
JP 5592581 B1 2014.9.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム板材と、前記アルミニウム板材の表面に形成される樹脂系皮膜と、を備え
るとともに、車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクに用いるプレコートアルミニウム板材であっ
て、
　前記アルミニウム板材の熱伝導率は、１５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上であり、
　前記樹脂系皮膜は、熱硬化性樹脂を含み、
　前記樹脂系皮膜の膜厚は、１５～２００μｍであり、
　前記樹脂系皮膜は、波長が３～３０μｍの赤外線領域における積分放射率が２５℃にお
いて０．８０以上であり、
　前記樹脂系皮膜のガラス転移温度は、前記車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクの使用時にお
いて前記樹脂系皮膜が最も低くなる温度をＴ１℃とした場合に、Ｔ１＋２０℃以下である
ことを特徴とするプレコートアルミニウム板材。
【請求項２】
　前記樹脂系皮膜のガラス転移温度が１０℃以下であることを特徴とする請求項１に記載
のプレコートアルミニウム板材。
【請求項３】
　前記樹脂系皮膜が黒色顔料成分をさらに含むことを特徴とする請求項１または請求項２
に記載のプレコートアルミニウム板材。
【請求項４】
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　前記樹脂系皮膜の膜厚が１５～５０μｍであることを特徴とする請求項１から請求項３
のいずれか一項に記載のプレコートアルミニウム板材。
【請求項５】
　前記アルミニウム板材の結晶組織がファイバー状であることを特徴とする請求項１から
請求項４のいずれか一項に記載のプレコートアルミニウム板材。
【請求項６】
　アルミニウム展伸材が成形されてなるヒートシンク成形体と、前記ヒートシンク成形体
の表面に形成される樹脂系皮膜と、を備える車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクであって、
　前記アルミニウム展伸材の熱伝導率は、１５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上であり、
　前記樹脂系皮膜は、熱硬化性樹脂を含み、
　前記樹脂系皮膜の膜厚は、１５～２００μｍであり、
　前記樹脂系皮膜は、波長が３～３０μｍの赤外線領域における積分放射率が２５℃にお
いて０．８０以上であり、
　前記樹脂系皮膜のガラス転移温度は、前記車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクの使用時にお
いて前記樹脂系皮膜が最も低くなる温度をＴ１℃とした場合に、Ｔ１＋２０℃以下である
ことを特徴とする車載ＬＥＤ照明用ヒートシンク。
【請求項７】
　前記樹脂系皮膜のガラス転移温度が１０℃以下であることを特徴とする請求項６に記載
の車載ＬＥＤ照明用ヒートシンク。
【請求項８】
　前記樹脂系皮膜が黒色顔料成分をさらに含むことを特徴とする請求項６または請求項７
に記載の車載ＬＥＤ照明用ヒートシンク。
【請求項９】
　前記樹脂系皮膜の膜厚が１５～５０μｍであることを特徴とする請求項６から請求項８
のいずれか一項に記載の車載ＬＥＤ照明用ヒートシンク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード（ＬＥＤ）素子を搭載するための車載ＬＥＤ照明用ヒートシ
ンクおよび車載ＬＥＤ照明用ヒートシンク用のプレコートアルミニウム板材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）素子を発光源とする照明は、低消費電力であり且つ長寿命で
あることから徐々に市場に浸透し始めている。その中でも、近年特に注目を集めているの
が、自動車のヘッドライトなどの車載ＬＥＤ照明である。
【０００３】
　しかしながら、このＬＥＤ照明の発光源であるＬＥＤ素子は熱に非常に弱く、許容温度
を超えると発光効率が低下し、更には、その寿命にも影響を及ぼしてしまうという問題が
ある。この問題を解決するためには、ＬＥＤ素子の発光時の熱を周囲の空間に放熱する必
要があるため、ＬＥＤ照明には大型のヒートシンクが備えられている。
【０００４】
　このＬＥＤ照明用ヒートシンクには、アルミニウム（アルミニウム合金を含む）を材料
としたアルミダイキャスト製のものが多く採用されており、特許文献１～４には、それら
ヒートシンクのうち代表的な構成のヒートシンクが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１７２９３２号公報
【特許文献２】特開２００７－１９３９６０号公報
【特許文献３】特開２００９－２７７５３５号公報



(3) JP 5592581 B1 2014.9.17

10

20

30

40

50

【特許文献４】特開２０１０－２７８３５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクには以下の問題がある。
　ＬＥＤ照明は、その使用において点灯と消灯を繰り返すため、ヒートシンクとＬＥＤ素
子との熱膨張差が繰り返し生じることとなる。そして、この熱膨張差が繰り返し生じるこ
とにより、ヒートシンクとＬＥＤ素子との接着部位に接着疲労が生じ、ヒートシンクとＬ
ＥＤ素子との間に隙間ができたり、ヒートシンクにおけるＬＥＤ素子の接着部位にひび割
れが生じたりする場合がある。これにより、ＬＥＤ照明の耐久性が低下するという問題が
ある。
　また、車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクは、放熱性が必要とされるため、放熱性のさらな
る向上が求められている。
　さらに、従来のアルミダイキャスト製の車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクは、生産性が低
くコストが高くなるという問題も抱えており、板材による連続プレス化が求められている
。ダイキャスト用のアルミニウム合金は通常、展伸用のアルミニウム合金に比べて熱伝導
