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(57)【要約】
【課題】　高熱伝導性を有し、取扱作業性が優れる熱伝
導性シリコーン組成物を提供する。
【解決手段】　(Ａ)２５℃における粘度が１００ｍＰa
・ｓ以上であるオルガノポリシロキサン、(Ｂ)平均粒子
径０.１～１００μｍのアルミニウム粉末、(Ｃ)平均粒
子径０.０５～５０μｍの酸化亜鉛粉末、(Ｄ)脂肪族不
飽和結合を有する一価炭化水素基を含有する特定のオル
ガノポリシロキサン、脂肪族不飽和結合を含有さない一
価炭化水素基を含有する特定のオルガノポリシロキサン
、又はそれらの混合物、及び(Ｅ)特定のシラン化合物又
はその部分加水分解縮合物から少なくともなる熱伝導性
シリコーン組成物。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
(Ａ)２５℃における粘度が１００ｍＰa・ｓ以上であるオルガノポリシロキサン　１００
質量部、
(Ｂ)平均粒子径が０.１～１００μｍであるアルミニウム粉末　２５～４,５００質量部、
(Ｃ)平均粒子径が０.０５～５０μｍである酸化亜鉛粉末　　　１０～１,０００質量部、
(Ｄ)(ｉ)一般式：
[Ｒ1

aＲ
2
(3-a)ＳiＯ(Ｒ1

bＲ
2
(2-b)ＳiＯ)m(Ｒ

2
2ＳiＯ)n]cＳiＲ2

[4-(c+d)](ＯＲ3)d
（式中、Ｒ1は脂肪族不飽和結合を有する一価炭化水素基であり、Ｒ2は脂肪族不飽和結合
を有さない一価炭化水素基であり、Ｒ3はアルキル基、アルコキシアルキル基、アルケニ
ル基、又はアシル基であり、ａは０～３の整数であり、ｂは１又は２であり、ｃは１～３
の整数であり、ｄは１～３の整数であり、かつ、ｃ＋ｄは２～４の整数であり、ｍは０以
上の整数であり、ｎは０以上の整数であり、但し、ａが０である場合、ｍは１以上の整数
である。）
で表されるオルガノポリシロキサン及び／又は(ii)一般式：
Ｒ2

3ＳiＯ(Ｒ2
2ＳiＯ)pＲ

2
2Ｓi－Ｒ4－ＳiＲ2

(3-d)(ＯＲ3)d
（式中、Ｒ2、Ｒ3、及びｄは前記と同じであり、Ｒ4は酸素原子又は二価炭化水素基であ
り、ｐは１００～５００の整数である。）
で表されるオルガノポリシロキサン｛(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の合計１００質量部に対して０
.０１～１００質量部｝、及び
(Ｅ)一般式：
Ｒ5

eＳi(ＯＲ6)(4-e)
（式中、Ｒ5は一価炭化水素基、エポキシ基含有有機基、メタクリル基含有有機基、又は
アクリル基含有有機基であり、Ｒ6はアルキル基又はアルコキシアルキル基であり、ｅは
１～３の整数である。）
で表されるシラン化合物又はその部分加水分解縮合物｛(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の合計１００
質量部に対して０.００１～１０質量部｝
から少なくともなる熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項２】
(Ａ)成分が、１分子中に平均０.１個以上のケイ素原子結合アルケニル基を有するオルガ
ノポリシロキサンである、請求項１記載の熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項３】
さらに、(Ｆ)１分子中に平均２個以上のケイ素原子結合水素原子を有するオルガノポリシ
ロキサン｛(Ａ)成分中のケイ素原子結合アルケニル基１モルに対して、本成分中のケイ素
原子結合水素原子が０.１～１０モルとなる量｝、及び
(Ｇ)白金族金属系触媒｛(Ａ)成分と(Ｆ)成分の合計量に対して、本成分中の白金族金属が
質量単位で０.０１～１,０００ppmとなる量｝
を含有する、請求項２記載の熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項４】
(Ｂ)成分が、平均粒子径の差が５μｍ以上である少なくとも２種のアルミニウム粉末から
なる混合物である、請求項１記載の熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項５】
(Ｃ)成分に対する(Ｂ)成分の含有量の比が質量単位で０.１～９.９である、請求項１記載
の熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項６】
半導体素子が、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の熱伝導性シリコーン組成物により
接着又は被覆されてなる半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、熱伝導性シリコーン組成物、及び該組成物を用いてなる半導体装置に関する
。
【０００２】
　トランジスター、ＩＣ、メモリー素子等の電子部品を登載したプリント回路基板やハイ
ブリッドＩＣの高密度・高集積化にともなって、これらを効率よく放熱するために、熱伝
導性シリコーングリース、熱伝導性シリコーンゲル組成物、熱伝導性シリコーンゴム組成
物等の熱伝導性シリコーン組成物が使用されている。このような熱伝導性シリコーン組成
物では、該組成物中に熱伝導性充填剤を高充填して熱伝導率を向上させることが求められ
ている。例えば、特許文献１には、オルガノポリシロキサン、加水分解性基含有メチルポ
リシロキサン、熱伝導性充填剤、及び硬化剤から少なくともなる熱伝導性シリコーンゴム
組成物が提案されている。また、特許文献２には、硬化性オルガノポリシロキサン、硬化
剤、熱伝導性充填剤からなり、該充填剤の表面がケイ素原子結合アルコキシ基を有するオ
リゴシロキサンで処理されていることを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物が提案
されている。さらに、特許文献３には、熱伝導性を向上させたシリコーンゴム組成物とし
ては、１分子中に平均０.１個以上のケイ素原子結合アルケニル基を有するオルガノポリ
シロキサン、１分子中に平均２個以上のケイ素原子結合水素原子を有するオルガノポリシ
ロキサン、熱伝導性充填剤、白金族金属系触媒、及び加水分解性基とビニル基を含有する
メチルポリシロキサンからなる熱伝導性シリコーンゴム組成物が提案されている。
【０００３】
　近年、電子部品の更なる高密度・高集積化に伴い、より高い熱伝導率を有する熱伝導性
シリコーン組成物が求められている。しかし、熱伝導性シリコーン組成物中に熱伝導性充
填剤を多く含有しようとすると、得られる組成物の取扱作業性が著しく低下し、塗布しづ
らくなるという問題があった。
【特許文献１】特開２０００－２５６５５８号公報
【特許文献２】特開２００１－１３９８１５号公報
【特許文献３】特開２００３－２１３１３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、高熱伝導性を有し、取扱作業性が優れる熱伝導性シリコーン組成物を
提供することにある。また、本発明の他の目的は、この組成物を用いた、信頼性に優れる
半導体装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の熱伝導性シリコーン組成物は、
(Ａ)２５℃における粘度が１００ｍＰa・ｓ以上であるオルガノポリシロキサン　１００
質量部、
(Ｂ)平均粒子径が０.１～１００μｍであるアルミニウム粉末　２５～４,５００質量部、
(Ｃ)平均粒子径が０.０５～５０μｍである酸化亜鉛粉末　　　１０～１,０００質量部、
(Ｄ)(ｉ)一般式：
[Ｒ1

