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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属配線と、
　熱硬化性光反射用樹脂組成物の硬化物からなり、前記金属配線上に少なくとも一つの光
半導体素子搭載領域を残して形成されたリフレクターと、
　前記光半導体素子搭載領域に搭載されたＬＥＤチップと、を備え、
　前記ＬＥＤチップと前記金属配線とが電気的に接続されているＬＥＤ装置の、前記リフ
レクターを形成するための熱硬化性光反射用樹脂組成物であって、
　トリグリシジルイソシアヌレートを含むエポキシ樹脂と、ヘキサヒドロ無水フタル酸、
イソシアヌル酸誘導体、及びシクロヘキサントリカルボン酸無水物からなる群から選ばれ
る少なくとも１種を含む硬化剤と、無機充填剤と、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化ア
ンチモン、酸化チタン、酸化ジルコニウム、及び無機中空粒子からなる群から選ばれる白
色顔料であって、無機中空粒子は珪酸ソーダガラス、アルミ珪酸ガラス、硼珪酸ソーダガ
ラス、及びシラスからなる群から選ばれる白色顔料とを含有し、
　下記（イ）～（ニ）のいずれか一以上を満足し、
　成型温度１００℃～２００℃、成型圧力２０ＭＰａ以下、及び成型時間６０～１２０秒
の条件でトランスファー成型した時に生じるバリ長さが５ｍｍ以下である、熱硬化性光反
射用樹脂組成物。
　（イ）前記無機充填剤として、該無機充填剤全体に対し０．１体積％～２０体積％の、
真球状又は破砕状の多孔質充填剤を含む。
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　（ロ）前記エポキシ樹脂として、少なくとも（Ａ’）エポキシ樹脂と（Ｂ’）硬化剤を
混練してなり、１００～１５０℃における粘度が１００～２５００ｍＰａ・ｓの範囲であ
るオリゴマーを含む。
　（ハ）前記エポキシ樹脂と前記硬化剤の配合比が、エポキシ樹脂中のエポキシ基１当量
に対して、該エポキシ基と反応可能な前記硬化剤中の活性基が０．５～０．７当量となる
比である。
　（ニ）さらに、増粘剤として中心粒径が１ｎｍ～１０００ｎｍのナノ粒子フィラーを含
む。
【請求項２】
　光半導体素子搭載領域となる凹部が１つ以上形成されており、前記凹部の底面の少なく
とも一部は光半導体素子と電気的に接続可能である光半導体素子搭載用基板の、少なくと
も前記凹部の内周側面を形成するために用いられる熱硬化性光反射用樹脂組成物であって
、
　トリグリシジルイソシアヌレートを含むエポキシ樹脂と、ヘキサヒドロ無水フタル酸、
イソシアヌル酸誘導体、及びシクロヘキサントリカルボン酸無水物からなる群から選ばれ
る少なくとも１種を含む硬化剤と、無機充填剤と、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化ア
ンチモン、酸化チタン、酸化ジルコニウム、及び無機中空粒子からなる群から選ばれる白
色顔料であって、無機中空粒子は珪酸ソーダガラス、アルミ珪酸ガラス、硼珪酸ソーダガ
ラス、及びシラスからなる群から選ばれる白色顔料とを含有し、
　下記（イ）～（ニ）のいずれか一以上を満足し、
　成型温度１００℃～２００℃、成型圧力２０ＭＰａ以下、及び成型時間６０～１２０秒
の条件でトランスファー成型した時に生じるバリ長さが５ｍｍ以下である、熱硬化性光反
射用樹脂組成物。
　（イ）前記無機充填剤として、該無機充填剤全体に対し０．１体積％～２０体積％の、
真球状又は破砕状の多孔質充填剤を含む。
　（ロ）前記エポキシ樹脂として、少なくとも（Ａ’）エポキシ樹脂と（Ｂ’）硬化剤を
混練してなり、１００～１５０℃における粘度が１００～２５００ｍＰａ・ｓの範囲であ
るオリゴマーを含む。
　（ハ）前記エポキシ樹脂と前記硬化剤の配合比が、エポキシ樹脂中のエポキシ基１当量
に対して、該エポキシ基と反応可能な前記硬化剤中の活性基が０．５～０．７当量となる
比である。
　（ニ）さらに、増粘剤として中心粒径が１ｎｍ～１０００ｎｍのナノ粒子フィラーを含
む。
【請求項３】
　少なくとも一部が光半導体素子と電気的に接続可能な底面と、熱硬化性光反射用樹脂組
成物の硬化物からなる側面と、を有する凹部の製造に用いられる熱硬化性光反射用樹脂組
成物であって、
　トリグリシジルイソシアヌレートを含むエポキシ樹脂と、ヘキサヒドロ無水フタル酸、
イソシアヌル酸誘導体、及びシクロヘキサントリカルボン酸無水物からなる群から選ばれ
る少なくとも１種を含む硬化剤と、無機充填剤と、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化ア
ンチモン、酸化チタン、酸化ジルコニウム、及び無機中空粒子からなる群から選ばれる白
色顔料であって、無機中空粒子は珪酸ソーダガラス、アルミ珪酸ガラス、硼珪酸ソーダガ
ラス、及びシラスからなる群から選ばれる白色顔料とを含有し、
　下記（イ）～（ニ）のいずれか一以上を満足し、
　成型温度１００℃～２００℃、成型圧力２０ＭＰａ以下、及び成型時間６０～１２０秒
の条件でトランスファー成型した時に生じるバリ長さが５ｍｍ以下である、熱硬化性光反
射用樹脂組成物。
　（イ）前記無機充填剤として、該無機充填剤全体に対し０．１体積％～２０体積％の、
真球状又は破砕状の多孔質充填剤を含む。
　（ロ）前記エポキシ樹脂として、少なくとも（Ａ’）エポキシ樹脂と（Ｂ’）硬化剤を