率が低い点で放熱性には不利であるし、軽量化に有効となる薄肉成形にも限界があるため
、これらの点からも板化されることが期待されている。
【０００７】
　本発明は、前記課題を解決するものであり、放熱性に優れると共に、ヒートシンクとＬ
ＥＤ素子との接着部位の接着疲労を抑制することができるプレコートアルミニウム板材お
よび車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するため、本発明に係るプレコートアルミニウム板材は、アルミニウム
板材と、前記アルミニウム板材の表面に形成される樹脂系皮膜（以下、適宜、皮膜という
）と、を備えるとともに、車載ＬＥＤ照明用ヒートシンク（以下、適宜、ヒートシンクと
いう）に用いるプレコートアルミニウム板材であって、前記アルミニウム板材の熱伝導率
は、１５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上であり、前記樹脂系皮膜は、熱硬化性樹脂を含み、前記樹脂系
皮膜の膜厚は、１５～２００μｍであり、前記樹脂系皮膜は、波長が３～３０μｍの赤外
線領域における積分放射率が２５℃において０．８０以上であり、前記樹脂系皮膜のガラ
ス転移温度は、前記車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクの使用時において前記樹脂系皮膜が最
も低くなる温度をＴ１℃とした場合に、Ｔ１＋２０℃以下であることを特徴とする。
【０００９】
　このような構成によれば、アルミニウム板材の熱伝導率が１５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上である
ことで、このプレコートアルミニウム板材を用いたヒートシンクの放熱性が確保される。
また、皮膜の樹脂種、膜厚、ガラス転移温度を所定の範囲に規定することで、クッション
性を有する皮膜が形成されるため、ヒートシンクとＬＥＤ素子との接着部の接着疲労耐久
性が確保される。また、皮膜の積分放射率を規定することで、ヒートシンクの放熱性が向
上する。
【００１０】
　本発明に係るプレコートアルミニウム板材は、前記樹脂系皮膜のガラス転移温度が１０
℃以下であることが好ましい。
　このような構成によれば、極端に厳しい環境を除き、ほとんどの使用環境において皮膜
がゴム状となる。
【００１１】
　本発明に係るプレコートアルミニウム板材は、前記樹脂系皮膜が黒色顔料成分をさらに
含むことが好ましい。
　このような構成によれば、皮膜の色調が黒色となり、ヒートシンクの放熱性がより向上
する。
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【００１２】
　本発明に係るプレコートアルミニウム板材は、前記樹脂系皮膜の膜厚が１５～５０μｍ
であることが好ましい。
　このような構成によれば、ヒートシンクとＬＥＤ素子との接着部の接着疲労耐久性およ
びヒートシンクの放熱性を維持したまま経済性がより向上する。
【００１３】
　本発明に係るプレコートアルミニウム板材は、前記アルミニウム板材の結晶組織がファ
イバー状であることが好ましい。
　このような構成によれば、曲げ加工時の肌あれが小さくなり、プレコートアルミニウム
板材の曲げ加工時に塗膜に亀裂が生じにくい。
【００１４】
　本発明に係る車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクは、アルミニウム展伸材（以下、適宜、ア
ルミニウム板材という）が成形されてなるヒートシンク成形体と、前記ヒートシンク成形
体の表面に形成される樹脂系皮膜と、を備える車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクであって、
前記アルミニウム展伸材の熱伝導率は、１５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上であり、前記樹脂系皮膜は
、熱硬化性樹脂を含み、前記樹脂系皮膜の膜厚は、１５～２００μｍであり、前記樹脂系
皮膜は、波長が３～３０μｍの赤外線領域における積分放射率が２５℃において０．８０
以上であり、前記樹脂系皮膜のガラス転移温度は、前記車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクの
使用時において前記樹脂系皮膜が最も低くなる温度をＴ１℃とした場合に、Ｔ１＋２０℃
以下であることを特徴とする。
【００１５】
　このような構成によれば、アルミニウム展伸材の熱伝導率が１５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上であ
ることで、ヒートシンクの放熱性が確保される。また、皮膜の樹脂種、膜厚、ガラス転移
温度を所定の範囲に規定することで、クッション性を有する皮膜が形成されるため、ヒー
トシンクとＬＥＤ素子との接着部の接着疲労耐久性が確保される。また、皮膜の積分放射
率を規定することで、ヒートシンクの放熱性が向上する。
【００１６】
　本発明に係る車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクは、前記樹脂系皮膜のガラス転移温度が１
０℃以下であることが好ましい。
　このような構成によれば、極端に厳しい環境を除き、ほとんどの使用環境において皮膜
がゴム状となる。
【００１７】
　本発明に係る車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクは、前記樹脂系皮膜が黒色顔料成分をさら
に含むことが好ましい。
　このような構成によれば、皮膜の色調が黒色となり、ヒートシンクの放熱性がより向上
する。
【００１８】
　本発明に係る車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクは、前記樹脂系皮膜の膜厚が１５～５０μ
ｍであることが好ましい。
　このような構成によれば、ヒートシンクとＬＥＤ素子との接着部の接着疲労耐久性およ
びヒートシンクの放熱性を維持したまま経済性がより向上する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明のプレコートアルミニウム板材は、放熱性に優れる。また、ヒートシンクとして