aＲ
2
(3-a)ＳiＯ(Ｒ1

bＲ
2
(2-b)ＳiＯ)m(Ｒ

2
2ＳiＯ)n]cＳiＲ2

[4-(c+d)](ＯＲ3)d
（式中、Ｒ1は脂肪族不飽和結合を有する一価炭化水素基であり、Ｒ2は脂肪族不飽和結合
を有さない一価炭化水素基であり、Ｒ3はアルキル基、アルコキシアルキル基、アルケニ
ル基、又はアシル基であり、ａは０～３の整数であり、ｂは１又は２であり、ｃは１～３
の整数であり、ｄは１～３の整数であり、かつ、ｃ＋ｄは２～４の整数であり、ｍは０以
上の整数であり、ｎは０以上の整数であり、但し、ａが０である場合、ｍは１以上の整数
である。）
で表されるオルガノポリシロキサン及び／又は(ii)一般式：
Ｒ2

3ＳiＯ(Ｒ2
2ＳiＯ)pＲ

2
2Ｓi－Ｒ4－ＳiＲ2

(3-d)(ＯＲ3)d
（式中、Ｒ2、Ｒ3、及びｄは前記と同じであり、Ｒ4は酸素原子又は二価炭化水素基であ



(4) JP 2010-59237 A 2010.3.18

10

20

30

40

50

り、ｐは１００～５００の整数である。）
で表されるオルガノポリシロキサン｛(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の合計１００質量部に対して０
.０１～１００質量部｝、及び
(Ｅ)一般式：
Ｒ5

eＳi(ＯＲ6)(4-e)
（式中、Ｒ5は一価炭化水素基、エポキシ基含有有機基、メタクリル基含有有機基、又は
アクリル基含有有機基であり、Ｒ6はアルキル基又はアルコキシアルキル基であり、ｅは
１～３の整数である。）
で表されるシラン化合物又はその部分加水分解縮合物｛(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の合計１００
質量部に対して０.００１～１０質量部｝
から少なくともなる。
【０００６】
　上記組成物において、(Ａ)成分は、１分子中に平均０.１個以上のケイ素原子結合アル
ケニル基を有するオルガノポリシロキサンであることが好ましい。この際、さらに、
(Ｆ)１分子中に平均２個以上のケイ素原子結合水素原子を有するオルガノポリシロキサン
｛(Ａ)成分中のケイ素原子結合アルケニル基１モルに対して、本成分中のケイ素原子結合
水素原子が０.１～１０モルとなる量｝、及び
(Ｇ)白金族金属系触媒｛(Ａ)成分と(Ｆ)成分の合計量に対して、本成分中の白金族金属が
質量単位で０.０１～１,０００ppmとなる量｝
を含有することにより、本組成物を硬化性とすることが好ましい。
【０００７】
　上記組成物において、(Ｂ)成分は、平均粒子径の差が５μｍ以上である少なくと２種の
アルミニウム粉末からなる混合物であることが好ましい。この(Ｃ)成分に対する(Ｂ)成分
の含有量の比は質量単位で０.１～９.９であることが好ましい。
【０００８】
　また、本発明の半導体装置は、半導体素子が、上記のような熱伝導性シリコーン組成物
により接着又は被覆されてなる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の熱伝導性シリコーン組成物は、高熱伝導性を有し、取扱作業性が良好であると
いう特徴がある。また、本発明の半導体装置は、信頼性が優れるという特徴がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の熱伝導性シリコーン組成物を詳細に説明する。
　(Ａ)成分のオルガノポリシロキサンは本組成物の主剤であり、２５℃における粘度が１
００ｍＰa・ｓ以上であり、好ましくは１００～１,０００,０００ｍＰa・ｓの範囲内であ
り、さらに好ましくは２００～５００,０００ｍＰa・ｓの範囲内であり、特に好ましくは
３００～１００,０００ｍＰa・ｓの範囲内である。これは、２５℃における粘度が上記範
囲の下限未満であると、得られる組成物がオイルブリードしやすくなり、一方、上記範囲
の上限を超えると、得られる組成物の取扱作業性が著しく低下するからである。
【００１１】
　(Ａ)成分の分子構造は限定されず、例えば、直鎖状、分岐鎖状、一部分岐を有する直鎖
状、樹枝状（デンドリマー状）が挙げられ、好ましくは直鎖状、一部分岐を有する直鎖状
である。(Ａ)成分は、これらの分子構造を有する単一の重合体、これらの分子構造からな
る共重合体、又はこれらの重合体の混合物であってもよい。また、(Ａ)成分中のケイ素原
子に結合している基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペ
ンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、
ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタ
デシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、エイコシル基等の直鎖状アルキル基；イソプ
ロピル基、ターシャリーブチル基、イソブチル基、２－メチルウンデシル基、１－ヘキシ
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ルヘプチル基等の分岐鎖状アルキル基；シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロド
デシル基等の環状アルキル基；ビニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセ
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、フェネチル基、２－(２,４,６－トリメチルフェニル)プロピル基等のアラルキル基；
３,３,３－トリフルオロプロピル基、３－クロロプロピル基等のハロゲン化アルキル基が
挙げられ、好ましくは、アルキル基、アルケニル基、アリール基であり、特に好ましくは
、メチル基、ビニル基、フェニル基である。なお、(Ａ)成分が１分子中に平均０.１個以
上のケイ素原子結合アルケニル基を有すると、得られる組成物を硬化性のものとすること
ができるので好ましい。
【００１２】
　このような(Ａ)成分としては、例えば、分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチ
ルポリシロキサン、分子鎖両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン
、分子鎖両末端メチルフェニルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン、分子鎖両
末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルフェニルシロキサンコポリマ
ー、分子鎖両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルフェニルシ
ロキサンコポリマー、分子鎖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
ルビニルシロキサンコポリマー、分子鎖両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルシ
ロキサン・メチルビニルシロキサンコポリマー、分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖
ジメチルシロキサン・メチルビニルシロキサンコポリマー、分子鎖両末端ジメチルビニル
シロキシ基封鎖メチル(３,３,３－トリフルオロプロピル)ポリシロキサン、分子鎖両末端
シラノール基封鎖ジメチルポリシロキサン、分子鎖両末端シラノール基封鎖ジメチルシロ
キサン・メチルフェニルシロキサンコポリマー、式：ＣＨ3ＳiＯ3/2で表されるシロキサ
ン単位と式：(ＣＨ3)2ＳiＯ2/2で表されるシロキサン単位からなるオルガノシロキサンコ
ポリマー、式：Ｃ6Ｈ5ＳiＯ3/2で表されるシロキサン単位と式：(ＣＨ3)2ＳiＯ2/2で表さ
れるシロキサン単位からなるオルガノシロキサンコポリマー、式：(ＣＨ3)3ＳiＯ1/2で表
されるシロキサン単位と式：ＣＨ3ＳiＯ3/2で表されるシロキサン単位と式：(ＣＨ3)2Ｓi
Ｏ2/2で表されるシロキサン単位からなるオルガノシロキサンコポリマー、式：(ＣＨ3)3
ＳiＯ1/2で表されるシロキサン単位と式：(ＣＨ3)2(ＣＨ2＝ＣＨ)ＳiＯ1/2で表されるシ
ロキサン単位と式：ＣＨ3ＳiＯ3/2で表されるシロキサン単位と式：(ＣＨ3)2ＳiＯ2/2で
表されるシロキサン単位からなるオルガノシロキサンコポリマー、およびこれらの２種以
上の混合物が挙げられる。
【００１３】
　(Ｂ)成分のアルミニウム粉末は本組成物に熱伝導性を付与するための成分である。(Ｂ)
成分の形状は特に限定されず、例えば、球状、丸み状、フレーク状、不定形状が挙げられ
、好ましくは、球状、丸み状である。(Ｂ)成分の平均粒子径は０.１～１００μｍの範囲
内であり、好ましくは０.１～５０μｍの範囲内である。このような(Ｂ)成分は一種のア
ルミニウム粉末であってもよいが、特に、平均粒子径の差が５μｍ以上である少なくとも
２種のアルミニウム粉末からなる混合物であることが好ましい。
【００１４】
　(Ｂ)成分の含有量は、(Ａ)成分１００質量部に対して２５～４,５００質量部の範囲内
であり、好ましくは５０～４,０００質量部の範囲内であり、特に好ましくは１００～３,
０００質量部の範囲内である。これは、(Ｂ)成分の含有量が上記範囲の下限未満であると
、得られる組成物の熱伝導性が低くなり、一方、上記範囲の上限を超えると、得られる組
成物の取扱作業性が著しく低下するからである。
【００１５】
　(Ｃ)成分の酸化亜鉛粉末も本組成物に熱伝導性を付与するための成分である。(Ｃ)成分
の形状は特に限定されず、例えば、球状、丸み状、フレーク状、不定形状が挙げられる。
(Ｃ)成分の平均粒子径は０.０５～５０μｍの範囲内であり、好ましくは０.１～５０μｍ
の範囲内である。
【００１６】
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　(Ｃ)成分の含有量は、(Ａ)成分１００質量部に対して１０～１,０００質量部の範囲内
であり、好ましくは１００～１,０００質量部の範囲内である。これは、(Ｃ)成分の含有
量が上記範囲の下限未満であると、得られる組成物の熱伝導性が低くなり、一方、上記範
囲の上限を超えると、得られる組成物の取扱作業性が著しく低下するからである。
【００１７】
　本組成物において、(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の含有量の比は特に限定されないが、好ましく
は、(Ｃ)成分に対する(Ｂ)成分の含有量の比が質量単位で０.１～９.９の範囲内である。
これは、(Ｂ)成分の含有量が上記範囲の下限未満であると、得られる組成物の熱伝導性が
低くなり、一方、上記範囲の上限を超えると、得られる組成物の取扱作業性が著しく低下
するからである。
【００１８】
　(Ｄ)成分は、高熱伝導性のシリコーン組成物を得るために、取扱作業性を損なうことな
く、(Ｂ)成分と(Ｃ)成分を多量に含有させるための成分である。このような(Ｄ)成分は、
(ｉ)一般式：
[Ｒ1

