ロール、らい潰機、プラネタリーミキサー、ホモミキサー等によって分散混練を
行う方法を挙げることができる。
【実施例】
【００３４】
　以下、本発明を実施例１～６によってさらに具体的に説明するが、本発明は実施例のみ
に限定されるものではない。実施例および比較例の樹脂組成物の評価に用いた測定法は次
のとおりである。
【００３５】
　以下の成分をそれぞれ表１及び表２に示す質量部で配合し、三本ロール、次いで、らい
潰機にて混練分散した後、真空脱泡して、実施例１～６及び比較例１～９の封止用液状エ
ポキシ樹脂組成物を作製した。
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（Ａ）液状エポキシ樹脂としてビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（東都化成株式会社製、
商品名ＹＤＦ８１７０Ｃ）、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（三井化学株式会社製、商
品名Ｒ１４０Ｐ）及びグリシジルアミン型エポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン株式会
社製、商品名Ｅ６３０）を使用した。
（Ｂ）硬化剤として酸無水物（ジャパンエポキシレジン株式会社製、商品名ＹＨ３０７）
を使用した。
（Ｃ）無機充填剤として、平均粒径０．６μｍの球状シリカ１、平均粒径２５μｍの球状
シリカ２、平均粒径９μｍの球状アルミナを使用した。
　硬化促進剤としてマイクロカプセル型潜在性硬化促進剤（旭化成ケミカルズ株式会社製
、商品名ノバキュアＨＸ－３９４１ＨＰ）、超微粉シリカとしてアエロジル（平均粒径０
．０５μｍ、日本アエロジル株式会社製商品名）、カップリング剤としてγ－グリシドキ
シプロピルトリメトキシシラン（信越化学工業株式会社製、商品名ＫＢＭ４０３）、着色
剤としてカーボンブラック、イオントラップ剤としてＩＸＥ５００（東亞合成株式会社製
商品名）を使用した。
（実施例１～３）
【００３６】
　基板として、Ｃu配線を含む１４ｍｍ×１４ｍｍ×０．３２ｍｍｔ（コア材Ｅ－６７９
ＦＧ－０．０６ｍｍ×４ｐｌｙ：日立化成製商品名、ソルダレジストＳＲ７２００Ｇ：日
立化成製商品名）を用い、封止エリア：１０．９ｍｍ×１０．９ｍｍ、封止サイズ：０．
３２ｍｍｔ、半導体素子：７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．１ｍｍｔ、接着シート：７．３
ｍｍ×７．３ｍｍ×０．０２５ｍｍｔである、封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓｈ
が１．０となる半導体装置の封止材に、平均粒径が０．１～３０μｍの球状シリカＳ質量
％と球状アルミナＡ質量％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．９の割合で、全樹脂組成物中
に、無機充填材（フィラ）が４４、６２、７３体積％のいずれかの割合で含有された封止
用液状樹脂組成物を用い、室温（２５℃）での半導体装置の反り量、熱伝導率、成形性に
ついて評価した。
（実施例４～６）
【００３７】
　実施例１～３と同様の基板に、封止エリア：１０．９ｍｍ×１０．９ｍｍ、封止サイズ
：０．２ｍｍｔ、半導体素子：７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．１ｍｍｔ、接着シート：７
．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．０２５ｍｍｔである封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓ
ｈが０．６となる半導体装置の封止材に、平均粒径が０．１～３０μｍの球状シリカＳ質
量％と球状アルミナＡ質量％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．５、０．９、１．０のいず
れかの割合で、全樹脂組成物中に、無機充填材が７３体積％のいずれかの割合で含有され
た封止用液状樹脂組成物を用い、実施例１～３と同様な評価を行った。
（比較例１～４）
【００３８】
　実施例１～３と同様の基板に、封止エリア：１０．９ｍｍ×１０．９ｍｍ、封止サイズ
：０．３２ｍｍｔ、半導体素子：７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．１ｍｍｔ、接着シート：
７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．０２５ｍｍｔである封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／
Ｓｈが１．０となる半導体装置の封止材に、平均粒径が０．１～３０μｍの球状シリカの
みが、全樹脂組成物中に無機充填材として３４、４４、６２、７３体積％のいずれかの割
合で含有された封止用液状樹脂組成物を用い、実施例１～３と同様な評価を行った。