用いた際に、ヒートシンクとＬＥＤ素子の接着部位の接着疲労を抑制することができるた
め、ＬＥＤ照明の耐久性を向上させることができる。
　本発明の車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクは、放熱性に優れる。また、ヒートシンクとＬ
ＥＤ素子との接着部位の接着疲労を抑制することができるため、ＬＥＤ照明の耐久性が向
上する。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】（ａ）は本発明に係る車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクの構成を模式的に示す断面
図、（ｂ）は、本発明のプレコートアルミニウム板材の構成を模式的に示す断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
≪ヒートシンク≫
　図１（ａ）に示すように、本発明に係るヒートシンク１は、車載ＬＥＤ照明１００に用
いられるものであり、アルミニウム展伸材が成形されてなるヒートシンク成形体２と、ヒ
ートシンク成形体２の表面に形成される樹脂系皮膜３とを備える。そして、ヒートシンク
１は、アルミニウム展伸材の熱伝導率と、樹脂系皮膜３の成分、膜厚、積分放射率、ガラ
ス転移温度を規定したものである。
　以下、各構成について説明する。
【００２２】
＜ヒートシンク成形体＞
　ヒートシンク成形体２は、アルミニウム展伸材が成形されてなるアルミニウム製のもの
である。「アルミニウム展伸材」としたのは、展伸材に限定することで、現行のアルミダ
イキャストや樹脂製、鉄その他の金属製のものと差別化する趣旨であり、アルミニウム展
伸材のなかでも、生産性やプレコート処理性等に優れたアルミニウム板材が好ましい。以
下、アルミニウム板材について説明する。
　本発明でいうアルミニウム板材は、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなるもの
であり、本発明で用いられるアルミニウム板材（アルミニウム板材またはアルミニウム合
金板材）としては、特に制限されるものではなく、製品形状や成形方法、使用時に求めら
れる強度等に基づいて選択することができる。一般的には、プレス成形用のアルミニウム
板材としては、非熱処理型のアルミニウム板、すなわち、１０００系の工業用純アルミニ
ウム板、３０００系のＡｌ－Ｍｎ系合金板、５０００系のＡｌ－Ｍｇ系合金板、もしくは
熱処理型のアルミニウム板である、一部の６０００系のＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金板が使用
される。しかしながら、ヒートシンク成形体２は、後記するように熱伝導率を１５０Ｗ／
ｍ・Ｋ以上とするため、アルミニウム板材は、１０００系、一部の３０００系、一部の６
０００系にほぼ限定される。
【００２３】
　アルミニウム板材は、好ましくは１０００系であり、特に好ましい組成は以下である。
［Ｓｉ含有量の好ましい範囲０．０３～１．００質量％］
　Ｓｉは，母相内に固溶して、アルミニウム合金板の強度を高める効果があり、Ｓｉ含有
量増加に伴いその効果が向上する。Ｓｉ含有量が０．０３質量％以上であればその効果が
より十分となり、１．００質量％以下であれば熱伝導性が向上してヒートシンク材として
の性能が向上する。
【００２４】
［Ｆｅ含有量の好ましい範囲０．１０～０．８０質量％］
　Ｆｅは、母相内に固溶してアルミニウム合金板の強度を高める効果があり、Ｆｅ含有量
増加に伴いその効果が向上する。Ｆｅ含有量が０．１０質量％以上であればその効果がよ
り十分となり、０．８０質量％以下であれば熱伝導性が向上してヒートシンク材としての
性能が向上する。
【００２５】
［Ｃｕ含有量の好ましい範囲０．３０質量％以下］
　Ｃｕは、母相内に固溶して、アルミニウム合金板の強度を高める効果があり、Ｃｕ含有
量増加に伴いその効果が向上する。Ｃｕ含有量が０．３０質量％以下であれば熱伝導性が
向上してヒートシンク材としての性能が向上する。
【００２６】
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［Ｍｎ含有量の好ましい範囲０．２０質量％以下］
　Ｍｎは、母相内に固溶して、アルミニウム合金板の強度を高める効果があり、Ｍｎ含有
量増加に伴いその効果が向上する。Ｍｎ含有量が０．２０質量％以下であれば熱伝導性が
向上してヒートシンク材としての性能が向上する。
【００２７】
［Ｍｇ含有量の好ましい範囲０．２０質量％以下］
　Ｍｇは、母相内に固溶して、アルミニウム合金板の強度を高める効果があり、Ｍｇ含有
量増加に伴いその効果が向上する。Ｍｇ含有量が０．２０質量％以下であれば、熱伝導性
が向上してヒートシンク材としての性能が向上する。
【００２８】
［Ｃｒ含有量の好ましい範囲０．１０質量％以下］
　Ｃｒは、母相内に固溶して、アルミニウム合金板の強度を高める効果があり、Ｃｒ含有
量増加に伴いその効果が向上する。Ｃｒ含有量０．１０質量％以下であれば、熱伝導性が
向上してヒートシンク材としての性能が向上する。
【００２９】
［Ｚｎ含有量の好ましい範囲０．２０質量％以下］
　Ｚｎは、母相内に固溶して、アルミニウム合金板の強度を高める効果があり、Ｚｎ含有
量増加に伴いその効果が向上する。Ｚｎ含有量が０．２０質量％以下であれば、熱伝導性
が向上してヒートシンク材としての性能が向上する。
【００３０】
［Ｔｉ含有量の好ましい範囲０．１０質量％以下］
　Ｔｉは、アルミニウム合金鋳造組織を微細化、均質化（安定化）する効果があり、圧延
用スラブの造塊時の鋳造割れを防止する効果を有する。Ｔｉ含有量が０．１０質量％を超
えるとその効果が飽和する。また、０．１０質量％以下であれば、熱伝導性が向上する。
そのため、０．１０質量％を超える含有は不要である。
【００３１】
　ヒートシンク成形体２は、アルミニウム板材の熱伝導率を１５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上とする
。ヒートシンク成形体２は、その用途がヒートシンク１であるため、放熱性が要求される
。本発明における所望の放熱性を確保するためには、ヒートシンク成形体２、すなわち、