aＲ
2
(3-a)ＳiＯ(Ｒ1

bＲ
2
(2-b)ＳiＯ)m(Ｒ

2
2ＳiＯ)n]cＳiＲ2

[4-(c+d)](ＯＲ3)d
で表されるオルガノポリシロキサン及び／又は(ii)一般式：
Ｒ2

3ＳiＯ(Ｒ2
2ＳiＯ)pＲ

2
2Ｓi－Ｒ4－ＳiＲ2

(3-d)(ＯＲ3)d
で表されるオルガノポリシロキサンからなる。
【００１９】
　(ｉ)成分のオルガノポリシロキサンにおいて、式中、Ｒ1は脂肪族不飽和結合を有する
一価炭化水素基であり、例えば、ビニル基、アリル基、ブテニル基、ヘキセニル基、デセ
ニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基、テトラデセニル基、ペンタデ
セニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基、オクタデセニル基、ノナデセニル基、
エイコセニル基等の直鎖状アルケニル基；イソプロペニル基、２－メチル－２－プロペニ
ル基、２－メチル－１０－ウンデセニル基等の分岐鎖状アルケニル基；ビニルシクロヘキ
シル基、ビニルシクロドデシル基等の脂肪族不飽和結合を有する環状アルキル基；ビニル
フェニル基等の脂肪族不飽和結合を有するアリール基；ビニルベンジル基、ビニルフェネ
チル基等の脂肪族不飽和結合を有するアラルキル基が挙げられ、好ましくは、直鎖状アル
ケニル基であり、特に好ましくは、ビニル基、アリル基、又はヘキセニル基である。Ｒ1