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混練してなり、１００～１５０℃における粘度が１００～２５００ｍＰａ・ｓの範囲であ
るオリゴマーを含む。
　（ハ）前記エポキシ樹脂と前記硬化剤の配合比が、エポキシ樹脂中のエポキシ基１当量
に対して、該エポキシ基と反応可能な前記硬化剤中の活性基が０．５～０．７当量となる
比である。
　（ニ）さらに、増粘剤として中心粒径が１ｎｍ～１０００ｎｍのナノ粒子フィラーを含
む。
【請求項４】
　前記無機充填剤及び前記白色顔料を合計した配合量が、樹脂組成物全体に対して１０体
積％～８５体積％の範囲である、請求項１～３のいずれか一項に記載の熱硬化性光反射用
樹脂組成物。
【請求項５】
　室温において加圧成型可能である、請求項１～４のいずれか一項に記載の熱硬化性光反
射用樹脂組成物。
【請求項６】
　金属配線と、
　熱硬化性光反射用樹脂組成物の硬化物からなり、前記金属配線上に少なくとも一つの光
半導体素子搭載領域を残して形成されたリフレクターと、
　前記光半導体素子搭載領域に搭載されたＬＥＤチップと、を備え、
　前記ＬＥＤチップと前記金属配線とが電気的に接続されているＬＥＤ装置の、前記リフ
レクターを形成するための熱硬化性光反射用樹脂組成物の製造方法であって、
　前記熱硬化性光反射用樹脂組成物は、トリグリシジルイソシアヌレートを含むエポキシ
樹脂と、ヘキサヒドロ無水フタル酸、イソシアヌル酸誘導体、及びシクロヘキサントリカ
ルボン酸無水物からなる群から選ばれる少なくとも１種を含む硬化剤と、無機充填剤と、
アルミナ、酸化マグネシウム、酸化アンチモン、酸化チタン、酸化ジルコニウム、及び無
機中空粒子からなる群から選ばれる白色顔料であって、無機中空粒子は珪酸ソーダガラス
、アルミ珪酸ガラス、硼珪酸ソーダガラス、及びシラスからなる群から選ばれる白色顔料
とを含有し、成型温度１００℃～２００℃、成型圧力２０ＭＰａ以下、及び成型時間６０
～１２０秒の条件でトランスファー成型した時に生じるバリ長さが５ｍｍ以下であり、
　下記（ホ）の工程を含む、熱硬化性光反射用樹脂組成物の製造方法。
　（ホ）前記成分を混練し、０～３０℃で１～７２時間にわたってエージングする工程。
【請求項７】
　光半導体素子搭載領域となる凹部が１つ以上形成されており、前記凹部の底面の少なく
とも一部は光半導体素子と電気的に接続可能である光半導体素子搭載用基板の、少なくと
も前記凹部の内周側面を形成するために用いられる熱硬化性光反射用樹脂組成物の製造方
法であって、
　前記熱硬化性光反射用樹脂組成物は、トリグリシジルイソシアヌレートを含むエポキシ
樹脂と、ヘキサヒドロ無水フタル酸、イソシアヌル酸誘導体、及びシクロヘキサントリカ
ルボン酸無水物からなる群から選ばれる少なくとも１種を含む硬化剤と、無機充填剤と、
アルミナ、酸化マグネシウム、酸化アンチモン、酸化チタン、酸化ジルコニウム、及び無
機中空粒子からなる群から選ばれる白色顔料であって、無機中空粒子は珪酸ソーダガラス
、アルミ珪酸ガラス、硼珪酸ソーダガラス、及びシラスからなる群から選ばれる白色顔料
とを含有し、成型温度１００℃～２００℃、成型圧力２０ＭＰａ以下、及び成型時間６０
～１２０秒の条件でトランスファー成型した時に生じるバリ長さが５ｍｍ以下であり、
　下記（ホ）の工程を含む、熱硬化性光反射用樹脂組成物の製造方法。
　（ホ）前記成分を混練し、０～３０℃で１～７２時間にわたってエージングする工程。
【請求項８】
　少なくとも一部が光半導体素子と電気的に接続可能な底面と、熱硬化性光反射用樹脂組
成物の硬化物からなる側面と、を有する凹部の製造に用いられる熱硬化性光反射用樹脂組
成物の製造方法であって、
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　前記熱硬化性光反射用樹脂組成物は、トリグリシジルイソシアヌレートを含むエポキシ
樹脂と、ヘキサヒドロ無水フタル酸、イソシアヌル酸誘導体、及びシクロヘキサントリカ
ルボン酸無水物からなる群から選ばれる少なくとも１種を含む硬化剤と、無機充填剤と、
アルミナ、酸化マグネシウム、酸化アンチモン、酸化チタン、酸化ジルコニウム、及び無
機中空粒子からなる群から選ばれる白色顔料であって、無機中空粒子は珪酸ソーダガラス
、アルミ珪酸ガラス、硼珪酸ソーダガラス、及びシラスからなる群から選ばれる白色顔料
とを含有し、成型温度１００℃～２００℃、成型圧力２０ＭＰａ以下、及び成型時間６０
～１２０秒の条件でトランスファー成型した時に生じるバリ長さが５ｍｍ以下であり、
　下記（ホ）の工程を含む、熱硬化性光反射用樹脂組成物の製造方法。
　（ホ）前記成分を混練し、０～３０℃で１～７２時間にわたってエージングする工程。
【請求項９】
　得られた熱硬化性光反射用樹脂組成物が室温において加圧成型可能である、請求項６～
８のいずれか一項に記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物の製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光半導体素子と蛍光体などの波長変換手段とを組合せた光半導体装置に用い
る熱硬化性光反射用樹脂組成物及びその製造方法、並びに当該樹脂組成物を用いた光半導
体素子搭載用基板及び光半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：発光ダイオード）などの光半導
体素子と蛍光体とを組合せた光半導体装置は、高エネルギー効率および長寿命などの利点