（比較例５）
【００３９】
　実施例１～３と同様の基板に、封止エリア：１０．９ｍｍ×１０．９ｍｍ、封止サイズ
：０．２ｍｍｔ、半導体素子：７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．１ｍｍｔ、接着シート：７
．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．０２５ｍｍｔである封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓ
ｈが０．６となる半導体装置の封止材に、平均粒径が０．１～３０μｍの球状シリカのみ
が、全樹脂組成物中に無機充填材として７３体積％の割合で含有された封止用液状樹脂組
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成物を用い、実施例１～３と同様な評価を行った。
（比較例６）
【００４０】
　実施例１～３と同様の基板に、封止エリア：１０．９ｍｍ×１０．９ｍｍ、封止サイズ
：０．３２ｍｍｔ、半導体素子：７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．１ｍｍｔ、接着シート：
７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．０２５ｍｍｔである封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／
Ｓｈが１．０となる半導体装置の封止材に、平均粒径が０．１～３０μｍの球状シリカＳ
質量％と球状アルミナＡ質量％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．９の割合で、全樹脂組成
物中に、無機充填材が３４体積％の割合で含有された封止用液状樹脂組成物を用い、実施
例１～３と同様な評価を行った。
（比較例７）
【００４１】
　実施例１～３と同様の基板に、封止エリア：１０．９ｍｍ×１０．９ｍｍ、封止サイズ
：０．３８ｍｍｔ、半導体素子：７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．１ｍｍｔ、接着シート：
７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．０２５ｍｍｔである封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／
Ｓｈが１．２となる半導体装置の封止材に、平均粒径が０．１～３０μｍの球状シリカＳ
質量％と球状アルミナＡ質量％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．９の割合で、全樹脂組成
物中に、無機充填材として７３体積％含有された封止用液状樹脂組成物を用い、実施例１
～３と同様な評価を行った。
（比較例８）
【００４２】
　実施例１～３と同様の基板に、封止エリア：１０．９ｍｍ×１０．９ｍｍ、封止サイズ
：０．４５ｍｍｔ、半導体素子：７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．１ｍｍｔ、接着シート：
７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．０２５ｍｍｔである封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／
Ｓｈが１．４となる半導体装置の封止材に、平均粒径が０．１～３０μｍの球状シリカＳ
質量％と球状アルミナＡ質量％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．９の割合で、全樹脂組成
物中に、無機充填材として７３体積％含有された封止用液状樹脂組成物を用い、実施例１
～３と同様な評価を行った。
（比較例９）
【００４３】
　実施例１～３と同様の基板に、封止エリア：１０．９ｍｍ×１０．９ｍｍ、封止サイズ
：０．２ｍｍｔ、半導体素子：７．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．１ｍｍｔ、接着シート：７
．３ｍｍ×７．３ｍｍ×０．０２５ｍｍｔである封止厚Ｅｈと基板厚Ｓｈの比率Ｅｈ／Ｓ
ｈが０．６となる半導体装置の封止材に、平均粒径が０．１～３０μｍの球状シリカＳ質
量％と球状アルミナＡ質量％の混合比率Ａ／（Ａ＋Ｓ）が０．４の割合で、全樹脂組成物
中に、無機充填材として７３体積％含有された封止用液状樹脂組成物を用い、実施例１～
３と同様な評価を行った。
＜半導体素子の封止方法と成型性評価＞
【００４４】
　半導体装置は、ペルチェ方式温調ユニット（武蔵エンジニアリング製）を取り付けたス
クリュー式ディスペンサー（武蔵エンジニアリング製）を用いて、２５℃にて封止用液状
樹脂組成物を半導体素子上に必要量のみ吐出し、液状樹脂封止装置（アピックヤマダ製マ
ニュアルプレス）を用いて加圧成型を行った。成型性については、封止用液状樹脂の作業
性（吐出性、形状維持性等）に優れるもの、かつ成型後の外観に異常がないものに○、作