中の脂肪族不飽和結合の位置は限定されないが、結合するケイ素原子より遠い位置である
ことが好ましい。また、式中のＲ2は脂肪族不飽和結合を有さない一価炭化水素基であり
、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプ
チル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、
テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、
ノナデシル基、エイコシル基等の直鎖状アルキル基；イソプロピル基、ターシャリーブチ
ル基、イソブチル基、２－メチルウンデシル基、１－ヘキシルヘプチル基等の分岐鎖状ア
ルキル基；シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロドデシル基等の環状アルキル基
；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、フェネチル基、２－
(２,４,６－トリメチルフェニル)プロピル基等のアラルキル基；３,３,３－トリフルオロ
プロピル基、３－クロロプロピル基等のハロゲン化アルキル基が挙げられ、好ましくは、
アルキル基、アリール基であり、さらに好ましくは、炭素原子数１～４のアルキル基であ
り、特に好ましくは、メチル基、エチル基である。また、式中のＲ3はアルキル基、アル
コキシアルキル基、アルケニル基、又はアシル基である。Ｒ3のアルキル基としては、例
えば、前記Ｒ2と同様の直鎖状アルキル基、分岐鎖状アルキル基、環状アルキル基が挙げ
られ、好ましくは、直鎖状アルキル基であり、特に好ましくは、メチル基、エチル基、プ
ロピル基である。また、Ｒ3のアルコキシアルキル基としては、例えば、メトキシエトキ
シ基、エトキシエトキシ基、メトキシプロポキシ基が挙げられ、好ましくはメトキシエト
キシ基である。また、Ｒ3のアルケニル基としては、前記Ｒ1と同様のアルケニル基が例示
され、好ましくは、イソプロペニル基である。また、Ｒ3のアシル基としては、例えば、
アセトキシ基が挙げられる。また、式中のａは０～３の整数であり、好ましくは１である
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。また、式中のｂは１又は２であり、好ましくは１である。また、式中のｃは１～３の整
数であり、好ましくは、１である。また、式中のｄは１～３の整数であり、好ましくは３
である。ここで、式中のｃ＋ｄは２～４の整数である。また、式中のｍは０以上の整数で
ある。但し、上記ａが０である場合、式中のｍは１以上の整数である。このようなｍは、
好ましくは０～５００の整数であり、より好ましくは１～５００の整数であり、より好ま
しくは５～５００の整数であり、さらに好ましくは１０～５００の整数であり、特に好ま
しくは１０～２００の整数である。また、式中のｎは０以上の整数であり、好ましくは０
～５００の整数であり、より好ましくは１～５００の整数であり、より好ましくは５～５
００の整数であり、さらに好ましくは１０～５００の整数であり、特に好ましくは１０～
２００の整数である。
【００２０】
　このような(ｉ)成分としては、次式で表されるオルガノシロキサンが例示される。
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]3Si(OCH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]5Si(OCH3)3
(CH2＝CHCH2)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]5Si(OCH3)3
(CH2＝CHCH2CH2CH2CH2)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]5Si(OCH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]7Si(OCH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]7Si(OC2H5)3
(CH2＝CHCH2)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]7Si(OCH3)3
(CH2＝CHCH2CH2CH2CH2)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]7Si(OCH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]7SiCH3(OCH3)2
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]25Si(OCH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]27Si(OCH3)3
(CH2＝CHCH2)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]25Si(OCH3)3
(CH2＝CHCH2CH2CH2CH2)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]25Si(OCH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]25Si(OC2H5)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]27Si(OC2H5)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]25SiCH3(OCH3)2
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]50Si(OCH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]100Si(OCH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]150Si(OCH3)3
(CH2＝CHCH2)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]50Si(OCH3)3
(CH2＝CHCH2CH2CH2CH2)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]50Si(OCH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]50Si(OC2H5)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]50SiCH3(OCH3)2
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]5[(CH3){(CH3O)3SiC2H4}SiO]1Si(CH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]5[(CH3){(CH3O)3SiO}SiO]1Si(CH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]5[(CH3){(CH3O)3SiC2H4}SiO]1Si(OCH3)3
(CH2＝CH)(CH3)2SiO[(CH3)2SiO]5[(CH3){(CH3O)3SiO}SiO]1Si(OCH3)3
【００２１】
　また、(ii)成分のオルガノポリシロキサンにおいて、式中のＲ2は脂肪族不飽和結合を
有さない一価炭化水素基であり、前記と同様の直鎖アルキル基、分岐鎖状アルキル基、環
状アルキル基、アリール基、アラルキル基、アルケニル基、ハロゲン化アルキル基が例示
され、好ましくは、直鎖状アルキル基であり、特に好ましくは、メチル基である。また、
式中のＲ4は酸素原子又は二価炭化水素基である。Ｒ4の二価炭化水素基としては、例えば
、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、イソプロピレン基、ブチレン基等のアルキレ
ン基；エチレンオキシエチレン基、エチレンオキシプロピレン基等のアルキレンオキシア
ルキレン基が挙げられる。特に、Ｒ4は酸素原子であることが好ましい。また、式中のＲ3

は前記と同様の基である。また、式中のｐは１００～５００の整数であり、好ましくは１
０５～５００の整数であり、さらに好ましくは１１０～５００の整数であり、特に好まし
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くは１１０～２００の整数である。これは、式中のｐが上記範囲の下限未満であると、(
Ｂ)成分と(Ｃ)成分を多量に含有させることができなくなり、一方、上記範囲の上限を超
えると、(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の表面に拘束される分子体積が増えすぎて、(Ｂ)成分と(Ｃ)
成分を多量に含有させることができなくなるからである。特に、本組成物中の(Ｂ)成分と
(Ｃ)成分の含有量を８０容積％以上のような極めて高い含有量にすると、(Ｂ)成分あるい
は(Ｃ)成分の粒子間距離が平均的に短くなるために、この傾向は顕著である。また、式中
のｄは１～３の整数であり、好ましくは３である。
【００２２】
　このような(ii)成分としては、次式で表されるオルガノシロキサンが例示される。
(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]118(CH3)2Si-O-Si(OCH3)3
(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]125(CH3)2Si-O-Si(OCH3)3
(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]140(CH3)2Si-O-Si(OCH3)3
(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]160(CH3)2Si-O-Si(OCH3)3
(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]200(CH3)2Si-O-Si(OCH3)3
(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]300(CH3)2Si-C2H4-Si(OCH3)3
(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]118(CH3)2Si-O-SiCH3(OCH3)2
(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]79[(CH3)(C6H5)SiO]30(CH3)2Si-O-Si(OCH3)3
(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]79[(C6H5)2SiO]30(CH3)2Si-O-Si(OCH3)3
【００２３】
　(Ｄ)成分は、(ｉ)成分又は(ii)成分のいずれかを用いることが好ましいが、(ｉ)成分と
(ii)成分の混合物を用いても良い。この場合、(ｉ)成分と(ii)成分の含有量の比は特に限
定されないが、好ましくは、(ｉ)成分と(ii)成分の含有量の比が質量単位で１：５～５：
１の範囲内であることが好ましい。
【００２４】
　本組成物において、(Ｄ)成分の含有量は、(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の合計１００質量部に対
して０.０１～１００質量部の範囲内であり、好ましくは０.０５～５０質量部の範囲内で
あり、特に好ましくは０.１～５質量部の範囲内である。これは、(Ｄ)成分の含有量が上
記範囲の下限未満であると、(Ｂ)成分と(Ｃ)成分を多量に含有した場合に、得られる組成
物の取扱作業性が低下するからであり、一方、上記範囲の上限を超えると、得られる組成
物の硬化物の物理的強度が低下するからである。
【００２５】
　(Ｅ)成分は、(Ｄ)成分と共に、高熱伝導性のシリコーン組成物を得るために、取扱作業
性を損なうことなく、(Ｂ)成分と(Ｃ)成分を多量に含有させるためのシラン化合物又はそ
の部分加水分解縮合物であり、一般式：
Ｒ5