から、屋外用ディスプレイ、携帯液晶バックライトおよび車載用途など様々な用途に適用
され、その需要が拡大しつつある。それに伴って、ＬＥＤデバイスの高輝度化が進み、素
子の発熱量増大によるジャンクション温度の上昇、あるいは直接的な光エネルギーの増大
による素子材料の劣化が問題視され、近年、熱劣化および光劣化に対して耐性を有する素
子材料の開発が課題となっている。日本国特開２００６－１４０２０７号公報では、耐熱
試験後の光反射特性に優れる光半導体素子搭載用基板を開示している。
【発明の概要】
【０００３】
　しかし、上記公報で開示された熱硬化性光反射用樹脂組成物を用いて、トランスファー
成型によって基板を製造する場合、成型時に成型金型の上型と下型との隙間に樹脂組成物
が染み出し、樹脂汚れが発生しやすい傾向がある。加熱成型時に樹脂汚れが発生すると、
光半導体素子搭載領域となる基板の開口部（凹部）に樹脂汚れが張り出し、光半導体素子
を搭載する際の障害になる。また、開口部に光半導体素子を搭載できたとしても、樹脂汚
れは、光半導体素子と金属配線とをボンディングワイヤなどの公知の方法によって電気的
に接続する際の障害になる。すなわち、樹脂汚れは、素子搭載およびワイヤボンディング
といった半導体素子製造時の作業性を低下させるために望ましくない。半導体素子製造時
に上述の障害が起こらないように、基板の開口部に樹脂汚れが存在する場合には、一般に
、光半導体素子搭載用基板の製造プロセスに樹脂汚れの除去工程が追加される。しかし、
そのような除去工程は、コストや製造時間のロスとなるため、改善が望まれている。
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、樹脂硬化後の可視光から近紫外光領域に
おける反射率が高く、その一方で、トランスファー成型時に樹脂汚れが発生し難い熱硬化
性光反射用樹脂組成物を提供する。また本発明は、上述の樹脂組成物を用いて、ワイヤボ
ンディング性に優れ、光劣化および熱劣化に対して耐性を有する半導体素子搭載用基板お
よび光半導体装置を提供する。さらに本発明は、上述の光半導体素子搭載用基板および光
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半導体装置を効率良く製造するための製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　すなわち、本発明は、以下（１）～（２６）に記載の事項をその特徴とするものである
。
（１）熱硬化性成分と（Ｅ）白色顔料とを含む熱硬化性光反射用樹脂組成物であって、　
　成型温度１００℃～２００℃、成型圧力２０ＭＰａ以下、及び成型時間６０～１２０秒
の条件下でトランスファー成型した時に生じるバリ長さが５ｍｍ以下であり、かつ　
　熱硬化後の、波長３５０ｎｍ～８００ｎｍにおける光反射率が８０％以上である
ことを特徴とする熱硬化性光反射用樹脂組成物。
（２）上記熱硬化性成分が、（Ａ）エポキシ樹脂を含むことを特徴とする上記（１）に記
載の熱硬化性光反射用樹脂組成物。
（３）上記（Ａ）エポキシ樹脂が、（Ａ’）エポキシ樹脂と（Ｂ’）硬化剤とを混練する
ことによって得られ、かつ１００～１５０℃における粘度が１００～２５００ｍＰａ・ｓ
の範囲である（Ｇ）オリゴマーを含むことを特徴とする上記（２）に記載の熱硬化性光反
射用樹脂組成物。
（４）上記熱硬化性成分が、上記（Ａ）エポキシ樹脂とともに用いられる（Ｂ）硬化剤を
さらに含み、上記（Ａ）エポキシ樹脂と上記（Ｂ）硬化剤との配合比が、上記（Ａ）エポ
キシ樹脂中のエポキシ基１当量に対して、該エポキシ基と反応可能な上記（Ｂ）硬化剤中
の活性基が０．５～０．７当量となる比であることを特徴とする、上記（３）に記載の熱
硬化性光反射用樹脂組成物。
（５）上記（Ｂ）硬化剤が、イソシアヌル酸骨格を有する化合物を含むことを特徴とする
上記（４）に記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物。
【０００６】
（６）上記（Ｂ）硬化剤が、３５℃以上の融点を有する酸無水物をさらに含むことを特徴
とする上記（５）に記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物。
（７）上記（Ｂ）硬化剤が、シクロへキサントリカルボン酸無水物を含むことを特徴とす
る上記（４）に記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物。
（８）上記シクロへキサントリカルボン酸無水物が、下記構造式（Ｉ）で示される化合物
であることを特徴とする上記（７）に記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物。
【化１】

（９）さらに（Ｈ）増粘剤を含み、該（Ｈ）増粘剤が、中心粒径が１ｎｍ～１０００ｎｍ
のナノ粒子フィラーを含有することを特徴とする上記（１）～（８）のいずれかに記載の
熱硬化性光反射用樹脂組成物。
（１０）さらに（Ｄ）無機充填剤を含み、該（Ｄ）無機充填剤が、多孔質充填剤または吸
油性を有する化合物を含有することを特徴とする上記（１）～（８）のいずれかに記載の
熱硬化性光反射用樹脂組成物。
【０００７】
（１１）上記多孔質充填剤または吸油性を有する化合物の形状が、真球状、破砕状、円盤
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状、棒状、繊維状からなる群から選択される少なくとも１種であることを特徴とする上記
