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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】絶縁基板上の導体層に搭載される発光素子の傾
きが抑制された発光素子搭載用基板を提供する。
【解決手段】発光素子２の搭載部１ａを含む上面を有す
る絶縁基板１と、搭載部１ａに設けられており、発光素
子２の下面が対向して搭載される導体層３と、絶縁基板
１の上面から上方向に突出して設けられており、導体層
３を囲むように配置された複数の凸部４とを備える発光
素子搭載用基板９である。発光素子２の搭載時の傾きが
凸部４によって抑制される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
発光素子の搭載部を含む上面を有する絶縁基板と、
前記搭載部に設けられており、発光素子の下面が対向して搭載される導体層と、
前記絶縁基板の前記上面から上方向に突出して設けられており、前記導体層を囲むように
配置された複数の凸部とを備えていることを特徴とする発光素子搭載用基板。
【請求項２】
平面視において、前記搭載部に搭載される発光素子よりも前記導体層の方が小さいことを
特徴とする請求項１に記載の発光素子搭載用基板。
【請求項３】
前記凸部の厚みが前記導体層の厚み以上であることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の発光素子搭載用基板。
【請求項４】
平面視において、前記発光素子および前記導体層が四角形状であり、前記凸部は、少なく
とも、前記導体層の中心部を囲む仮想の三角形状の領域の各頂点に配置されていることを
特徴とする請求項３に記載の発光素子搭載用基板。
【請求項５】
前記凸部は、前記導体層の四つの辺のそれぞれに近接して配置されていることを特徴とす
る請求項４に記載の発光素子搭載用基板。
【請求項６】
前記凸部は、透明な樹脂材料によって形成されていることを特徴とする
請求項１～請求項５のいずれかに記載の発光素子搭載用基板。
【請求項７】
請求項１～請求項６のいずれかに記載の発光素子搭載用基板と、
前記搭載部に搭載された発光素子とを備えることを特徴とする発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば発光ダイオードまたは半導体レーザ等の発光素子が搭載される発光素
子搭載用基板、および発光素子搭載用基板に発光素子が搭載されてなる発光装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＬＥＤ（発光ダイオード）およびＬＤ（半導体レーザ）等の発光素子が、各種照
明等の光源として多く用いられるようになってきている。このような発光素子は、その保
護、外部との電気的な接続および発光効率の向上等のために、発光素子搭載用基板に搭載
されて用いられる。発光素子搭載用基板に発光素子が搭載されてなる発光装置が、各種の
照明機器等の機器に対して光源用の部品として実装される。
【０００３】
　発光素子搭載用基板として一般に用いられているものは、例えば、平板状の絶縁基板の
上面に発光素子の搭載部を有するものである。搭載部には、発光素子がろう材等によって
接合される導体層が設けられる。また一般に、発光素子の電極が電気的に接続されるパッ
ドが搭載部の周辺に設けられる。
【０００４】
　導体層の上面に発光素子の下面が対向するように位置合わせされ、ろう材等によって発
光素子が導体層に接合されて、発光装置が基本的に形成される。発光装置において、発光
素子から放射される光のうち外部に直接放射されないものは絶縁基板の上面で反射されて
外部に放射される。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開2009－164210号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の発光素子搭載用基板および発光装置においては、例えば発光素子の接合時に溶融
したろう材の流動等に起因して、発光素子の導体層に対する位置ずれが発生しやすく、こ
の位置ずれによる発光素子の傾きが生じやすいという問題点があった。このような傾きが