eＳi(ＯＲ6)(4-e)
で表される。式中、Ｒ5は一価炭化水素基、エポキシ基含有有機基、メタクリル基含有有
機基、又はアクリル基含有有機基である。Ｒ5の一価炭化水素基としては、メチル基、エ
チル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、デシル基等の直鎖状アルキル基；イソプロ
ピル基、ターシャリーブチル基、イソブチル基等の分岐鎖状アルキル基；シクロヘキシル
基等の環状アルキル基；ビニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基
、ヘプテ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、フェネチル基等のアラルキル基；３,３,３－トリフルオロプロピル基、３－
クロロプロピル基等のハロゲン化アルキル基が例示される。また、Ｒ5のエポキシ基含有
有機基としては、３－グリシドキシプロピル基、２－(３,４－エポキシシクロヘキシル)
エチル基が例示される。また、Ｒ5のメタクリル基含有有機基としては、３－メタクリロ
キシプロピル基が例示される。また、Ｒ5のアクリル基含有有機基としては、３－アクリ
ロキシプロピル基が例示される。また、式中、Ｒ6はアルキル基又はアルコキシアルキル
基であり、前記Ｒ3と同様のアルキル基及びアルコキシアルキル基が例示される。また、
式中、ｅは１～３の整数であり、好ましくは１又は２であり、特に好ましくは１である。
【００２６】
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　このような(Ｅ)成分のシラン化合物としては、メチルトリメトキシシラン、メチルトリ
エトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、ｎ－プロピルトリメトキシシラン、ブチル
トリメトキシシラン、ペンチルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニル
トリエトキシシラン、メチルビニルジメトキシシラン、アリルトリメトキシシラン、アリ
ルメチルジメトキシシラン、ブテニ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メトキシシラン、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ピルトリメトキシシラン、３－
メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルメチルジメト
キシシラン、３－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－アクリロキシプロピル
メチルジメトキシシランが例示される。
【００２７】
　(Ｅ)成分の含有量は、(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の合計１００質量部に対して０.００５～１
０質量部の範囲内であり、好ましくは０.０１～１０質量部の範囲内であり、特に好まし
くは０.０１～５質量部の範囲内である。これは、(Ｅ)成分の含有量が上記範囲の下限未
満であると、(Ｂ)成分と(Ｃ)成分を多量に含有した場合に、得られるシリコーン組成物の
取扱作業性が低下したり、得られるシリコーン組成物の貯蔵中に(Ｂ)成分あるいは(Ｃ)成
分が沈降分離しやすくなり、一方、上記範囲の上限を超えると、(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の表
面処理に寄与しない成分が増加するからである。
【００２８】
　(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の表面を(Ｄ)成分と(Ｅ)成分で処理する方法としては、例えば、(
Ｂ)成分と(Ｃ)成分の表面を予め(Ｄ)成分で処理し、次いで(Ｅ)成分で処理する方法；(Ｂ
)成分と(Ｃ)成分の表面を予め(Ｅ)成分で処理し、次いで(Ｄ)成分で処理する方法；(Ｂ)
成分と(Ｃ)成分の表面を(Ｄ)成分と(Ｅ)成分で同時に処理する方法；(Ａ)成分中で(Ｂ)成
分と(Ｃ)成分の表面を(Ｄ)成分で処理し、次いで、(Ｅ)成分で処理する方法；(Ａ)成分中
で(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の表面を(Ｅ)成分で処理し、次いで、(Ｄ)成分で処理する方法；(
Ａ)成分中で(Ｂ)成分と(Ｃ)成分の表面を(Ｄ)成分と(Ｅ)成分で同時に処理する方法；予
め(Ｄ)成分で表面処理された(Ｂ)成分と(Ｃ)成分を(Ａ)成分中で(Ｅ)成分で処理する方法
；予め(Ｅ)成分で表面処理された(Ｂ)成分と(Ｃ)成分を(Ａ)成分中で(Ｄ)成分で処理する
方法が挙げられる。このようにして得られた本組成物中、(Ｄ)成分と(Ｅ)成分は(Ｂ)成分
と(Ｃ)成分の表面を処理した状態で含有されているか、または本組成物中に単に含有され
ていてもよい。また、(Ｂ)成分と(Ｃ)成分を(Ｄ)成分あるいは(Ｅ)成分で処理する際、そ
れらの処理を促進するために、加熱したり、あるいは酢酸、リン酸などの酸性物質や、ト
リアルキルアミン、４級アンモニウム塩類、アンモニアガス、炭酸アンモニウムなどの塩
基性物質を触媒量併用してもよい。
【００２９】
　本組成物において、(Ａ)成分のオルガノポリシロキサンが、１分子中にケイ素原子結合
アルケニル基を平均０.１個以上、好ましくは平均０.５個以上、より好ましくは平均０.
８個以上、特に好ましくは平均２個以上有する場合には、硬化剤を配合することにより、
本組成物を硬化性とすることができる。
【００３０】
　この硬化剤としては、(Ｆ)１分子中に平均２個以上のケイ素原子結合水素原子を有する
オルガノポリシロキサン、及び(Ｇ)白金族金属系触媒が挙げられる。(Ｆ)成分のオルガノ
ポリシロキサンは、１分子中にケイ素原子結合水素原子を平均２個以上有すれば、特にそ
の結合位置は限定されず、分子鎖末端、分子鎖側鎖、または分子鎖末端と分子鎖側鎖が挙
げられる。また、(Ｆ)成分中の水素原子以外のケイ素原子結合基としては、メチル基、エ
チル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキ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；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、フェネチル基等のアラルキル基；３,３,３－トリフルオロプロ
ピル基、３－クロロプロピル基等のハロゲン化アルキル基等の脂肪族不飽和結合を含まな
い一価炭化水素基が例示され、好ましくは、アルキル基、アリール基であり、特に好まし
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くは、メチル基、フェニル基である。また、(Ｆ)成分の分子構造は限定されず、例えば、
直鎖状、分岐鎖状、一部分岐を有する直鎖状、環状、樹枝状（デンドリマー状）が挙げら
れる。(Ｆ)成分はこれらの分子構造を有する単一重合体、これらの分子構造からなる共重
合体、またはこれらの混合物である。また、この(Ｆ)成分の２５℃における粘度は特に限
定されないが、好ましくは１～１００,０００ｍＰa・ｓの範囲内であり、さらに好ましく
は１～１０,０００ｍＰa・ｓの範囲内であり、特に好ましくは１～５,０００ｍＰa・ｓの
範囲内である。
【００３１】
　このような(Ｆ)成分としては、分子鎖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、分子鎖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、分子鎖両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ
基封鎖ジメチルポリシロキサン、分子鎖両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖メ
チルハイドロジェンポリシロキサン、分子鎖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、環状メチルハイドロ
ジェンポリシロキサン、式：(ＣＨ3)3ＳiＯ1/2で表されるシロキサン単位と式：(ＣＨ3)2
ＨＳiＯ1/2で表されるシロキサン単位と式：ＳiＯ4/2で表されるシロキサン単位からなる
オルガノシロキサン、テトラ（ジメチルハイドロジェンシロキシ）シラン、メチルトリ（
ジメチルハイドロジェンシロキシ）シランが例示される。
【００３２】
　本組成物において、(Ｆ)成分の含有量は、(Ａ)成分中のケイ素原子結合アルケニル基１
モルに対して、本成分中のケイ素原子結合水素原子が０.１～１０モルの範囲内となる量
であり、好ましくは０.１～５モルの範囲内となる量であり、特に好ましくは０.１～３モ
ルの範囲内となる量である。これは、本成分の含有量が上記範囲の下限未満であると、得
られる組成物が十分に硬化しなくなり、一方、上記範囲の上限を超えると、得られる組成
物の硬化物から水素ガスが発生しやすくなるからである。
【００３３】
　また、(Ｇ)成分の白金族金属系触媒は本組成物の硬化を促進するための触媒であり、例
えば、塩化白金酸、塩化白金酸のアルコール溶液、白金のオレフィン錯体、白金のアルケ
ニルシロキサン錯体、白金のカルボニル錯体等の白金系触媒；その他、ロジウム系触媒、
パラジウム系触媒が挙げられ、好ましくは、白金系触媒である。
【００３４】
　本組成物において、(Ｇ)成分の含有量は、本組成物の硬化に必要な量であり、具体的に
は、(Ａ)成分に対して本成分中の白金族金属が質量単位で０.０１～１,０００ｐｐｍの範
囲内となる量であることが好ましく、特に、０.１～５００ｐｐｍの範囲内となる量であ
ることが好ましい。これは、本成分の含有量が上記範囲の下限未満であると、得られるシ
リコーン組成物が十分に硬化しなくなり、一方、上記範囲の上限を超える量を配合しても
得られるシリコーン組成物の硬化速度は顕著に向上しなくなるからである。
【００３５】
　また、本組成物の硬化速度を調節し、取扱作業性を向上させるため、２－メチル－３－
ブチン－２－オール、２－フェニル－３－ブチン－２－オール、１－エチニル－１－シク
ロヘキサノール等のアセチレン系化合物；３－メチル－３－ペンテン－１－イン、３，５
－ジメチル－３－ヘキセン－１－イン等のエン－イン化合物；その他、ヒドラジン系化合
物、フォスフィン系化合物、メルカプタン系化合物等の硬化反応抑制剤を含有することが
好ましい。この硬化反応抑制剤の含有量は限定されないが、(Ａ)成分１００質量部に対し
て０.０００１～１.０質量部の範囲内であることが好ましい。
【００３６】
　さらに、本組成物には、本発明の目的を損なわない限り、その他任意の成分として、例
えば、ヒュームドシリカ、溶融シリカ、沈降性シリカ等のシリカ微粉末；これらの表面を
、アルコキシシラン、クロロシラン、シラザン等の有機ケイ素化合物により疎水化処理し
たシリカ微粉末が例示される。このシリカ微粉末の粒子径は特に限定されないが、そのＢ
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ＥＴ比表面積が５０ｍ２／ｇ以上であることが好ましく、特には、１００ｍ２／ｇ以上で
あることが好ましい。
【００３７】
　このシリカ微粉末の含有量は、(Ａ)成分１００質量部に対して０.１～１０質量部の範
囲内であり、好ましくは０.５～１０質量部の範囲内である。これは、シリカ微粉末の含
有量が上記範囲の下限未満であると、得られる組成物の流動性が大きくなるからであり、
一方、上記範囲の上限を超えると、得られる組成物の取扱作業性が著しく低下する傾向が
あるからである。
【００３８】
　また、本組成物には、本組成物を硬化して得られる硬化物の接着性を向上させるための
接着促進剤を含有してもよい。このような接着促進剤としては、例えば、式:
【化１】