業性に劣る、または成型後の外観に異常があるものに×を表示した。
＜半導体装置の反り評価＞
【００４５】
　封止用液状樹脂組成物で半導体素子を封止した半導体装置を、シャドウモアレ測定装置
（Ｔｈｅｒｍｏｉｒｅ：Ａｋｒｏｍｅｔｒｉｘ製）を用いて、基板側の１４ｍｍ×１４ｍ
ｍの平面上をＪＥＩＴＡ ＥＤ－７３０６に従って測定し、最大と最小との差（Ｃｏｐｌ
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ａｎａｒｉｔｙ）を反り量とした。反りの符号は、封止面を上、基板面を下とした場合、
半導体装置が凸に反っている状態を正、凹に反っている状態を負とした。半導体装置の反
りについては、室温（２５℃）で反り目標値（±５０ｕｍ＞）を満たすものに○、満たさ
ないものに×を表示した。
＜熱伝導率の測定方法と評価＞
【００４６】
　熱伝導率λは、熱拡散率α、密度ρおよび比熱Ｃｐを下記方法により求め、その積とし
て次式で算出した。
λ＝αρＣｐ
λ：熱伝導率（Ｗ／ｍ・Ｋ）
α：熱拡散率（ｍ２／ｓｅｃ）
ρ：密度（ｋｇ／ｍ３）
Ｃｐ：比熱（Ｊ／ｋｇ・Ｋ）
　熱拡散率αは熱拡散率測定装置ＬＦＡ４４７ Ｎａｎｏｆｌａｓｈ（ネッチゲレイテバ
ウ製）を用いレーザーフラッシュ法にて、密度ρは電子比重計ＥＤ－１２０Ｔ（ミラージ
ュ貿易社製）を用いて、また比熱Ｃｐについては示差走査熱量計Ｐｙｒｉｓ１　ＤＳＣ（
パーキンエルマー社製）を用い、昇温速度１０℃／分の条件で、板状に硬化した封止用液
状樹脂組成物を適時加工して測定した。熱伝導率の評価については、熱伝導率が０．７Ｗ
／ｍ・Ｋ以上を満たすものに○、満たさないものに×を表示した。
【００４７】
　表１に、実施例の封止用液状樹脂組成物の配合表及びその評価結果を、表２に、比較例
の封止用液状樹脂組成物の配合表及びその評価結果を示した。
【００４８】
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【表１】

【００４９】
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【表２】

【００５０】
　実施例１～３と比較例１～４を比較すると、Ｅｈ／Ｓｈ＝１．０の半導体装置構成にお
いて、無機充填材として球状シリカのみを含む（Ａ／（Ａ＋Ｓ）＝０）封止用液状樹脂組
成物では、成型性、反り、熱伝導率のすべてを満たす物が無いのに対し、球状アルミナを
含む（Ａ／（Ａ＋Ｓ）＝０．９）封止用液状樹脂組成物では、成型性、反り、熱伝導率の
すべてを満たすことができた。
【００５１】
　実施例１～３と比較例６を比較すると、Ｅｈ／Ｓｈ＝１．０の半導体装置構成において
、無機充填材として球状アルミナを含み（Ａ／（Ａ＋Ｓ）＝０．９）、フィラ含有量が４
４体積％以下である３４体積％の封止用液状樹脂組成物では成型性に不良が発生したが、
球状アルミナを含み（Ａ／（Ａ＋Ｓ）＝０．９）、フィラ含有量が４４体積％以上の封止
用液状樹脂組成物では成型性、反り、熱伝導率のすべてを満たすことができた。
【００５２】
　実施例３、４と比較例７、８を比較すると、無機充填材として球状アルミナを含み（Ａ
／（Ａ＋Ｓ）＝０．９）、フィラ含有量が７３体積％の封止用液状樹脂組成物を用いて半
導体素子を封止したところ、Ｅｈ／Ｓｈ＝１．２、１．４の半導体装置構成においては成
型性、反り、熱伝導率のすべてを満たす物が無いのに対し、Ｅｈ／Ｓｈ＝０．６、１．０
の半導体装置構成においては成型性、反り、熱伝導率のすべてを満たすことができた。
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【００５３】
　実施例３、４と比較例４、５を比較すると、無機充填材として球状シリカのみを含み（
Ａ／（Ａ＋Ｓ）＝０）フィラ含有量が７３体積％である封止用液状樹脂組成物では、Ｅｈ
／Ｓｈ＝０．６、１．０の半導体装置構成において成型性、反り、熱伝導率のすべてを満
たす物が無いのに対し、無機充填材として球状アルミナを含み（Ａ／（Ａ＋Ｓ）＝０．９
）、フィラ含有量が７３体積％である封止用液状樹脂組成物では、Ｅｈ／Ｓｈ＝０．６、
１．０の半導体装置構成において成型性、反り、熱伝導率のすべてを満たすことができた
。
【００５４】
　実施例４～６と比較例９を比較すると、Ｅｈ／Ｓｈ＝０．６の半導体装置構成において
、無機充填材として球状アルミナをＡ／（Ａ＋Ｓ）＝０．４含み、フィラ含有量が７３体
積％の封止用液状樹脂組成物を用いて半導体素子を封止したところ、成型性、反り、熱伝
導率のすべてを満たさなかったのに対し、無機充填材として球状アルミナをＡ／（Ａ＋Ｓ
）＝０．５、０．９、１．０含み、フィラ含有量が７３体積％の封止用液状樹脂組成物で
は、成型性、反り、熱伝導率のすべてを満たすことができた。
【符号の説明】
【００５５】
　ａ：封止材１、ｂ：封止材２、ｃ：基板、ｄ：半田ボール、ｅ：半導体素子、Ａ:半導
体装置１、Ｂ:半導体装置２

【図１】
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