（１０）に記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物。
（１２）上記多孔質充填剤または吸油性を有する化合物の表面が、疎水化処理または親水
化処理されていることを特徴とする上記（１０）または（１１）に記載の熱硬化性光反射
用樹脂組成物。
（１３）上記多孔質充填剤または吸油性を有する化合物の見掛け密度が、０．４ｇ／ｃｍ
３以上であることを特徴とする上記（１０）～（１２）のいずれか１つに記載の熱硬化性
光反射用樹脂組成物。
（１４）上記（Ｄ）無機充填剤における上記多孔質充填剤または吸油性を有する化合物の
含有量が、０．１体積％～２０体積％の範囲であることを特徴とする上記（１０）～（１
３）のいずれかに記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物。
（１５）さらに（Ｄ）無機充填剤として、シリカ、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシ
ウム、硫酸バリウム、炭酸マグネシウム、炭酸バリウムからなる群の中から選ばれる少な
くとも１種を含むことを特徴とする上記（１）～（１４）のいずれかに記載の熱硬化性光
反射用樹脂組成物。
【０００８】
（１６）上記（Ｅ）白色顔料が、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化アンチモン、酸化チ
タン、酸化ジルコニウム、無機中空粒子からなる群の中から選ばれる少なくとも１種であ
ることを特徴とする上記（１）～（１５）のいずれかに記載の熱硬化性光反射用樹脂組成
物。
（１７）上記（Ｅ）白色顔料の中心粒径が、０．１～５０μｍの範囲にあることを特徴と
する上記（１）～（１６）のいずれかに記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物。
（１８）上記（Ｄ）無機充填剤と上記（Ｅ）白色顔料とを合計した配合量が、樹脂組成物
全体に対して、１０体積％～８５体積％の範囲であることを特徴とする上記（１）～（１
７）のいずれかに記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物。
（１９）少なくとも上記各種構成成分を、混練温度２０～１００℃、混練時間１０～３０
分の条件下で混練することによって得られる混練物を含むことを特徴とする上記（１）～
（１８）のいずれかに記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物。
（２０）上記混練物が上記混練後に０～３０℃で１～７２時間にわたってエージングされ
たものであることを特徴とする上記（１９）に記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物。
【０００９】
（２１）上記（１）～（２０）のいずれかに記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物を製造す
る方法であって、少なくとも樹脂組成物の各成分を混練して混練物を形成する混練工程と
、上記混練物を０～３０℃で１～７２時間にわたってエージングする工程とを有すること
を特徴とする熱硬化性光反射用樹脂組成物の製造方法。
（２２）上記混練工程を、混練温度２０～１００℃、及び混練時間１０～３０分の条件下
で行うことを特徴とする上記（２１）に記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物の製造方法。
（２３）上記（１）～（２０）のいずれかに記載の熱硬化性光反射用樹脂組成物を用いて
構成されることを特徴とする光半導体素子搭載用基板。
（２４）光半導体素子搭載領域となる凹部が１つ以上形成されている光半導体素子搭載用
基板であって、少なくとも上記凹部の内周側面が上記（１）～（２０）のいずれかに記載
の熱硬化性光反射用樹脂組成物から構成されることを特徴とする光半導体素子搭載用基板
。
（２５）光半導体素子搭載領域となる凹部が１つ以上形成されている光半導体素子搭載用
基板の製造方法であって、少なくとも上記凹部を上記（１）～（２０）のいずれかに記載
の光反射用熱硬化性樹脂組成物を用いたトランスファー成型によって形成することを特徴
とする光半導体搭載用基板の製造方法。
（２６）上記（２４）に記載の光半導体素子搭載用基板と、上記光半導体素子搭載用基板
の凹部底面に搭載された光半導体素子と、上記光半導体素子を覆うように上記凹部内に形
成された蛍光体含有透明封止樹脂層とを少なくとも備える光半導体装置。
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【００１０】
　なお、本出願は、同出願人により２００６年１１月１５日に出願された日本国特願２０
０６－３０９０５２号、同じく２００７年４月４日に出願された日本国特願２００７－０
９８３５４号に基づく優先権主張を伴うものであって、これらの明細書を参照することに
より、本明細書の一部に組み込むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の光半導体素子搭載用基板の一実施形態を示す図であり、（ａ）は斜視図
、（ｂ）は側面断面図である。
【図２】本発明の光半導体素子搭載用基板の製造方法を説明する概略図であり、（ａ）～
（ｃ）はトランスファー成型によって基板を製造する場合の各工程に対応する。
【図３】本発明の光半導体装置の一実施形態を示す図であり、（ａ）および（ｂ）はそれ