生じると、光の放射方向のずれや、このずれによる絶縁基板の上面における光の反射量の
低減による発光効率の低下等の特性の低下が生じる可能性がある。
【０００７】
　特に、近年、発光装置の小型化、高密度化の要求に応じて平面視における導体層の面積
が小さくなり、これにともない発光素子と導体層との接合面積が小さくなる傾向があるた
め、上記の問題がさらに発生しやすくなってきている。
【０００８】
　また、導体層に搭載される発光素子についても、素子としての発光の効率向上のため、
外部に向かう面である上面の面積を、導体層に接合される面である下面に比べて大きくし
たもの、つまり縦断面視で逆台形状のものが多用される傾向にある。このような発光素子
自体の形状によっても、発光素子の傾きが発生しやすくなってきている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一つの態様の発光素子搭載用基板は、発光素子の搭載部を含む上面を有する絶
縁基板と、前記搭載部に設けられており、発光素子の下面が対向して搭載される導体層と
、前記絶縁基板の前記上面から上方向に突出して設けられており、前記導体層を囲むよう
に配置された複数の凸部とを含んでいる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一つの態様の発光素子搭載用基板によれば、導体層の周囲に上記構成の凸部を
有することから、発光素子の接合時における発光素子の横方向への動きが凸部によって抑
制される。そのため、発光素子の導体層に対する位置ずれによる傾きの可能性が低減され
ている。
【００１１】
　本発明の一つの態様の発光装置によれば、上記構成の発光素子搭載用基板に発光素子が
搭載されてなることから、発光素子の位置ずれによる傾きが抑制された発光装置を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】（ａ）は本発明の実施形態の発光素子搭載用基板および発光装置を示す平面図で
あり、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線における断面図である。
【図２】図１に示す発光素子搭載用基板および発光装置の変形例における要部を示す平面
図である。
【図３】図１に示す発光素子搭載用基板および発光装置の他の変形例における要部を拡大
して示す平面図である。
【図４】（ａ）および（ｂ）は図１に示す発光素子搭載用基板および発光装置の他の変形
例における要部を拡大して示す断面図である。
【図５】（ａ）および（ｂ）は図１に示す発光素子搭載用基板および発光装置の他の変形
例における要部を拡大して示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の発光素子搭載用基板および発光装置について、添付の図面を参照して説明する
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。発光素子は、ＬＥＤ（発光ダイオード）またはＬＤ（半導体レーザ）等である。なお、
以下の説明における上下の区別は便宜的なものであり、実際に発光素子搭載用基板等が使
用されるときの上下を規定するものではない。また、以下の説明における反射率とは、可
視光の反射率であり、発光素子が放射する光の反射率である。
【００１４】
　図１（ａ）は、本発明の発光素子搭載用基板および発光装置の実施の形態の一例を示す
平面図であり、図１（ｂ）は図１（ａ）のＡ－Ａ線における断面図である。発光素子搭載
用基板９は、平板状の絶縁基板１を有している。絶縁基板１の上面の中央部には発光素子
の搭載部１ａが設けられている。搭載部１ａには発光素子２が搭載されて接合される導体
層３が設けられている。この発光素子搭載用基板９の導体層３に発光素子２が接合されて
発光装置10が基本的に形成されている。なお、図１（ａ）では、見やすくするために発光
素子２の図示を省略して、その上面および下面の外周の位置のみを破線で示している。ま
た、図１（ａ）は断面図ではないが、識別しやすくするために導体層３にハッチングを施
している。
【００１５】
　実施形態の発光素子搭載用基板９は、図１に示す領域を一つ有するものでもよく、図１
に示す領域が複数個配列された多連のものであってもよい。多連のもの（図示せず）であ
