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まえがき

電子機器の小型軽量化の要求により，半導体パッケージ

製品は，マルチチップ化，大型化，高集積化に対応すべく，

その形態が大きく変化している。

現在，半導体製品は賦形性に優れたエポキシ樹脂を中心

とした樹脂封止が主流になっている。この樹脂封止では，

樹脂の硬化収縮およびその構成材料の放熱基板，樹脂，シ

リコンチップなどの物性の違いから，残留ひずみや，反り

変形が発生する。このことが，チップの特性変動，パッシ

ベーションクラック，はく離などを誘引させる要因になっ

ている。

また，エポキシ樹脂の線膨張係数は，ある温度で急激に

上昇する。この温度を，ガラス転移温度（Tg）と呼ぶ。

この Tgは，架橋密度と相関関係があるので，エポキシ樹

脂の硬化条件の最適化に適用されている。また，反り変形

をコントロールするうえで，重要な物性値になっている。

以上のことから，Tg 値を高精度に解析できる評価技術

の開発と，成形加工後の放熱基板の反り低減化技術の確立

に取り組んでいる。

本稿では，熱機械分析（TMA）法を駆使した TMA

フィッティング（TF）法による高精度な Tg 解析技術の開

発と，フィラー（充てん剤），触媒に着目したアルミ放熱

基板の反り低減技術の事例について紹介する。

TMA法によるエポキシ樹脂のTg 解析方法

TMA法は各種材料を加熱した際の温度，変形量を同時

に測定し，変形量の温度依存性を分析する手法である。そ

のため，主に熱硬化性樹脂の Tgを評価する手法として多

用される。中でも半導体封止樹脂の場合，Tgは，線膨張

係数，弾性率，抵抗率など，半導体素子の信頼性に影響す

る物性が大きく変化する温度であるため，材料組成，成形

加工条件などを決定する際の判断基準にされることも多く，

特に精度の高いデータが要求される。

TMA法では，樹脂を加熱した際の時間（t），樹脂温度

（T）の関数として，熱変形量（L）のデータが得られる。

結果として，図１に示すような TMAチャートと呼ばれる

グラフが得られる。Tgは，図１に見られる Lの折れ曲が

り点（変曲点）の温度と定義され，従来の解析方法では，

図１に示すように，Tgより低温領域（ガラス領域），およ

び高温領域（ゴム領域）のそれぞれに Lの接線を引き，

それら接線が交わる温度として算出される。

ここで図２に，従来法によりアフターキュア（Post

Mold Cure：PMC）条件をパラメータとした半導体封止

材用エポキシ樹脂について行った Tgの解析結果を示す。

エポキシ樹脂の Tgは，樹脂の架橋密度と相関のある物性
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図１　エポキシ樹脂のTMAチャート
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図２　従来法によるTg の解析結果
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値であるため，PMC温度が一定の場合，理論的には PMC