ぞれ装置の構造を模式的に示す側面断面図である。
【図４】実施例において使用したバリ測定用金型を模式的に示した図であり、（ａ）は側
面断面図、（ｂ）は平面図である。
【図５】図４に示したバリ測定用金型を用いた成型時に生じたバリを模式的に示した図で
あり、（ａ）は側面断面図、（ｂ）は平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物は、熱硬
化性樹脂成分および白色顔料を含み、実際に成型の際に適用される成型条件下で成型した
時の、例えば成型温度１００℃～２００℃、成型圧力２０ＭＰａ以下、及び６０～１２０
秒の条件下でトランスファー成型した時のバリ長さが５ｍｍ以下となることを特徴とする
。また、それらの熱硬化後の波長３５０ｎｍ～８００ｎｍにおける光反射率が８０％以上
であることを特徴とする。
【００１３】
　本明細書において使用する用語、「成型時のバリ長さ」とは、図４に示したバリ測定用
金型を用いてトランスファー成型を行った際に、金型中心部のキャビティから、金型の上
型と下型との合せ目の隙間に放射方向にはみ出した樹脂硬化物の最大長さを意味する。こ
のようなバリ長さが５ｍｍを超えると、光半導体素子搭載領域の開口部（凹部）に樹脂汚
れが張り出し、光半導体素子を搭載する際の障害となる可能性がある。あるいは、光半導
体素子と金属配線とをボンディングワイヤなど公知の方法によって電気的に接続する際の
障害になる可能性がある。半導体装置製造時の作業性の観点から、本発明による樹脂組成
物のバリ長さは、３ｍｍ以下がより好ましく、１ｍｍ以下がさらに好ましい。
【００１４】
　本発明の硬化性光反射用樹脂組成物は、トランスファー成型に適用することを考慮して
、熱硬化前は室温下（０～３０℃）で加圧成型可能であることが望ましい。より具体的に
は、例えば、室温下、５～５０ＭＰａ、１～５秒程度の条件下で成型可能であればよい。
熱硬化後は、光半導体装置の用途で使用する観点から、波長３５０ｎｍ～８００ｎｍにお
ける光反射率が好ましくは８０％以上、より好ましくは９０％以上であることが望ましい
。光反射率が８０％未満である場合は、光半導体装置の輝度向上に十分に寄与できない可
能性がある。
【００１５】
　以下、本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物の主な構成成分について説明する。　
　本発明の一実施形態では、熱硬化性樹脂成分として（Ａ）エポキシ樹脂を含むことが好
ましい。（Ａ）エポキシ樹脂は、特に限定されることなく、エポキシ樹脂成型材料として
一般に使用されている樹脂を用いることができる。例えば、フェノールノボラック型エポ
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
ルデヒド類のノボラック樹脂をエポキシ化したもの；　ビスフェノールＡ、ビスフェノー
ルＦ、ビスフェノールＳ、アルキル置換ビフェノール等のジグリシジエーテル；　ジアミ
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ノジフェニルメタン、イソシアヌル酸等のポリアミンとエピクロルヒドリンとの反応によ
り得られるグリシジルアミン型エポキシ樹脂；　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；及び脂環族エポキシ樹脂等が挙げられる。これら
を単独で用いても、または２種以上併用してもよい。使用するエポキシ樹脂は無色または
例えば淡黄色の比較的着色していないものが好ましい。そのようなエポキシ樹脂として、
例えば、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、ビスフェ
ノールＳ型エポキシ樹脂、ジグリシジルイソシアヌレート、トリグリシジルイソシアヌレ
ートを挙げることができる。
【００１６】
　本発明の一実施形態では、（Ａ）エポキシ樹脂として、１００～１５０℃における粘度
が１００～２５００ｍＰａ・ｓの範囲である（Ｇ）オリゴマーを使用することが好ましい
。混練後の樹脂組成物の溶融粘度が低く流動性が高くなりすぎると、成型金型のエアベン
トが塞がれてしまい、金型キャビティ内に空気や揮発成分が残ってしまう可能性がある。
キャビティ内に残存した空気や揮発成分は、成形ボイドやウェルドマーク等の外観不具合
の原因となる。また、成型回数の増加に伴って、硬化物表面に残ったモノマー成分が成型
金型に付着して金型を汚染することになる。金型にモノマーの付着物が堆積した結果、金
型からの成型物の離型性が悪化する不具合が生じる。これに対し、本発明では、特定の粘
度を有する（Ｇ）オリゴマーを使用することによって、混練後の樹脂組成物の溶融粘度を
増加させ流動性を低下させることが可能である。また、そのような（Ｇ）オリゴマーの使
用によって、金型の汚染原因となる残存モノマー成分を低減させることが可能である。そ
の結果、溶融粘度が低い場合に生じる不具合を回避し、樹脂組成物のトランスファー成型
性を向上させ、外観の優れた成型物を得ることが可能となる。
　本発明で使用する（Ｇ）オリゴマーは、硬化性光反射用樹脂組成物の調製に先立って、
少なくとも（Ａ’）エポキシ樹脂および（Ｂ’）硬化剤、さらに必要に応じて（Ｃ’）硬
化促進剤を配合することによって調製される。上記（Ａ’）エポキシ樹脂、上記（Ｂ’）
硬化剤、上記（Ｃ’）硬化促進剤は、それぞれ先に説明した（Ａ）エポキシ樹脂、後述す
る（Ｂ）硬化剤および（Ｃ）硬化促進剤と同様のものを用いることができる。