る場合には、複数個の発光素子（図示せず）が一つの発光素子搭載用基板に配列されて搭
載される。この場合には、複数個の発光素子が搭載された一つの発光装置（図示せず）が
形成される。
【００１６】
　絶縁基板１は、上記のように例えば平板状であり、発光素子２を搭載し固定するととも
に保護するための基体となる部分である。この絶縁基板１の上面の中央部等に発光素子の
搭載部１ａが設けられている。図１（ａ）の例では後述する導体層３が設けられた部分が
、発光素子の搭載部１ａとして機能する。
【００１７】
　発光装置10において搭載部１ａに搭載されている発光素子２が放射した光は、一部が直
接上方に放射され、他の部分が絶縁基板１の上面で反射されて上方向に放射される。つま
り絶縁基板１の上面は、発光素子２が放射した光を反射して外部に放射するための部分と
しても機能する。
【００１８】
　絶縁基板１は、例えば、酸化アルミニウム質焼結体、ガラスセラミック焼結体、ムライ
ト質焼結体、チッ化アルミニウム質焼結体または炭化ケイ素質焼結体等の絶縁材料によっ
て形成されている。
【００１９】
　絶縁基板１は、例えば酸化アルミニウム質焼結体からなる場合であれば、次のようにし
て作製することができる。すなわち、まず、酸化アルミニウムを主成分とし、酸化ケイ素
、酸化カルシウムおよび酸化マグネシウム等の添加材が添加された原料粉末を有機溶剤お
よびバインダとともにシート状に成形してセラミックグリーンシートを作製し、次に、必
要に応じて複数のセラミックグリーンシートを積層して積層体とした後、焼成することに
よって図１に示すような絶縁基板１を作製することができる。
【００２０】
　発光素子２は、例えば上記のように発光ダイオードや半導体レーザである。例えば、発
光素子２として発光ダイオードが絶縁基板１の搭載部１ａに搭載されて、照明用等の発光
装置10が作製される。
【００２１】
　図１の例では、導体層３に搭載される発光素子２について、素子としての発光の効率向
上のため、外部に向かう面である上面の面積が、導体層３に接合される面である下面に比
べて大きい。つまり、発光素子２は、その厚み方向の断面視（縦断面視）で逆台形状のも
のが用いられている。この発光素子２の比較的面積が小さい下面が、導体層３の上面に対
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向して接合される。
【００２２】
　導体層３は、搭載部１ａに搭載される発光素子２がろう材（図示せず）等を介して接合
される部分である。導体層３は、発光素子２の電極と電気的に接続される接続パッドとし
て機能することもできる。
【００２３】
　導体層３は、例えばタングステン、モリブデン、マンガン、銅、銀、パラジウム、金、
白金、ニッケルおよびコバルト等の金属材料、またはこれらの金属材料を主成分とする合
金材料から適宜選択された材料によって形成されている。これらの金属材料等は、メタラ
イズ層またはめっき層等の金属層として絶縁基板１の露出表面に設けられている。また、
これらの金属材料は、スパッタリング層または蒸着層等の薄膜層として設けられていても
よい。また、これらが複数種類組み合わされた複数層で設けられていてもよい。
【００２４】
　例えば、導体層３がタングステンのメタライズ層を含むものである場合には、タングス
テンの粉末を有機溶剤およびバインダとともに混練して作製した金属ペーストを、絶縁基
板１となるセラミックグリーンシートの表面に塗布し、これらを同時焼成することによっ
て導体層３を形成することができる。この場合、タングステンのメタライズ層の露出表面
に、さらにニッケルおよび金等のめっき層が被着されていてもよい。
【００２５】
　また、導体層３がめっき層を含む場合には、そのめっき層が銀めっき層を含むものであ
ってもよい。銀めっき層は、例えば導体層３の最表面に設けられる。この場合には、銀の
反射率が大きい（物性値として金属材料中で最も大きい）ため、発光装置10としての発光
の効率をさらに高める上ではより有利である。すなわち、仮に導体層３の一部が発光素子
２の外側に露出したときに、その露出した導体層３の表面で効果的にに光を反射できる。
また、そのような発光装置10を容易に製作することが可能な発光素子搭載用基板９を提供
することができる。なお、導体層３の最表面に銀めっき層が設けられる場合には、透明な