時間とともに増加し，ある一定時間以上で飽和する傾向を

示すはずである。しかし，図２ではそのような傾向がまっ

たく見られない。このことは，従来法では Tgを正確に解

析できないという問題を提起している。

ここで図３に，図１で扱ったデータの dL/dTチャート

を示す。図３から，dL/dTは 100 ℃前後から徐々に増加

し始め，150 ℃前後までは一様に増加するものの，それ以

上の温度になると増減する傾向が確認される。100 ～

150 ℃程度に見られる増加傾向は，ガラス転移の影響によ

るものであり，150 ℃程度以上の増減傾向は樹脂の残留ひ

ずみによるものと考えられる。従来法では，Tgを求める

ためにガラス領域とゴム領域のそれぞれに Lの接線を引

くが，図３のようにガラス転移成分と残留ひずみ成分が混

在しているような場合には，残留ひずみ成分の影響で接線

の傾きが変化してしまうため，接線を引くことにより Tg

を求めることはできないはずである。これが従来法では

Tgを正確に解析できない原因である。

そこで，従来法が抱える問題を解決するため，TMA法

による新たな Tgの解析手法「TMAフィッティング法」

（TF法）を開発した。

TF法は，TMA法で得られる生データを基に，Lの T

による二次微分値（d2L/dT 2）の温度関数をフィッティン

グにより求め，その温度関数の係数から Tgを算出すると

いう解析手法である。

Lの二次微分値を求め，そのピーク点の温度から Tgを

読み取るという方法は従来から提案されている。しかしこ

の方法は，ガラス転移成分のみを含むデータに対しては有

効であるが，今回扱っているような残留ひずみ成分を含む

データに対しては，その影響によりピーク位置が変化する

ため，正確な Tgの解析を行うことができない。

一方，今回開発した TF法では，d2L/dT 2の温度関数を

求めることにより，残留ひずみ成分を考慮しているから，

ガラス転移成分のみの情報から Tgを算出できることが特

徴である。

図４に，図１，図３で扱ったデータの d2L/dT 2チャート，

およびそのフィッティング結果を示す。図４において，

150 ℃前後にピークを形成しているのがガラス転移成分で

あるが，それより高温側には明らかに残留ひずみ成分が認

められる。そこで，このデータのフィッティングは，ガラ

ス転移成分に二つの残留ひずみ成分が含まれているという

モデルにより行い，ガラス転移成分はガウス関数，残留ひ

ずみ成分はガウス関数の微分関数で表した。図４から，こ

のフィッティング結果は生データをほぼ再現していること

が確認できる。

最後に Tgの解析であるが，フィッティングで求めた

d2L/dT 2の温度関数の中で，ガラス転移成分を表すガウス

関数のピーク点の温度を読み取ることで行う。図５に，図

２で扱ったデータの TF法による Tgの解析結果を示す。

図５では図２と異なり，Tgが PMC時間とともに増加し，

ある一定時間以上で飽和するという，理論的に考えられる

傾向をほぼ示していることが確認できる。このことは，

TF法による Tgの解析が正確に行われていることを裏付

けている。

TF法によれば，従来では明らかにできなかった残留ひ

ずみ成分も含め，樹脂の熱変形挙動を正確にとらえること

ができる。その結果として，図２と図５の比較から明らか

であるが，TF法は従来法に比べ，Tgの解析精度を飛躍的

に向上させることが今回確認できた。

以上，TF法の概要，および TF法による Tgの解析結

果を紹介した。

今回は Tgのみに着目したが，TF法は熱変形量の温度

依存性を詳細に解析することができるから，残留ひずみ成

分の熱変形挙動など，材料の熱変形に関する物理的な解明
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図３　エポキシ樹脂の dL/dT チャート
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図４　TF法による d2L/dT 2 フィッティング
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図５　TF法による Tg の解析結果
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に寄与することができる。今後は，組成，加工条件などの