【００１７】
　より具体的には、上記（Ｇ）オリゴマーは、例えば（Ａ’）エポキシ樹脂および（Ｂ’
）硬化剤を、当該（Ａ’）エポキシ樹脂中のエポキシ基１当量に対して、当該エポキシ基
と反応可能な当該（Ｂ’）硬化剤中の活性基（酸無水物基や水酸基）が０．３当量以下と
なるように配合し、粘土状になるまで混練する工程を経て得ることができる。得られた粘
土状混練物を、引き続き、温度２５～６０℃の範囲で１～６時間にわたってエージングす
る工程を設けることが好ましい。また、（Ｃ’）硬化促進剤を使用する場合には、（Ａ’
）エポキシ樹脂と（Ｂ’）硬化剤との総和１００重量部に対し、０．００５～０．０５重
量部となるように配合することが好ましい。
【００１８】
　上述のようにして調製された（Ｇ）オリゴマーは、成型時のバリ長さを短く調整するた
めに、１００～１５０℃における粘度が１００～２５００ｍＰａ・ｓの範囲にあることが
好ましい。１００℃における粘度が１００～２５００ｍＰａ・ｓの範囲にあることがより
好ましい。（Ｇ）オリゴマーの粘度が１００ｍＰａ・ｓ未満であると、トランスファー成
型時にバリが発生しやすくなる。一方、粘度が２５００ｍＰａ・ｓを超えると、成型時の
流動性が低下し、成型性に乏しくなる傾向がある。なお、本明細書で使用する用語「粘度
」は、ＩＣＩコーンプレート型粘度計を用いた測定によって得られた値である。（Ｇ）オ
リゴマーは、その粒径が１ｍｍ以下になるまで粉砕し、温度０℃以下の環境で保存するこ
とによって、粘度の上昇を抑制または停止させることができる。オリゴマーの粉砕方法は
、陶器製乳鉢による粉砕等、公知のいかなる手法を用いても良い。
【００１９】
　本発明の一実施形態では、熱硬化性樹脂成分として（Ａ）エポキシ樹脂とともに（Ｂ）
硬化剤を含む。（Ｂ）硬化剤は、特に制限されることなく、エポキシ樹脂と反応可能な化
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合物であればよいが、その分子量は１００～４００程度のものが好ましい。また、無色、
または例えば淡黄色の比較的着色していないものが好ましい。具体的な化合物として、酸
無水物系硬化剤、イソシアヌル酸誘導体、フェノール系硬化剤などが挙げられる。
【００２０】
　酸無水物系硬化剤としては、３５℃以上の融点を有するものが好ましい。そのような酸
無水物としては、例えば、無水フタル酸、無水マレイン酸、無水トリメリット酸、無水ピ
ロメリット酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、無水メチルナジ
ック酸、無水ナジック酸、無水グルタル酸、無水ジメチルグルタル酸、無水ジエチルグル
タル酸、無水コハク酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルテトラヒドロ無水フタ
ル酸などが挙げられる。
【００２１】
　イソシアヌル酸誘導体としては、１，３，５－トリス（１－カルボキシメチル）イソシ
アヌレート、１，３，５－トリス（２－カルボキシエチル）イソシアヌレート、１，３，
５－トリス（３－カルボキシプロピル）イソシアヌレート、１，３－ビス（２－カルボキ
シエチル）イソシアヌレートなどが挙げられる。
　フェノール系硬化剤としては、フェノール、クレゾール、レゾルシン、カテコール、ビ
スフェノールＡ、ビスフェノールＦ、フェニルフェノール、アミノフェノール等のフェノ
ール類及び／又はα－ナフトール、β－ナフトール、ジヒドロキシナフタレン等のナフト
ール類と、ホルムアルデヒド、ベンズアルデヒド、サリチルアルデヒド等のアルデヒド基
を有する化合物とを酸性触媒下で縮合又は共縮合させて得られるノボラック型フェノール
樹脂；　フェノール類及び／又はナフトール類とジメトキシパラキシレン又はビス（メト
キシメチル）ビフェニルとから合成されるフェノール・アラルキル樹脂；　ビフェニレン
型フェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等のアラルキル型フェノー
ル樹脂；　フェノール類及び／又はナフトール類とジシクロペンタジエンとの共重合によ
って合成される、ジシクロベンタジエン型フェノールノボラック樹脂、ジシクロペンタジ
エン型ナフトールノボラック樹脂等のジシクロペンタジエン型フェノール樹脂；　トリフ
ェニルメタン型フェノール樹脂；　テルペン変性フェノール樹脂；　パラキシリレン及び
／又はメタキシリレン変性フェノール樹脂；　メラミン変性フェノール樹脂；　シクロペ
ンタジエン変性フェノール樹脂；　およびこれら２種以上を共重合して得られるフェノー
ル樹脂などが挙げられる。
【００２２】
　先に例示した硬化剤の中でも、無水フタル酸、無水トリメリット酸、ヘキサヒドロ無水
フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルテトラ
ヒドロ無水フタル酸、無水グルタル酸、無水ジメチルグルタル酸、無水ジエチルグルタル
酸、およびシクロへキサントリカルボン酸無水物からなる群から選択される酸無水物、お
よび１，３，５－トリス（３－カルボキシプロピル）イソシアヌレート等のイソシアヌル
酸誘導体の少なくとも一方を使用することが好ましい。これらは、単独で用いるだけでな
く、二種以上併用しても良い。
【００２３】
　本発明の一実施態様では、（Ｂ）硬化剤として、少なくともイソシアヌル酸誘導体を使
用することが好ましく、それらを酸無水物、特に３５℃以上の融点を有する酸無水物を組
合せて使用することがより好ましい。イソシアヌル酸誘導体のトリアジン骨格は、通常の