ヒートシンク成形体２を構成するアルミニウム板材の熱伝導率を１５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上と
する必要がある。よって、アルミニウム板材の熱伝導率は１５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上とする。
好ましくは２００Ｗ／ｍ・Ｋ以上である。なお、上限値については特に規定されるもので
はないが、経済的な観点からは好ましくは２４０Ｗ／ｍ・Ｋ以下である。このような特性
を有したアルミニウム合金としては、前記したような特定の品番や組成の合金を挙げるこ
とができる。
　熱伝導率は、たとえばレーザーフラッシュ法によって測定することができる。
　なお、ヒートシンク成形体２に用いるアルミニウム板材は、プレコート材でもよいしア
フターコート材でもよいが、経済的な観点からはプレコート材が望ましい。
【００３２】
＜樹脂系皮膜＞
　樹脂系皮膜３は、ヒートシンク成形体２の表面に形成されるものであり、ヒートシンク
成形体２の放熱性やＬＥＤ素子接着部の接着疲労耐久性を向上させる。ここで、表面とは
、ヒートシンク成形体２にＬＥＤ素子を接着する面を意味し、裏面についてはヒートシン
クの構造に応じて皮膜の形成は任意に実施してよい。
　樹脂系皮膜３は、熱硬化性樹脂を含む。熱硬化性樹脂としては、例えば、ポリエステル
樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、アクリル樹脂から選ば
れる２種類以上を含み、双方の樹脂が有する水酸基、カルボキシル基、グリシジル基、ア
ミノ基、イソシアネート基などが互いに化学結合する組み合わせとすることで得ることが
できる。このような組み合わせの樹脂同士を２種類以上含む場合、一方の樹脂と他方の樹
脂が互いに主剤と硬化剤として熱硬化反応するため、熱硬化性樹脂となる。組み合わせに
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よって熱硬化反応が十分進まない場合には、別にイソシアネート化合物などの硬化剤と組
み合わせても良い。
　これらの樹脂を単独でしか含まない場合（例えばポリエステル樹脂単独の場合）は、ヒ
ートシンク１の使用において、皮膜３が溶融してしまう場合があり、この場合にはヒート
シンク１とＬＥＤ素子４との接着力が低下してしまうため、ヒートシンク１の耐久性が低
下する。ただし単独の場合でも別にイソシアネート化合物などの硬化剤と組み合わせれば
、熱硬化性樹脂となる。
【００３３】
　２種類以上の樹脂成分を組み合わせた皮膜の組み合わせの中でも、たとえばアミノ硬化
ポリエステル系樹脂、イソシアネート硬化ポリエステル系樹脂、メラミン硬化ポリエステ
ル系樹脂、フェノール硬化エポキシ系樹脂、ユリア（尿素）硬化エポキシ系樹脂等を利用
すると、耐熱性と密着性が向上するのでさらに好ましい。またアクリル変性エポキシ樹脂
やウレタン変性ポリエステル樹脂等の変性樹脂も好適に使用できる。
【００３４】
［膜厚］
　樹脂系皮膜３の膜厚は、１５～２００μｍとする。膜厚が１５μｍ未満では、皮膜３の
クッション性が低下するため、熱サイクルを繰り返した場合にヒートシンク１とＬＥＤ素
子４の接着部が熱疲労を受けやすくなり、ヒートシンク１の耐久性が低下する。一方、膜
厚が２００μｍを超えると、塗膜の熱抵抗が大きくなりすぎるため、ヒートシンク１の放
熱性が低下する。ただし、膜厚が５０μｍを超えて２００μｍ以下の範囲では、クッショ
ン性や積分放射率の向上効果が飽和しているため、経済的な観点からは膜厚は、１５～５
０μｍであることが好ましい。
【００３５】
　樹脂系皮膜３の膜厚の測定方法としては、例えば、渦電流膜厚計イソスコープ（ＩＳＯ
ＳＣＯＰＥ：登録商標）によって測定することができる。
【００３６】
［積分放射率］
　本発明において、樹脂系皮膜３は、波長が３～３０μｍの赤外線領域における積分放射
率が２５℃において０．８０以上であるものとする。放射率は、物体表面からの赤外線放
射能を黒体表面からの赤外線放射能で割った比例係数であり、特定の温度における特定波
長の光に対して定義される。取り得る数値は０（白体）から１（黒体）の範囲であり、数
字が大きいほど赤外線放射能が大きい。これをある範囲の波長領域で積分したのが積分放
射率である。プランクの放射式によれば、本発明の実施温度領域である室温付近、より具
体的には０～１００℃の実用温度領域で発生し得る赤外線の波長は、波長領域が３～３０
μｍの範囲に集中している。言い換えると、この波長領域の範囲から外れる波長領域の赤
外線は無視してよい。この様な理由により、本発明においては、２５℃における３～３０
μｍの波長領域の赤外線に限定している。
【００３７】
　樹脂系皮膜３に対する、波長が３～３０μｍにおける赤外線の積分放射率が２５℃にお
いて０．８０未満であると、樹脂系皮膜３の表面から赤外線として熱を放出する能力が低
下し、製品を冷却する能力が不足する。よって、ヒートシンク１の放熱性が低下する。な
お、前記した赤外線の積分放射率は０．８５以上であることが好ましく、０．９０以上で
あることがさらに好ましい。また、上限値については特に規定されるものではないが、経
済的な観点から好ましくは０．９９以下である。波長が３～３０μｍにおける赤外線の積
分放射率は、皮膜の色、膜厚、皮膜の種類等を組み合わせることによって制御することが
できる。
【００３８】
　樹脂系皮膜３に対する、波長が３～３０μｍにおける赤外線の積分放射率は、市販され
ている簡易放射率計を使用して測定することができるほか、フーリエ変換赤外分光光度計
（ＦＴＩＲ）などを用いて測定することが出来る。より具体的には、京都電子工業社製放
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射率系Ｄ＆Ｓ　ＡＥＲＤ装置を用いて測定した値とすることができる。
【００３９】
［樹脂系皮膜のガラス転移温度］
　樹脂系皮膜３のガラス転移温度は、ヒートシンク１の使用時において樹脂系皮膜３が最
も低くなる温度をＴ１℃とした場合に、Ｔ１＋２０℃以下であるものとする。
　ガラス転移温度は樹脂の転移温度の一つであり、一般に、ガラス転移温度以上の温度で