で表されるシラトラン誘導体等の一分子中にアルケニル基およびケイ素原子結合アルコキ
シ基を有するシラトラン誘導体；一分子中にケイ素原子結合アルケニル基もしくはケイ素
原子結合水素原子、ケイ素原子結合アルコキシ基、及びエポキシ基含有有機基、メタクリ
ル基含有有機基、又はアクリル基含有有機基をそれぞれ少なくとも１個ずつ有するシロキ
サン化合物、具体的には、平均単位式：

【化２】

（式中、ｆ、ｇ、およびｈは正数である。）
で表されるシロキサン化合物、平均単位式：
【化３】

（式中、ｆ、ｇ、ｈ、およびｉは正数である。）
で表されるシロキサン化合物、およびこれらの２種以上の混合物が挙げられる。この接着
促進剤中の、エポキシ基含有有機基、メタクリル基含有有機基、及びアクリル基含有有機
基としては、前記と同様の基が例示される。このような接着促進剤の含有量は特に限定さ
れないが、(Ａ)成分１００質量部に対して０.０１～１０質量部の範囲内であることが好
ましい。
【００３９】
　本組成物には、(Ｂ)成分及び(Ｃ)成分以外に、例えば、酸化アルミニウム、酸化マグネ
シウム、酸化チタン、酸化ベリリウム等の酸化亜鉛以外の金属酸化物；水酸化アルミニウ
ム、水酸化マグネシウム等の金属水酸化物；窒化アルミニウム、窒化ケイ素、窒化ホウ素
等の窒化物；炭化ホウ素、炭化チタン、炭化ケイ素等の炭化物；グラファイト、黒鉛等の
石墨；銅、ニッケル、銀等のアルミニウム以外の金属、およびこれらの混合物からなる熱
伝導性充填剤を含有してもよい。
【００４０】
　さらに、本組成物には、本発明の目的を損なわない限り、その他任意の成分として、例
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えば、顔料、染料、蛍光染料、耐熱添加剤、トリアゾール系化合物以外の難燃性付与剤、
可塑剤を含有してもよい。
【００４１】
　本組成物は常温でグリース状、ペースト状、あるいは粘土状である。また、本組成物が
硬化性の組成物である場合、それを硬化させる方法は限定されず、例えば、本組成物を成
形後、室温で放置する方法、本組成物を成形後、５０～２００℃に加熱する方法が挙げら
れる。また、このようにして得られるシリコーン硬化物の性状は限定されないが、例えば
、ゲル状、低硬度のゴム状、あるいは高硬度のゴム状が挙げられ、得られるシリコーン硬
化物を放熱材料として部材に十分に密着させることができる。
【００４２】
　次に、本発明の半導体装置の一例であるＬＳＩを図１に示した。本発明の半導体装置は
、半導体素子１が回路基板２上に搭載され、該回路基板２上には回路配線３がボンディン
グワイヤ４により半導体素子１と電気的に接続されている。この半導体素子１には、本発
明の熱伝導性シリコーン組成物又はその硬化物５を介して放熱板６が取り付けられている
。本発明の半導体装置では半導体素子１から発生する熱を熱伝導性シリコーン組成物又は
その硬化物５を介して放熱板６で放熱する構造を有する。図１で示されるように、熱伝導
性シリコーン組成物又はその硬化物５は半導体素子１と放熱板６とに狭持された状態で過
酷な温度条件下で使用される場合でも、前記熱伝導性シリコーン組成物又はその硬化物か
らオイルブリードを生じないので、信頼性が優れるという特徴がある。
【実施例】
【００４３】
　本発明の熱伝導性シリコーン組成物及び半導体装置を実施例により詳細に説明する。な
お、実施例中の粘度は２５℃における値である。また、熱伝導性シリコーン組成物及びそ
の硬化物の特性を次のようにして測定した。
【００４４】
［熱伝導性シリコーン組成物の粘度］
　熱伝導性シリコーン組成物の２５℃における粘度をＴＡインスツルメンツ社製レオメー
ター（ＡＲ５５０）を用いて測定した。ジオメトリーとして直径２０ｍｍのパラレルプレ
ートを用い、ギャップ２００μｍ、シェアレイト１０.０（１／ｓ）の条件で測定した。
【００４５】
［熱伝導性シリコーン組成物の熱伝導率］
　熱伝導性シリコーン組成物を６０ｍｍ×１５０ｍｍ×２５ｍｍの容器に充填し、脱泡し
た後、その表面を厚さ１０μｍのポリ塩化ビニリデンフィルムで被覆した後、該フィルム
を介して熱伝導性シリコーン組成物の熱伝導率を細線加熱法（ホットワイヤ法）により京
都電子工業株式会社製の迅速熱伝導率測定装置（熱線法）により測定した。
【００４６】
［熱伝導性シリコーン硬化物の熱伝導率］
　熱伝導性シリコーン組成物を１５０℃で１５分間プレス硬化し、さらに１５０℃のオー
ブン中で１時間オーブン加熱した。得られた５０ｍｍ×１００ｍｍ×２０ｍｍの熱伝導性
シリコーン硬化物の熱伝導率を、細線加熱法（ホットワイヤ法）により京都電子工業株式
会社製の迅速熱伝導率計ＱＴＭ－５００により測定した。
【００４７】
［熱伝導性シリコーン硬化物の引張せん断接着力］
　熱伝導性シリコーン組成物をアルミニウム（Ａ１０５０Ｐ）板の間に厚さが１ｍｍ、接
着面積が２５ｍｍ×１０ｍｍとなるように挟み込んだ状態で、１５０℃で１時間加熱して
、該組成物を硬化させて接着試験片を作製した。得られた試験片の引張せん断接着力を、
ＪＩＳ　Ｋ　６８５０に従って株式会社オリエンテック製のテンシロン万能試験機ＲＴＣ