環状メチレン骨格と比較して、活性酸素によって酸化されにくい特徴を有する。そのため
、イソシアヌル酸誘導体を使用し、先の特徴を樹脂組成物に付与することで、成型後の樹
脂組成物の耐熱性を向上させることが可能である。また、トリアジン骨格と３官能性の反
応基によって成型体の機械特性を向上させることも可能となる。さらに、イソシアヌル酸
誘導体を酸無水物と組合せることによって、樹脂組成物の溶融粘度を増加させることがで
き、成型時に金型から張り出すバリ長さを抑制することが可能である。イソシアヌル酸誘
導体と酸無水物との配合比は、１：０～１：１０の範囲で適宜調整することが可能である
。コスト削減と、樹脂の黄変による反射率の低下を抑制する観点から、１：１～１：３の
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配合比とすることが好ましい。
【００２４】
　本発明の別の実施態様では、（Ｂ）硬化剤として、少なくともシクロへキサントリカル
ボン酸無水物を使用することが好ましい。シクロへキサントリカルボン酸無水物の使用に
よって、樹脂組成物の溶融粘度を増加させることができ、成型時のバリ長さを短くするこ
とが可能である。また、樹脂組成物の硬化時間を短縮化できるため、成型効率を向上させ
ることも可能である。シクロへキサントリカルボン酸無水物の具体例としては、下記構造
式（Ｉ）で示される化合物が挙げられる。
【００２５】
【化２】

【００２６】
　シクロへキサントリカルボン酸無水物と共に（Ｂ）硬化剤として先に説明した他の酸無
水物、イソシアヌル酸誘導体およびフェノール系硬化剤等を併用してもよい。併用する硬
化剤としては、成型時の流動性および成型物の着色の観点から、無水フタル酸、無水トリ
メリット酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒド
ロ無水フタル酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、無水グルタル酸、無水ジメチルグル
タル酸、無水ジエチルグルタル酸、または１，３，５－トリス（３－カルボキシプロピル
）イソシアヌレートが好ましい。（Ｂ）硬化剤におけるシクロへキサントリカルボン酸無
水物の含有率は、本発明の目的が達成できる範囲であれば特に限定されるものではないが
、５質量％以上１００質量％以下の範囲で調整することが好ましい。コストと性能とのバ
ランスの観点から、上記含有率は２５質量％以上７５質量％以下の範囲であることが好ま
しい。
【００２７】
　（Ａ）エポキシ樹脂と（Ｂ）硬化剤との配合比は、（Ａ）エポキシ樹脂が（Ｇ）オリゴ
マーを含有しない場合、（Ａ）エポキシ樹脂中のエポキシ基１当量に対して、当該エポキ
シ基と反応可能な（Ｂ）硬化剤中の活性基（酸無水物基や水酸基）が０．５～１．５当量
となるような割合であることが好ましい。０．７～１．２当量となるような割合であるこ
とがより好ましい。上記活性基が０．５当量未満の場合には、エポキシ樹脂組成物の硬化
速度が遅くなるとともに、得られる硬化物のガラス転移温度が低くなり、充分な弾性率が
得られない場合がある。また、上記活性基が１．２当量を超える場合には、硬化後の強度
が減少する場合がある。
【００２８】
　一方、（Ａ）エポキシ樹脂として（Ｇ）オリゴマーを単独で使用するか、または（Ｇ）
オリゴマーと（Ａ）エポキシ樹脂とを併用する場合、（Ａ）エポキシ樹脂（もしくは（Ｇ
）オリゴマー）と（Ｂ）硬化剤との配合比は、（Ａ）エポキシ樹脂中のエポキシ基１当量
に対して、当該エポキシ基と反応可能な（Ｂ）硬化剤中の活性基（酸無水物基や水酸基）
が０．５～０．７当量となるような割合であることが好ましい。０．６～０．７当量とな
るような割合であることがより好ましい。上記活性基が０．５当量未満の場合には、エポ
キシ樹脂組成物の硬化速度が遅くなるとともに、得られる硬化体のガラス転移温度が低く
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なり、充分な弾性率が得られない場合がある。また上記活性基が０．７当量を超える場合
には、硬化後の強度が減少する場合がある。なお、（Ａ）エポキシ樹脂が（Ｇ）オリゴマ
ーを含む場合の（Ｂ）硬化剤の当量数は、（Ｇ）オリゴマーに含まれる（Ａ’）エポキシ
樹脂と（Ａ）エポキシ樹脂のそれぞれに含まれるエポキシ基の総量を１当量とし、それに
対して（Ｂ’）硬化剤と（Ｂ）硬化剤中に含まれる上記エポキシ基と反応可能な活性基の
総和を当量数として換算する。
【００２９】
　本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物は、必要に応じて、（Ｃ）硬化促進剤として適切
な化合物を含有してもよい。例えば、１，８－ジアザ－ビシクロ（５，４，０）ウンデセ
ン－７、トリエチレンジアミンおよびトリ－２，４，６－ジメチルアミノメチルフェノー
ルなどの３級アミン類；　２－エチル－４メチルイミダゾールおよび２－メチルイミダゾ
ールなどのイミダゾール類；　トリフェニルホスフィン、テトラフェニルホスホニウムテ
トラフェニルボレート、テトラ－ｎ－ブチルホスホニウム－ｏ，ｏ－ジエチルホスホロジ
チオエート、テトラ－ｎ－ブチルホスホニウム－テトラフルオロボレート、テトラ－ｎ－
ブチルホスホニウム－テトラフェニルボレートなどのリン化合物；　４級アンモニウム塩
；　有機金属塩類；　およびこれらの誘導体などを使用することができる。これらは単独