の樹脂は柔らかいゴム状、ガラス転移温度未満の温度での樹脂は硬いガラス状とされる。
なお、ここでいうガラス転移温度とは、示差走査熱量分析法（ＤＳＣ法）によって測定さ
れたものをいう。
【００４０】
　ここで、「ヒートシンク１の使用時において樹脂系皮膜３が最も低くなる温度であるＴ
１℃」とは、ヒートシンク１を用いた車載ＬＥＤ照明１００を実際に使用する環境におい
て、冬場の夜間や朝方など使用環境自体の温度が低く、しかもＬＥＤ素子４からの発熱が
無い、一番温度の低い状態のことを意味する。すなわちこれ以上ヒートシンク１が低温に
さらされない温度使用環境におけるヒートシンクの最低到達温度のことである。
　本発明ではヒートシンク１におけるＬＥＤ素子４とヒートシンク１とが接する部位にお
ける樹脂系皮膜３のクッション性を取り扱っているが、樹脂系皮膜３のガラス転移温度が
、ヒートシンク１がこれ以上低温にさらされることの無い温度以下の温度となれば、樹脂
系皮膜３は、あらゆる使用環境にて常にガラス転位温度以上の高温の状態、すなわちゴム
状となる。これにより、樹脂系皮膜３は常に軟らかくクッション性に富む状態となる。ク
ッション性に富む状態であれば、熱サイクルを繰り返した場合にヒートシンク１とＬＥＤ
素子４の接着部が熱疲労を受けにくくなり、ヒートシンク１の耐久性が向上する。ただし
、実際には、高分子物質は、分子量に幅があり、分子内に枝分かれ構造が生じる等、一次
構造は均一ではなく、分子同士の配列等、高次構造もミクロに見ると均一とはいえない。
ガラス転移温度はあくまで代表値であり、ある程度幅をもった温度範囲で徐々に転移が生
じる。また、実際の自動車は「寒冷地仕様」などある程度使用環境に応じた設計をされる
ため、ガラス転移温度がＴ１を超える場合でも、環境によっては良好な耐久性を確保でき
る場合がある。そこで、このような実情を考慮し、樹脂系皮膜３のガラス転移温度は、ヒ
ートシンク１の使用時において樹脂系皮膜３が最も低くなる温度であるＴ１℃にある程度
の幅をもたせたＴ１＋２０℃以下であるものとする。樹脂系皮膜３のガラス転移温度の好
ましい範囲はＴ１℃以下であり、さらに好ましい範囲はＴ１－１０℃以下である。
【００４１】
　この様な温度Ｔ１は本発明の車載ＬＥＤが使用される国や地域によってまったく異なる
ため、場所によって最適なものを選べばよいということになる。より具体的には、熱帯地
方を想定するのであれば、樹脂系皮膜３のガラス転移温度は、Ｔ１＝３５℃とした場合の
Ｔ１＋２０＝５５℃以下であればよいと考えられる。しかし出来るだけ多くの車を対象に
できるのが好ましいと思われることから、より好ましくは１０℃以下である。樹脂系皮膜
３のガラス転移温度が１０℃以下であれば、極端に厳しい環境を除き、ほとんどの使用環
境において樹脂系皮膜３がゴム状となる。なお、下限値については特に規定されるもので
はないが、好ましくは－４０℃以上である。ガラス転移温度の望ましい範囲は５℃以下、
－２０℃以上、より望ましくは０℃以下、－１０℃以上である。ここでいうガラス転移温
度とは、樹脂系皮膜３を形成する樹脂の種類とその組み合わせ、樹脂の分子構造を変化さ
せることで調整することができる。
【００４２】
　樹脂系皮膜３は、黒色顔料成分をさらに含むことが好ましい。樹脂系皮膜３が黒色顔料
成分を含むことで、樹脂系皮膜３の色調が黒色となる。黒色は放熱性が高いため、ヒート
シンク１の放熱性がより向上する。
　黒色顔料成分の具体例としては、カーボンブラックやグラファイトなどの炭素系のもの
のほか、銅・マンガン・鉄などの金属酸化物系などを挙げることができる。黒色顔料成分
は、樹脂系皮膜３を形成する樹脂材料に対して３～５０質量％添加されることが好ましい
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。
【００４３】
［その他］
　樹脂系皮膜３には、本発明の所望する効果を奏する範囲で、少量の着色剤や、様々な機
能を付与する添加剤を含有させることができる。例えば、成形性を更に向上させるため、
例えば、ポリエチレンワックス、カルナウバワックス、マイクロクリスタリンワックス、
ラノリン、テフロン（登録商標）ワックス、シリコーン系ワックス、グラファイト系潤滑
剤、モリブデン系潤滑剤等の潤滑剤を、１種または２種以上含有させることができる。ま
た、電子機器等で要求されるアース確保を目的とした導電性を付与するための導電性微粒
子として、例えば、ニッケル微粒子をはじめとする金属微粒子、金属酸化物微粒子、導電
性カーボン、グラファイト等を、１種または２種以上含有させることができる。さらには
、防汚性が要求される場合には、フッ素系化合物やシリコーン系化合物を含有させてもよ
い。それ以外に抗菌剤、防カビ剤、脱臭剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、防錆顔料、体質
顔料などを、本発明の所望する効果を奏する限り、含有させることができる。
【００４４】
≪プレコートアルミニウム板材≫
　図１（ｂ）に示すように、本発明に係るプレコートアルミニウム板材１０は、アルミニ
ウム板材２０と、アルミニウム板材２０の表面に形成される樹脂系皮膜３と、を備えると
ともに、ヒートシンク１に用いるものである。そして、アルミニウム板材２０の熱伝導率
と、樹脂系皮膜３の成分、膜厚、積分放射率、ガラス転移温度を規定したものである。
　以下、各構成について説明する。なお、前記した本発明のヒートシンク１と共通する部
分については、適宜説明を省略する。
【００４５】
＜アルミニウム板材＞
　アルミニウム板材２０は、熱伝導率が１５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上である。アルミニウム板材
２０としては、ヒートシンク成形体２におけるアルミニウム板材と同様に、１０００系、
一部の３０００系、一部の６０００系にほぼ限定される。
【００４６】
　アルミニウム板材２０は、結晶組織がファイバー状であることが好ましい。「ファイバ
ー状」とは、結晶組織の長軸方向と短軸方向のアスペクト比が１０倍以上の伸長組織を有
する状態をいう。
　アルミニウム板材２０の結晶組織がファイバー状であれば、曲げ加工時の肌あれが小さ
くなる。ここで、アフターコート材の場合は、肌荒れしても板材の上から塗膜を覆いかぶ