ガラスまたは樹脂材料で銀めっき層を被覆して、銀めっき層の酸化および硫化等の劣化を
抑制することが好ましい。
【００２６】
　導体層３が接続パッドとして機能する場合には、発光素子２の下面の電極に対応するよ
うなパターンで導体層３が配置される。発光素子２の電極が複数個であれば、それに対応
するように複数の導体層３が配置される。
【００２７】
　また、導体層３が接続パッドとして機能する場合には、導体層３から絶縁基板１の下面
等の外表面にかけて配線導体（図示せず）が設けられていてもよい。配線導体は、例えば
絶縁基板１の内部に設けれられた内部配線、絶縁基板１の厚み方向の少なくとも一部を貫
通する貫通導体（いわゆるビア導体）および絶縁基板１の下面の接続パッド等を含んでい
てもよい。
【００２８】
　また、導体層３は、角部等の外周部に補助導体層３ａを有していてもよい。補助導体層
３ａは、例えば余分なろう材を接合させるためのスペースとして機能する。余分なろう材
とは、発光素子２と導体層３とをろう材を介して接合させるときに、両者を強固に接合さ
せる上で十分なろう材の量に対して過剰なろう材である。余分なろう材が補助導体層３ａ
に接合することによって、ろう材の厚みに起因した発光素子２の傾きがより効果的に抑制
される。また、ろう材の絶縁基板１の上面への広がりが抑制される。
【００２９】
　なお、補助導体層３ａは、導体層３上に発光素子２を接合するときの位置決め用等のマ
ークとして用いることもできる。
【００３０】
　この導体層３の周囲に、絶縁基板１の上面から上方向に突出して複数の凸部４が設けら
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れている。複数の凸部４は導体層３を囲むように配置されている。複数の凸部４は、それ
ぞれ導体層３から一定の距離をおいて配置されている。このような凸部４が設けられてい
ることから、発光素子２の接合時における発光素子２の横方向への動きが凸部４によって
抑制される。そのため、発光素子２の導体層３に対する位置ずれ、および位置ずれに起因
した傾きの可能性が低減されている。
【００３１】
　したがって、発光効率の向上等において有利な発光装置10の作製が容易な発光素子搭載
用基板９を提供することができる。また、発光効率の向上等において有利な発光装置10を
提供することができる。
【００３２】
　この場合、凸部４が導体層３の全周にわたって囲む枠状のものではなく、導体層３の外
周から離れている、導体層３にろう材を介して発光素子２を搭載し、接合するときの位置
合わせが凸部４で妨げられることが抑制されている。したがって、発光装置10の生産性が
高い発光素子搭載用基板９を提供することができる。また、生産性の高い発光装置10を提
供することができる。
【００３３】
　導体層３は、平面視において、搭載部１ａに搭載される発光素子２よりも小さいもので
あってもよい。この場合には、絶縁基板１の上面のうち導体層３の外側で露出する部分の
面積がより大きくなる。そのため、発光素子２が放射した光について絶縁基板１の上面で
反射する量がより大きくなる。したがって、この場合には発光効率をより効果的に向上さ
せることが可能な発光装置10を提供することができる。また、そのような発光装置10を容
易に製作することが可能な発光素子搭載用基板９を提供することができる。
【００３４】
　凸部４の厚み（絶縁基板１の上面から凸部４の上面までの距離）は、導体層３の厚み（
絶縁基板１の上面から導体層３の上面までの距離）以上であってもよい。この場合には、
導体層３の上面から横方向にずれようとする発光素子２の側面が凸部４に接する。そのた
め、より効果的に発光素子２の位置ずれ、および位置ずれに起因した発光素子２の傾きを
抑制することができる。
【００３５】
　なお、凸部４の厚みが導体層３の厚みよりも小さい場合でも、仮に発光素子２の導体層
３に対する位置ずれに起因して傾こうとしたときでも、その発光素子２の側面等の外周部
分が凸部４に接することによって傾きが低減される。このような効果をより有効に得るこ
とを考慮したときには、凸部４の厚みは、導体層３の厚みの１／２以上であることが望ま
しく、２／３以上であることがより望ましい。
【００３６】
　凸部４は、例えば、セラミック材料、ガラス材料、有機樹脂材料またはこれらの複合材