異なるさまざまな材料について TF法を適用した解析を行

い，材料の熱変形に関する物理的な解明を進めていく。

反り低減技術

COB（Chip On Board）など，アルミ回路基板に接合し

たチップに封止樹脂をポッティングする形態では，封止樹

脂の硬化冷却後に，成形収縮により，図６に示すような反

り変形が発生する。この反り変形が，実装時の各種の熱プ

ロセスを受ける過程で，封止樹脂の界面はく離，クラック

などの原因になる。そのため，反り低減が重要な技術的課

題になっている。

アルミ基板（30mm× 80mm× 2mm）上に液状封止

樹脂を厚さ 2mmで均一に塗布するモデルについて，反り

の変形挙動を調査した。封止樹脂は，エポキシ樹脂，フィ

ラー，硬化剤と，硬化を促進させる各種の触媒が配合され

ている。

まず，アルミ基板との熱膨張の整合性を確認するために，

液状封止樹脂のフィラー（シリカ）の充てん量を変動させ

た。図７に，そのフィラー充てん量とα1（Tg 以下の線膨

張係数）との関係を示す。α1は，フィラーの充てん量に
より制御され，フィラーを増量すると，リニアな関係で低

減することができる。

図８に，封止樹脂のα1と基板の反りの関係を示す。
α1が反りに大きな影響を及ぼしていることが分かる。

また，封止樹脂のα1をアルミニウムの線膨張係数（約 24
ppm/℃）に調整してもアルミ基板の反りは，完全にフ

ラットにはならない。アルミニウムとの整合性を得るため

には封止樹脂のα1を，20 ppm/℃以下にすることで，そ

の抑制効果が認められた。

反りは，封止樹脂が硬化過程において，アルミ基板に接

着するため，接着界面で封止樹脂の膨張や収縮が拘束され

るので生じるものと推測される。

アルミ基板に接着する速度は，封止樹脂に配合されてい

る触媒の量により制御できる。また，触媒は熱的特性を改

質する効果のあることが知られている。図９に，りん系と

アミン系の 2 種類の触媒について，その配合量と Tgとの

関係を示す。今回用いた触媒の場合，アミン系では，0.5

phr（per hundred rate），りん系では，1 phrで，Tgが最

大値を示し，この配合量が最適添加量になっている。

図 に，触媒量と反りとの関係を示す。いずれの触媒も，

最適添加量よりもやや多い量で，反りが最低値を示してい

る。また，今回用いた触媒の場合，りん系はアミン系に比

べ反りの抑制効果が大きく，その最適添加量（1 phr）で

Tgを犠牲にすることなく，反りをほぼフラットにするこ

１０
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図１０　触媒配合量と反り
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とができた。

以上のことより，封止樹脂側からの反り低減のアプロー

チとしては，フィラーの高充てん化および触媒の選定と量

の最適化を図ることが重要ポイントに挙げられる。

今後は，さまざまなパッケージ構造にマッチした材料処

方の標準化を推進するために，さらに反り低減に有効な制

御因子を追求し，封止樹脂に要求される設計指針を明確に

していく。

あとがき

以上，半導体製品の樹脂技術と解析について，封止樹脂

の重要な基本物性である Tgを高精度に評価できる TF法

の開発事例と，アルミ基板の反り変形を，フィラー，触媒

により低減できることを紹介した。

今後は，TF法の応用展開を図るとともに，さらに高精

度な動的粘弾性（本ページの「解説」参照）評価・応力解

析支援ツールを考案することにより，封止樹脂の応力解析

技術の高度化と，パッケージの構造にマッチした材料処方，

成形加工技術の標準化に貢献していきたい。
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解　説 動的粘弾性

動的粘弾性とは，物質に周期的な刺激（応力やひず

み）を加えた場合の応答特性のことである。

物質に正弦振動を作用させると，物質が完全弾性体

であれば，図 のように，ひずみと応力は同時に変化

し，エネルギーの損失は起きない。物質が完全粘性体

であれば，図 のように，ひずみと応力は，ちょうど

90 °位相がずれ，粘性によるエネルギー損失に関係す

る。物質が粘弾性体の場合は，弾性挙動と粘性挙動が

混在することになり，図 のように，ひずみは応力よ

りδ（0 ＜δ＜ 90 °）だけ，位相が遅れた正弦振動を

示す。

粘弾性を示す身近な例としては，チューインガムが

ある。チューインガムに，印鑑を押しつけて離すと，

印鑑の印字が転写される。チューインガムは，チクル

など植物性樹脂，酢酸ビニル樹脂が原料に用いられて

いる高分子材料で，網の目構造を形成している。

チューインガムの表面に印字が転写されたのは，高分

子鎖の絡み合いがほどけ，ずるずると伸びて，印鑑の

印字の溝に流れ込み変形したものである。したがって，

チューインガムは液体の性質が強いということになる

が，印鑑を離した後も，印字が残ったままであるとい

うことから，固体でもあるという二面性を持っている。

しかしながら，チューインガムに転写された印字は，

長時間放置すると，滑らかな面になり，判読できなく

なる。また，雰囲気温度が高いほど，早く転写された

面が滑らかになっていく。このように，高分子材料は，

固体でありながら，液体の性質を兼ね備えた粘弾性体

という特徴を持ち，時間，温度によって，物質の性状

（c）

（b）

（a）

が違って観察される。

以上のことから，高寸法が要求される製品に高分子

材料を適用する場合は，粘弾性の周波数，温度依存性

を十分に把握しておく必要がある。
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