せる様に塗装すればよいため、この様な限定は不要であるが、プレコート材の場合は、曲
げ加工部の素材の肌荒れが大きいと塗膜に亀裂が入ってしまう場合がある。よって、アル
ミニウム板材２０は、結晶組織がファイバー状であることが好ましい。
　なお、アルミニウム板材の結晶組織の判別は、顕微鏡によって行うことができる。顕微
鏡で結晶組織を判別する場合、圧延によってアルミニウムが延ばされる方向（圧延方向）
に平行となるアルミニウムの断面を観察する。
【００４７】
　次に、ファイバー状の組織を実現するための好ましい焼鈍条件について説明する。
　ファイバー状の組織を実現し、良好な曲げ加工性を備えるための焼鈍条件は、１３０～
２８０℃、１～１０時間であることが好ましい。焼鈍温度が１３０℃未満では焼鈍するア
ルミコイル内で特性がばらつく。一方、２８０℃を超えると回復・再結晶が進行し、耐力
が下がり、かつ結晶粒が粗大化する。また、焼鈍時間が１時間未満では温度が低い場合と
同様にアルミコイル内の特性がばらつく。一方、１０時間を超えると工場生産性が低下す
る。
【００４８】
＜樹脂系皮膜＞
　樹脂系皮膜３は、アルミニウム板材２０の表面に形成されるものであり、ヒートシンク
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成形体２の放熱性やＬＥＤ素子接着部の接着疲労耐久性を向上させる。ここで、表面とは
、ヒートシンク成形体２にＬＥＤ素子を接着する面を意味し、裏面についてはヒートシン
クの構造に応じて皮膜の形成は任意に実施してよい。
　樹脂系皮膜３は、熱硬化性樹脂を含む。熱硬化性樹脂としては、例えば、ポリエステル
樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、アクリル樹脂から選ば
れる２種類以上を含み、双方の樹脂が有する水酸基、カルボキシル基、グリシジル基、ア
ミノ基、イソシアネート基などが互いに化学結合する組み合わせとすることで得ることが
できる。そして、皮膜３は、膜厚が１５～２００μｍであり、波長が３～３０μｍの赤外
線領域における積分放射率が２５℃において０．８０以上である。さらに樹脂系皮膜３の
ガラス転移温度は、ヒートシンク１の使用時において樹脂系皮膜３が最も低くなる温度を
Ｔ１℃とした場合に、Ｔ１＋２０℃以下であるものである。
　樹脂系皮膜３については、ヒートシンク１における樹脂系皮膜３と同様であるため、こ
こでは説明を省略する。
【００４９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるもの
ではなく、本発明の範囲を逸脱しない範囲で変更することができる。
　例えば、アルミニウム板材２０の表面に、下地処理により、下地処理皮膜（図示省略）
を設けてもよい。
【００５０】
＜下地処理＞
　アルミニウム板材２０の表面は、樹脂系皮膜３との密着性を高めるため、下地処理を施
すことが好ましい。好ましい下地処理としては、Ｃｒ、ＺｒまたはＴｉを含有する従来公
知の反応型下地処理皮膜および塗布型下地処理皮膜を利用することができる。即ち、リン
酸クロメート皮膜、クロム酸クロメート皮膜、リン酸ジルコニウム皮膜、酸化ジルコニウ
ム皮膜、リン酸チタン皮膜、塗布型クロメート皮膜、塗布型ジルコニウム皮膜等を適宜使
用することができる。これらの皮膜に有機成分を組み合わせた有機無機ハイブリッド型の
下地処理皮膜でもよい。なお、近年、環境対応の流れから六価クロムを嫌う傾向があり、
六価クロムを含まないリン酸クロメート皮膜や、リン酸ジルコニウム皮膜、酸化ジルコニ
ウム皮膜、リン酸チタン皮膜、塗布型ジルコニウム皮膜等を使用するのが好ましい。
【００５１】
　なお、本発明では下地処理皮膜の膜厚として、下地処理皮膜成分中に含まれるＣｒ、Ｚ
ｒまたはＴｉのアルミニウム板材２０への付着量（金属Ｃｒ、金属Ｚｒまたは金属Ｔｉ換
算値）を、例えば、従来公知の蛍光Ｘ線法を用いて、比較的、簡便かつ定量的に測定する
ことができる。そのため、生産性を阻害することなくプレコートアルミニウム板材１０の
品質管理を行うことできる。なお、下地処理皮膜の付着量としては、金属Ｃｒ、金属Ｚｒ
または金属Ｔｉ換算値で１０～５０ｍｇ／ｍ２であることが好ましい。付着量が１０ｍｇ
／ｍ２以上であれば、アルミニウム板材２０の全面を均一に被覆することができ、耐食性
が向上する。また、５０ｍｇ／ｍ２以下であれば、プレコートアルミニウム板材１０を成
形した際に、下地処理の皮膜自体に割れが生じにくくなる。
【００５２】
　また、生産性を考慮しない場合には、アルミニウム板材２０の表面に陽極酸化処理や電
解エッチング処理等の従来公知の処理を行うこともできる。これらの処理を行うと、アル
ミニウム板材２０の表面に微細な凹凸が形成されるため、樹脂系皮膜３の密着性が大きく
向上する。
【００５３】
　さらに、耐食性をそれほど求めず簡易な方法で済ませたい場合には、アルミニウム板材
２０の表面を脱脂処理のみする手法でもかまわない。脱脂の手法としては、有機系薬剤に
よる脱脂、界面活性剤系薬剤による脱脂、アルカリ系薬剤での脱脂、酸系薬剤による脱脂
等、従来公知の方法を用いることができる。ただし、有機系薬剤や界面活性剤系薬剤の場
合には、脱脂能力がやや劣るため、アルカリ系薬剤や酸系薬剤による脱脂の方が生産性は
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よってコントロールできるが、脱脂能力を強くした場合には、多くのスマットが発生する
ため、その後の水洗を十分に行わないと、かえって樹脂系皮膜３の密着性が低下する場合
もある。また、アルミニウム板材２０に、添加元素としてマグネシウムを多く含む品種を
使用する場合には、アルカリ系薬剤では、マグネシウムが表面に残って樹脂系皮膜３の密
着性が低下する場合がある。そのため、この場合には、酸系薬剤を使用または併用するこ
とが好ましい。
【００５４】
≪プレコートアルミニウム板材の製造方法≫
　次に、プレコートアルミニウム板材の製造方法の一例について、適宜、図１を参照して
説明する。
　プレコートアルミニウム板材１０の製造方法については、特に制限されるものではなく
、ベース樹脂の元となる樹脂および硬化剤を含む塗料を、従来公知の方法にてアルミニウ