料によって形成されている。セラミック材料としては、例えば絶縁基板１と同様のセラミ
ック材料が挙げられる。有機樹脂材料としては、例えばエポキシ樹脂、アクリル樹脂、シ
リコーン樹脂およびポリイミド樹脂等が挙げられる。
【００３７】
　凸部４は、光の反射率および生産性等を考慮すれば、絶縁基板１と同様のセラミック材
料からなるものであることが好ましい。また、発光素子２との接触時の発光素子２の機械
的な破壊の抑制考慮すれば、弾性率が比較的小さい有機樹脂材料からなるものであること
が好ましい。
【００３８】
　凸部４は、例えば絶縁基板１と同様のセラミック材料からなるものであるときには、絶
縁基板１との同時焼成によって形成することができる。また、凸部４は、別体として作製
したガラスまたは有機樹脂材料等からなるものがガラスまたは樹脂接着剤等の接合材（図
示せず）によって絶縁基板１に接合されたものであってもよい。
【００３９】
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　平面視において発光素子２および導体層３が四角形状であるときに、凸部４は、例えば
図２に示すように、少なくとも、導体層３の中心部を囲む仮想の三角形状の領域の各頂点
に配置されているものであってもよい。なお、図２は図１に示す発光素子搭載用基板９お
よび発光装置10の変形例における要部を示す平面図である。図２において図１と同様の部
位には同様の符号を付している。図２において、見やすくするために発光素子２の下面の
外周の位置のみを破線で示している。
【００４０】
　この場合には、導体層３に搭載される発光素子２の中心部を囲む三つの位置で発光素子
２の側面が凸部４に接するため、発光素子２の回転による位置ずれ（いわゆるθずれ）、
およびそのθずれに起因した発光素子２の傾きを、より少ない凸部４で効果的に抑制する
こともできる。
【００４１】
　したがって、搭載される発光素子２の位置ずれの抑制に対して有効であり、発光装置10
を製作するときの生産性および経済性等の点でも有利な発光素子搭載用基板９を提供する
ことができる。また、生産性および経済性等においても有利な発光装置10を提供すること
ができる。
【００４２】
　また、凸部４は、図１に示した例のように、導体層３の四つの辺のそれぞれに近接して
配置されているものであってもよい。この場合には、平面視で四角形状の発光素子２の４
辺の全部で、発光素子２の位置ずれが凸部４によってより確実に抑制される。したがって
、発光素子２の位置ずれの抑制においてより有利な発光素子搭載用基板９、および発光装
置10を提供することができる。
【００４３】
　また、凸部４は、透明な樹脂材料によって形成されているものであってもよい。この場
合には、発光素子２から放射された光が凸部４を透過して絶縁基板１の上面で反射されや
すい。そのため、発光効率の向上においてより有利な発光装置10を提供することができる
。また、そのような発光装置10の作製が容易な発光素子搭載用基板９を提供することがで
きる。
【００４４】
　また、例えば図３に示すように、実施形態の発光素子搭載用基板９および発光装置10に
おいて、搭載部１ａに搭載される発光素子２の搭載面側（図における下面側）の長さをｄ
とし、導体層３および凸部４の互いに隣り合う外周（例えば長辺等の辺）同士の間の距離
（ギャップ）をｓとしたとき、式、ｄ／２＞ｓが満足されていることが好ましい。つまり
、一方向における導体層３と凸部４との間の距離は、その一方向における発光素子２の下
面の長さの半分よりも小さいことが好ましい。なお、図３は、図１に示す発光素子搭載用
基板９および発光装置10の他の変形例における要部を拡大して示す平面図である。図３に
おいて図１と同様の部位には同様の符号を付している。
【００４５】
　図３では、凸部４は、平面視で三角形状であるものを含んでいる。凸部４は、この例の
ように、平面視で四角形状に限らず、適宜、その形状が設定されていて構わない。
【００４６】
　この場合には、凸部４と発光素子２との間の距離が十分に小さいため、発光素子２が搭
載される時点で、発光素子２が傾く可能性がさらに低減されている。また、搭載時に凸部
４に発光素子２が接することで、発光素子２の接合位置が導体層３上に位置決めされるセ