－１３２５Ａにより測定した。
【００４８】
［熱伝導性シリコーン組成物の取扱作業性］
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　熱伝導性シリコーン組成物を３０ｍｌのポリプロピレン製シリンジ（ニードル径０.９
０ｍｍ）に充填し、０.２ＭＰaで塗布試験を行い、１０秒間で吐出される熱伝導性シリコ
ーン組成物の質量を測定した。吐出量が３０ｍｇ以上ある場合を、取扱作業性が良好であ
るとして、"○"で示し、それ未満である場合を、取扱作業性が不良であるとして、"Ｘ"で
示した。
【００４９】
［実施例１］
　特殊機化工業株式会社製のＴ.Ｋ.ハイビスミックス（登録商標）により、粘度が１０,
０００ｍＰa・ｓである分子鎖両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキ
サン（ビニル基の含有量＝０.１３５質量％）１２.０質量部、平均粒子径が８μｍである
球状アルミニウム粉末５０.０質量部、平均粒子径が２μｍである球状アルミニウム粉末
２０.０質量部、平均粒子径が０.１μｍである酸化亜鉛粉末１５.０質量部、式：
ＣＨ2＝ＣＨ(ＣＨ3)2ＳiＯ[(ＣＨ3)2ＳiＯ]27Ｓi(ＯＣＨ3)3
で表されるジメチルポリシロキサン１質量部、及びメチルトリメトキシシラン０.４質量
部を室温で１５分混合し、さらに－０.０９ＭＰa以下の減圧下、１５０℃で１時間混合し
た後、室温まで冷却して熱伝導性シリコーン組成物を調製した。
【００５０】
　次に、上記の熱伝導性シリコーン組成物に、粘度が５.５ｍＰa・ｓであり、１分子中に
平均３個のケイ素原子結合水素原子を有する分子鎖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（ケイ素原子結合水素原子の
含有量＝０.１３質量％）２.７質量部（上記の熱伝導性シリコーン組成物に含まれるジメ
チルポリシロキサン中のビニル基１モルに対して、本成分中のケイ素原子結合水素原子が
１.５モルとなる量）、硬化反応抑制剤として、２－フェニル－３－ブチン－２－オール
０.００５質量部、及び粘度が２５ｍＰa・ｓである、平均単位式：
【化４】

で表されるシロキサン化合物１.０質量部を混合し、最後に、白金含有量が０.５質量％で
ある白金の１,３－ジビニル－１,１,３,３－テトラメチルジシロキサン錯体溶液０.１質
量部を室温で１５分混合して硬化性の熱伝導性シリコーン組成物を調製した。
【００５１】
［実施例２］
　特殊機化工業株式会社製のＴ.Ｋ.ハイビスミックス（登録商標）により、粘度が２,０
００ｍＰa・ｓである分子鎖両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサ
ン（ビニル基の含有量＝０.２２質量％）６.０質量部、平均粒子径が９μｍである丸み状
アルミニウム粉末５０.０質量部、平均粒子径が２μｍである丸み状アルミニウム粉末２
５.０質量部、平均粒子径が０.１μｍである酸化亜鉛粉末１６.０質量部、式：
ＣＨ2＝ＣＨ(ＣＨ3)2ＳiＯ[(ＣＨ3)2ＳiＯ]3Ｓi(ＯＣＨ3)3
で表されるジメチルポリシロキサン４.０質量部、及びメチルトリメトキシシラン０.５質
量部を室温で１５分混合し、さらに－０.０９ＭＰa以下の減圧下、１５０℃で１時間混合
した後、室温まで冷却して熱伝導性シリコーン組成物を調製した。
【００５２】
［実施例３］
　特殊機化工業株式会社製のＴ.Ｋ.ハイビスミックス（登録商標）により、粘度が２,０
００ｍＰa・ｓである分子鎖両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサ
ン（ビニル基の含有量＝０.２２質量％）１２.６質量部、平均粒子径が８μｍである球状
アルミニウム粉末４５.０質量部、平均粒子径が２μｍである球状アルミニウム粉末２３.
０質量部、平均粒子径が０.１μｍである酸化亜鉛粉末１４.０質量部、ＢＥＴ比表面積が
２００ｍ２／ｇであり、ヘキサメチルジシラザンにより疎水化処理されたヒュームドシリ
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ＣＨ2＝ＣＨ(ＣＨ3)2ＳiＯ[(ＣＨ3)2ＳiＯ]27Ｓi(ＯＣＨ3)3
で表されるジメチルポリシロキサン１.８質量部、及びメチルトリエトキシシラン０.４質
量を室温で１５分混合し、さらに－０.０９ＭＰa以下の減圧下、１５０℃で１時間混合し
た後、室温まで冷却して熱伝導性シリコーン組成物を調製した。
【００５３】
　次に、上記の熱伝導性シリコーン組成物に、粘度２０ｍＰa・ｓの分子鎖両末端トリメ
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（ケ
イ素原子結合水素原子の含有量＝０.７質量％）０.５質量部（上記の熱伝導性シリコーン
組成物に含まれるジメチルポリシロキサン中のビニル基１モルに対して、本成分中のケイ
素原子結合水素原子が１.５モルとなる量）、硬化反応抑制剤として、２－フェニル－３
－ブチン－２－オール０.００５質量部、及び粘度が２５ｍＰa・ｓであり、平均単位式：
【化５】