ム板の上に塗布した後、加熱により架橋反応させることによって得ることができる。なお
、塗料を焼き付ける際の焼付温度は、１５０～２８５℃程度とするのが好ましい。
【００５５】
　ここで塗料の塗布は、はけ、ロールコータ、カーテンフローコータ、ローラーカーテン
コータ、静電塗装機、ブレードコータ、ダイコータ等、いずれの手段で行ってもよいが、
特に、塗布量が均一となると共に、作業が簡便なロールコータを使用するのが好ましい。
ロールコータで塗布する場合、樹脂系皮膜３の膜厚の制御は、アルミニウム板材２０の搬
送速度、ロールの回転方向と回転速度、ロール間の押し付け圧（ニップ圧）等を適宜調整
することによって行うが、通常の場合、１回の塗布作業によって塗布できる樹脂系皮膜３
の厚さは、１～２０μｍとなるのが一般的である。本発明においては、樹脂系皮膜３の厚
さを１５～２００μｍに調整する。
【００５６】
　そして、プレコートアルミニウム板材１０を用いてヒートシンク１を製造する場合は、
プレコートアルミニウム板材１０を従来公知の方法により折り曲げ加工して成形し、ヒー
トシンク１の形状とすればよい。
【実施例】
【００５７】
　次に、本発明について、本発明の要件を満たす実施例と、本発明の要件を満たさない比
較例と、を対比させて具体的に説明する。
　本実施例では、熱伝導率と板厚の異なるアルミニウム合金板を折り曲げ加工して作成し
た模擬車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクを製作し、放熱性能を確認するための「連続点灯試
験」と、点灯消灯を繰り返した際の熱膨張熱収縮による接着疲労耐久性を想定した「熱サ
イクル試験」を行った。
【００５８】
　表１に示す組成のアルミニウム合金を、溶解、鋳造して鋳塊とし、この鋳塊に面削を施
した後に、４８０℃で均質化熱処理を施した。この均質化した鋳塊に、熱間圧延、さらに
冷間圧延、焼鈍処理を施して、板厚１．０ｍｍの圧延板とした。冷間圧延での圧延率は７
５％、焼鈍処理は２４０℃、４時間とした。以下に説明するように、この圧延板の表面に
塗膜を形成し、供試材とした。具体的には以下のとおりである。
【００５９】
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【表１】

【００６０】
　まず、市販されている１０ＷのＬＥＤ照明ユニットを購入して解体し、ダイキャスト製
ヒートシンクを取り出して、ベンチマーク用ヒートシンクとした。次に、このベンチマー
ク用ヒートシンクの形状を模擬し、アルミニウム合金板から製作した実施例および比較例
となるヒートシンクを製作した。形状を模擬するに当たり、特に注意したのはＬＥＤ素子
取り付け部と、ＬＥＤ照明ユニットに組み立てなおす際に必要となる接合部の形状だけは
忠実に再現することである。その理由は、解体する前の照明ユニットに組み込めない形状
では実用性に欠けるためである。また生産性を考慮し、一枚の板から製作できる形状とし
た。
【００６１】
　実施例となるヒートシンクは、以下のようにして作成した。まず、各種板厚および熱伝
導率を有するアルミニウム合金からなる圧延板の表面を、弱アルカリ脱脂後にリン酸クロ
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メート処理を施した。次に、まず片側の面に、加熱後に実施例の表に記載された成分とな
る塗料を、狙いの厚みとなるバーコーターで塗布した。その後、架橋反応が促進しない程
度の１００℃で６０秒間仮乾燥を行い、次に反対面に最初の面と同一成分の塗料を同一の
バーコーターで塗布した。その後、焼付温度を素材到達温度２３０℃、炉中保持時間６０
秒にて加熱することによってプレコートアルミニウム板を作製した。そして、このプレコ
ートアルミニウム板は寸法３０ｃｍ×３０ｃｍとし、これを折り曲げ加工にてダイキャス
ト製のヒートシンクとほぼ同等の形状になるようにしたものを試験材のヒートシンクとし
て用いた。ＬＥＤ素子の基板とヒートシンクとの取り付けに際しては、Ｍ３のボルト、ナ
ットを用いて結合した。また、ＬＥＤ素子の基板とヒートシンクの接合面には、接触度合
を高めるため、市販のシリコングリースを塗布した。
【００６２】
　比較例のヒートシンクについても、樹脂皮膜を用いたものは、実施例と同様な方法によ
り作成した。しかし、陽極酸化処理したものについては、何も表面処理していないアルミ
ニウム板をまず所定の形状に折り曲げ加工した後、硫酸陽極酸化処理を施した。硫酸陽極
酸化処理条件として、硫酸は１５％とし、電圧と電流密度、通電時間は所定の皮膜厚さが
得られる条件に適宜設定した。特に黒色陽極酸化については黒色染料にて染色した後、封
孔処理を行なっている。その他は実施例と同様である。
　これらの試験材について、以下の測定・評価を行った。
【００６３】
［熱伝導率］
　熱伝導率は、レーザーフラッシュ法によって測定した。
【００６４】
［積分放射率］
　積分放射率は、京都電子工業社製放射率系Ｄ＆Ｓ　ＡＥＲＤ装置を用いて測定した。
【００６５】
［皮膜の膜厚］
　皮膜の膜厚は、渦電流膜厚計イソスコープ（ＩＳＯＳＣＯＰＥ：登録商標）を用いて測
定した。
【００６６】
［放熱性：連続点灯試験］
　車載ＬＥＤ照明は世界中の多様な環境での使用が想定されるが、実際に照明が用いられ
るのは夜間に限られる。この様な条件では熱帯地域での夜間が一番過酷な放熱性を求めら
れると考えられる。そこでこの様な環境を想定し、３５℃環境下にて連続点灯試験を行な
った。
　ベンチマーク、実施例および比較例の各ヒートシンクに、１０ＷのＬＥＤ素子を取り付
けて発光させ、温度が定常状態に到達した際のＬＥＤ素子直下のヒートシンク温度を測定
した。この際ベンチマークと同等以下の温度であった場合を放熱性が良好（○）、ベンチ
マークより高温に到達した場合を放熱性が不良（×）とした。
【００６７】
［接着疲労耐久性：熱サイクル試験］
　車載ＬＥＤ照明が使用される環境のうち、最低到達温度Ｔ１℃は冬場の夜間や朝方の消
灯時と考えられる。消灯時のためＴ１℃は環境温度とほぼ同じと考えられる。極地では気
温がマイナス４０℃程度となるが、逆に熱帯地域では３５℃程度となり使用環境が大きく
異なる。自動車の代表的な使用環境は、世界の人口が多く集中する地域の環境と考えて良
いと思われるので、温帯地方を想定したＴ１＝１０℃を代表値とした。またここでは、接