ルフアライメントの効果が生じる可能性が高くなる。
【００４７】
　図４（ａ）および（ｂ）は、それぞれ図１に示す発光素子搭載用基板９および発光装置
10の他の変形例における要部を拡大して示す断面図である。図４において図１と同様の部
位には同様の符号を付している。
【００４８】
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　図４（ａ）の例では、凸部４の厚みが導体層３の厚みよりも大きい。すなわち、凸部４
の上面の位置が導体層３の上面の位置よりも上側になっている。そのため、導体層３の上
面に搭載される発光素子２の傾きがより確実に凸部４によって抑制される。
【００４９】
　図４（ｂ）の例では、凸部４の厚みが導体層３の厚みよりも小さい。また、凸部４の上
面にさらに補助凸部４ａが設けられている。補助凸部４ａは、縦断面で外周が円弧状であ
る。また、補助凸部４ａの上端の位置は導体層３の上面の位置よりも上側にある。この場
合には、補助凸部４ａは、その円弧状の表面で発光素子２の側面に接する。この場合にも
、図４（ａ）の例と同様に、導体層３の上面に搭載される発光素子２の傾きがより確実に
凸部４および補助凸部４ａによって抑制される。
【００５０】
　また、補助凸部４ａの曲面状の表面が発光素子２に接するため、凸部４（補助凸部４ａ
）との接触による発光素子２の機械的な破壊の可能性の低減においてより有利である。
【００５１】
　また、例えば凸部４をアクリル樹脂等の透明な樹脂で形成し、補助凸部４ａをシリコー
ン樹脂等の弾性率が比較的小さい樹脂で形成してもよい。これによって、凸部４における
光の透過性を高く確保しながら、発光素子２の機械的な破壊の可能性の低減においても有
効な発光素子搭載用基板９を提供することができる。
【００５２】
　なお、平面視において、補助凸部４ａは、例えば発光素子２の下面の外辺に沿って直線
状に設けられていてもよく、円形状のパターンで設けられていてもよい。発光素子２の傾
きを抑制する上では、補助凸部４ａは発光素子２の下面の外辺に沿って直線状に設けられ
ていることが好ましい。
【００５３】
　図５（ａ）および（ｂ）は、それぞれ図１に示す発光素子搭載用基板９および発光装置
10の他の変形例における要部を拡大して示す断面図である。図５において図１と同様の部
位には同様の符号を付している。
【００５４】
　図５（ａ）の例では、凸部４が縦断面視において台形状になっている。この場合には、
凸部４の上部における幅（平面視における、凸部４の搭載部１ａ側の外辺とそれと反対側
の外辺との間の距離）が小さい。つまり発光素子２に近い部分ほど凸部４の幅が小さい。
そのため、発光素子２から放射された光が凸部４に遮られて外部への放射が妨げられる可
能性がさらに低減されている。
【００５５】
　図５（ｂ）の例では、発光素子２が直方体状であり、その側面が垂直である。また、凸
部４の上面に、外側にはみ出るように他の例の補助凸部４ｂが設けられている。この補助
凸部４ｂは、その先端が縦断面視において円弧状に成形されている。この場合には、発光
素子２の垂直な側面に、補助凸部４ｂの円弧状に丸められた先端部が接する。そのため、
発光素子２の位置ずれが、凸部４から内側にはみ出した補助凸部４ｂによって効果的に抑
制される。また、発光素子２の機械的な破壊の抑制にも適している。また、凸部４の幅が
比較的小さく抑えられるため、発光素子２から放射された光の外部への放射が凸部４に妨
げられる可能性も低減されている。
【００５６】
　前述したように、上記各実施形態の発光素子搭載用基板９に発光素子２が搭載されて実
施形態の発光装置10が形成されている。この発光装置10は、上記のような発光素子搭載用
基板９が含まれているため、発光素子２の位置ずれ、および位置ずれに起因した傾きが効
果的に抑制されている。
【符号の説明】
【００５７】
１・・・絶縁基板
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１ａ・・搭載部
２・・・発光素子
３・・・導体層
４・・・凸部
４ａ・・・補助凸部
４ｂ・・・補助凸部（他の例）
９・・・発光素子搭載用基板
10・・・発光装置

【図１】 【図２】

【図３】
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