で表されるシロキサン化合物１.０質量部を混合し、最後に、白金含有量が０.５質量％で
ある白金の１,３－ジビニル－１,１,３,３－テトラメチルジシロキサン錯体溶液０.１質
量部を室温で１５分混合して硬化性の熱伝導性シリコーン組成物を調製した。
【００５４】
［実施例４］
　特殊機化工業株式会社製のＴ.Ｋ.ハイビスミックス（登録商標）により、粘度が２００
ｍＰa・ｓである分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン２.０質
量部、平均粒子径が８μｍである球状アルミニウム粉末５１.０質量部、平均粒子径が２
μｍである球状アルミニウム粉末２６.０質量部、平均粒子径が０.１μｍである酸化亜鉛
粉末１８.０質量部、式：
(ＣＨ3)3ＳiＯ[(ＣＨ3)2ＳiＯ]110Ｓi(ＯＣＨ3)3
で表されるジメチルポリシロキサン３.５質量部、及びメチルトリメトキシシラン０.４質
量部を室温で１５分混合し、さらに－０.０９ＭＰa以下の減圧下、１５０℃で１時間混合
した後、室温まで冷却して熱伝導性シリコーン組成物を調製した。
【００５５】
［比較例１］
　特殊機化工業株式会社製のＴ.Ｋ.ハイビスミックス（登録商標）により、粘度が１０，
０００ｍＰa・ｓである分子鎖両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキ
サン（ビニル基の含有量＝０.１３５質量％）１２.０質量部、平均粒子径が８μｍである
球状アルミニウム粉末５０.０質量部、平均粒子径が２μｍである球状アルミニウム粉末
２０.０質量部、平均粒子径が０.１μｍである酸化亜鉛粉末１５.０質量部、及びメチル
トリメトキシシラン１.０質量部を室温で１５分混合し、さらに－０.０９ＭＰa以下の減
圧下、１５０℃で１時間混合した後、室温まで冷却して熱伝導性シリコーン組成物を調製
した。
【００５６】
　次に、上記の熱伝導性シリコーン組成物に、粘度が５.５ｍＰa・ｓであり、１分子中に
平均３個のケイ素原子結合水素原子を有する分子鎖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（ケイ素原子結合水素原子の
含有量＝０.１３質量％）２.７質量部（上記の熱伝導性シリコーン組成物中のジメチルポ
リシロキサン中のビニル基１モルに対して、本成分中のケイ素原子結合水素原子が１.５
モルとなる量）、硬化反応抑制剤として、２－フェニル－３－ブチン－２－オール０.０
０５質量部、及び粘度が２５ｍＰa・ｓであり、平均単位式：
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【化６】

で表されるシロキサン化合物１.０質量部を混合し、最後に、白金含有量が０.５質量％で
ある白金の１,３－ジビニル－１,１,３,３－テトラメチルジシロキサン錯体溶液０.１質
量部を室温で１５分混合して硬化性の熱伝導性シリコーン組成物を調製した。
【００５７】
［比較例２］
　特殊機化工業株式会社製のＴ.Ｋ.ハイビスミックス（登録商標）により、粘度が１０,
０００ｍＰa・ｓである分子鎖両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキ
サン（ビニル基の含有量＝０.１３５質量％）１４.４質量部、平均粒子径が８μｍである
球状アルミニウム粉末５５.０質量部、平均粒子径が２μｍである球状アルミニウム粉末
２８.０質量部、式：
ＣＨ2＝ＣＨ(ＣＨ3)2ＳiＯ[(ＣＨ3)2ＳiＯ]27Ｓi(ＯＣＨ3)3
で表されるジメチルシロキサン１.０質量部、及びメチルトリメトキシシラン０.５質量部
を室温で１５分混合し、さらに－０.０９ＭＰa以下の減圧下、１５０℃で１時間混合した
後、室温まで冷却して熱伝導性シリコーン組成物を調製した。
【００５８】
　次に、上記の熱伝導性シリコーン組成物に、粘度２０ｍＰa・ｓの分子鎖両末端トリメ
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（ケ
イ素原子結合水素原子の含有量＝０.７質量％）０.５質量部（上記の熱伝導性シリコーン
組成物に含まれるジメチルポリシロキサン中のビニル基１モルに対して、本成分中のケイ
素原子結合水素原子が１.５モルとなる量）、及び硬化反応抑制剤として、２－フェニル
－３－ブチン－２－オール０.００５質量部、及び粘度が２５ｍＰa・ｓであり、平均単位
式：
【化７】

で表されるシロキサン化合物１.０質量部を混合し、最後に、白金含有量が０.５質量％で
ある白金の１,３－ジビニル－１,１,３,３－テトラメチルジシロキサン錯体溶液０.１質
量部を室温で１５分混合して硬化性の熱伝導性シリコーン組成物を調製した。
【００５９】
［比較例３］
　特殊機化工業株式会社製のＴ.Ｋ.ハイビスミックス（登録商標）により、粘度が２００
ｍＰa・ｓである分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン５.０質
量部、平均粒子径が８μｍである球状アルミニウム粉末５１.０質量部、平均粒子径が２
μｍである球状アルミニウム粉末２６.０質量部、平均粒子径が０.１μｍである酸化亜鉛
粉末１８.０質量部、及びメチルトリメトキシシラン０.４質量部を室温で１５分混合し、
さらに－０.０９ＭＰa以下の減圧下、１５０℃で１時間混合した後、室温まで冷却して熱
伝導性シリコーン組成物を調製した。
【００６０】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明の熱伝導性シリコーン組成物は、高熱伝導率を有し、取扱作業性が優れるので、
例えば、発熱性素子を搭載した電子部品、高温下に曝される車載用電子部品等の放熱材と
して用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の半導体装置の一例であるＬＳＩの断面図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　半導体素子
　２　回路基板
　３　回路配線
　４　ボンディングワイヤ
　５　熱伝導性シリコーン組成物（又はその硬化物）
　６　放熱板
【図１】
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