着疲労耐久性は、樹脂系皮膜のより好ましいガラス転移温度である１０℃以下を基準に評
価することとした。
【００６８】
　ベンチマークのヒートシンクで確認した結果、この環境では消灯時のヒートシンクはＴ
１と同じ１０℃であるが、点灯時には６０℃に到達した。そこで点灯と消灯の繰り返しを
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模擬し、１０℃と６０℃での熱衝撃試験を行なった。熱サイクル条件は、１０℃での１時
間放置と６０℃での１時間放置との繰り返しを１サイクルとし、これを３０００サイクル
繰り返した。
【００６９】
　ベンチマーク、実施例、比較例の各ヒートシンクに、耐熱グリスを介してＬＥＤ素子を
貼り付けた後、熱衝撃試験を実施し、ＬＥＤ素子がヒートシンクから剥がれた際のサイク
ル回数を測定した。サイクル回数がベンチマークと同等以上の場合には接着疲労の耐久性
が良好（○）、ベンチマークより少ない場合には耐久性が不良（×）とした。
【００７０】
　但し実際の自動車は「寒冷地仕様」などある程度使用環境に応じた設計をされるため、
上記耐久性が（×）となったとしても、環境によっては良好な耐久性を確保できる場合が
ある。そこで上記条件で（×）となったものについては、追加で熱帯地域を想定したＴ１
＝３５℃での熱衝撃試験を実施した。ベンチマークのヒートシンクで確認した結果、この
環境では消灯時のヒートシンクは３５℃であるが、点灯時のヒートシンクは７５℃に到達
する。そこで追加試験では、３５℃と７５℃での熱サイクル試験を行ない、ＬＥＤ素子が
ヒートシンクから剥がれた際のサイクル回数がベンチマークと同等以上の場合には耐久性
を（×）から（△）へ変更し、ベンチマークより劣る場合には耐久性を（×）のままとし
た。
【００７１】
［軽量化］
　今回、ベンチマークとなるダイキャストヒートシンクを板化するにあたり、性能とは別
に軽量化目標をベンチマークの５０％とした。そこで試作した実施例または比較例のヒー
トシンクの重量がベンチマークの５０％以下の場合は軽量である（○）、５０％を超える
場合には特に軽量というものではないが使用に際しては問題ない（△）とした。
　これらの結果を表２に示す。なお、表中における下線部は、本発明の要件または効果を
有さないことを示す。
【００７２】
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【表２】

【００７３】
　表２に示すように、Ｎｏ．１～１１は、本発明の構成を満たすため、良好な結果が得ら
れた。一方、Ｎｏ．１２～２１は、本発明の構成を満たさないため、以下の結果となった
。
【００７４】
　Ｎｏ．１２は、熱伝導率が下限値未満のため、放熱性が劣った。
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　Ｎｏ．１３は、熱伝導率が下限値未満のため、放熱性が劣った。
　Ｎｏ．１４は、皮膜の材質が白色陽極酸化皮膜であり、皮膜厚さおよび積分放射率が下
限値未満のため、放熱性、接着疲労耐久性に劣った。
　Ｎｏ．１５は、皮膜の材質が黒色陽極酸化皮膜のため、接着疲労耐久性に劣った。
　Ｎｏ．１６は、皮膜厚さおよび積分放射率が下限値未満のため、放熱性、接着疲労耐久
性に劣った。
【００７５】
　Ｎｏ．１７は、皮膜のガラス転移温度が規定を満たさないため、接着疲労耐久性に劣っ
た。
　Ｎｏ．１８は、皮膜厚さが上限値を超えるため、放熱性に劣った。
　Ｎｏ．１９は、皮膜厚さが下限値未満のため、接着疲労耐久性に劣った。
　Ｎｏ．２０は、積分放射率が下限値未満のため、放熱性に劣った。
　Ｎｏ．２１は、皮膜の材質がポリエステル単独のため、熱サイクル試験で試験材が溶融
した。
【００７６】
　なお、特許文献１～４に記載のＬＥＤヒートシンクはいずれもフィンを有する形状が必
須もしくは推奨される発明となっており、これらの形状をアルミニウムで実現させるには
、ダイキャスト法で行なうしかなく、本発明でのベンチマークヒートシンクに相当する。
ダイキャスト法に使用される鋳物用合金は基本的に熱伝導率が低く、軽量化も困難となる
ため、本発明を満足しない。またいずれのヒートシンクも表面については記載されておら
ず、本発明の特徴であるＬＥＤ素子とヒートシンクとの接着耐久性は考慮されていない。
　本実施例で示すように、この従来のアルミニウム板材は、前記の評価において一定の水
準を満たさないものである。従って、本実施例によって、本発明に係るアルミニウム板材
が従来のアルミニウム板材と比較して、優れていることが客観的に明らかとなった。
【００７７】
　以上、本発明について実施の形態および実施例を示して詳細に説明したが、本発明の趣
旨は前記した内容に限定されることなく、その権利範囲は特許請求の範囲の記載に基づい
て解釈しなければならない。なお、本発明の内容は、前記した記載に基づいて改変・変更
等することができることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００７８】
　１　車載ＬＥＤ照明用ヒートシンク
　２　ヒートシンク成形体
　３　樹脂系皮膜
　４　ＬＥＤ素子
　１０　プレコートアルミニウム板材
　２０　アルミニウム板材
　１００　車載ＬＥＤ照明
【要約】
【課題】放熱性に優れると共に、ヒートシンクとＬＥＤ素子との接着部位の接着疲労を抑
制することができるプレコートアルミニウム板材および車載ＬＥＤ照明用ヒートシンクを
提供する。
【解決手段】
　ヒートシンク１に用いるプレコートアルミニウム板材１０であって、アルミニウム板材
２０の熱伝導率は、１５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上であり、樹脂系皮膜３は、熱硬化性樹脂を含み
、樹脂系皮膜３の膜厚は、１５～２００μｍであり、樹脂系皮膜３は、波長が３～３０μ
ｍの赤外線領域における積分放射率が２５℃において０．８０以上であり、樹脂系皮膜３
のガラス転移温度は、ヒートシンク１の使用時において樹脂系皮膜３が最も低くなる温度
をＴ１℃とした場合に、Ｔ１＋２０℃以下であることを特徴とする。
【選択図】図１
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