で使用してもよく、あるいは併用してもよい。これらの硬化促進剤の中では、３級アミン
類、イミダゾール類、リン化合物を用いることが好ましい。
【００３０】
　上記（Ｃ）硬化促進剤の含有率は、（Ａ）エポキシ樹脂に対して、０．０１～８．０重
量％であることが好ましく、０．１～３．０重量％であることがより好ましい。硬化促進
剤の含有率が０．０１重量％未満では、十分な硬化促進効果が得られない場合がある。ま
た、含有率が８．０重量％を超えると、得られる成型体に変色が見られる場合がある。
【００３１】
　本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物は、その成形性を調整するために、（Ｄ）無機充
填材を含むことが好ましい。（Ｄ）無機充填剤は、特に限定されないが、例えば、シリカ
、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、硫酸バリウム、炭酸マグネシウム、炭酸バ
リウムからなる群から選ばれる少なくとも１種を使用することができる。熱伝導性、光反
射特性および成型性の点から、少なくともシリカを含むことが好ましい。また、難燃性を
高めるために、水酸化アルミニウムを組合せて使用することが好ましい。
【００３２】
　本発明の一実施形態では、（Ｄ）無機充填剤として、多孔質充填剤または吸油性を有す
る化合物を含有することが好ましい。（Ｄ）無機充填剤として、多孔質充填剤または吸油
性を有するシリカ、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、硫酸バリウム、炭酸マグ
ネシウム、炭酸バリウムからなる群から選ばれる少なくとも１種を使用することも可能で
ある。また、多孔質構造を有し、さらに吸油性を有する化合物を用いることも可能である
。多孔質充填剤または吸油性を有する化合物の形状としては、特に限定されず、例えば、
真球状、破砕状、円盤状、棒状、繊維状等のものを用いることができる。トランスファー
成型時の金型内の流動性を考慮すると真球状、破砕状のものが好ましく、真球状のものが
より好ましい。
【００３３】
　また、上記多孔質充填剤または吸油性を有する化合物は、その表面が物理的または化学
的に親水化処理または疎水化処理されていてもよい。表面が疎水化処理されたものである
ことが好ましく、吸油量（ＪＩＳ　Ｋ５１０１に準ずる規定量）が５０ｍｌ／１００ｇ以
上となるように化学的に疎水化処理されたものであることがより好ましい。表面が疎水化
処理された多孔質充填剤または吸油性を有する化合物を用いることで、（Ａ）エポキシ樹
脂や（Ｂ）硬化剤との接着性が増加し、結果として熱硬化物の機械強度やトランスファー
成型時の流動性が向上する。また、吸油量５０ｍｌ／１００ｇ以上となるように表面が疎
水化処理された多孔質充填剤または吸油性を有する化合物を用いることで、（Ａ）エポキ
シ樹脂との接着性が向上するとともに、混錬後の樹脂組成物のポットライフ低下を抑制す
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ることができ、また、熱硬化時に着色を抑制することもできる。このような疎水化処理が
施された多孔質充填剤としては、例えば、富士シリシア化学株式会社で販売されているサ
イロホービック７０２を挙げることができる。
【００３４】
　また、上記多孔質充填剤または吸油性を有する化合物の見掛け密度は、特に限定されな
いが、０．４ｇ／ｃｍ３以上であることが好ましく、０．４～２．０ｇ／ｃｍ３であるこ
とがより好ましい。なお、見掛け密度とは、多孔質充填剤または吸油性を有する化合物の
素原料が占める密度と微細孔の占める空間（即ち細孔容積）とを考慮した密度のことであ
る。この見掛け密度が０．４ｇ／ｃｍ３に満たない場合は、充填剤粒子の機械的強度が小
さく、ミキシングロールミルなどのせん断力を生じるような溶融混錬時において、粒子が
破壊されてしまう恐れがある。一方、見掛け密度が２．０ｇ／ｃｍ３を超える場合は、ト
ランスファー成型のためのタブレットを成型する際に、臼型と杵型とからなる金型の表面
に樹脂組成物が付着し易くなる傾向にある。
【００３５】
　また、上記多孔質充填剤または吸油性を有する化合物の平均粒径は、０．１～１００μ
ｍであることが好ましく、白色顔料とのパッキング効率を考慮すると１～１０μｍの範囲
であることがより好ましい。平均粒径が１００μｍよりも大きく、または０．１μｍより
も小さくなると、トランスファー成型する際の溶融時に樹脂組成物の流動性が悪くなる傾
向にある。
【００３６】
　また、上記多孔質充填剤または吸油性を有する化合物の比表面積は、１００～１０００
ｍ２／ｇであることが好ましく、３００～７００ｍ２／ｇであることがより好ましい。比
表面積が１００ｍ２／ｇよりも小さくなると充填剤による樹脂の吸油量が小さくなり、タ
ブレット成型時に杵型に樹脂が付着し易くなる傾向にあり、比表面積が１０００ｍ２／ｇ
よりも大きくなると、トランスファー成型する際の溶融時に樹脂組成物の流動性が悪くな
る傾向にある。
【００３７】
　また、上記多孔質充填剤または吸油性を有する化合物の含有量は、特に限定されないが
、（Ｄ）無機充填剤全体に対し、０．１体積％～２０体積％の範囲であることが好ましい
。溶融時の樹脂組成物の成型性を考慮すると、１体積％～５体積％であることがより好ま
しい。この含有量が０．１体積％よりも小さい場合は、樹脂組成物の一部が臼型と杵型の
成型金型の表面に付着し易くなり、２０体積％よりも大きい場合は、トランスファー成型
する際の溶融時に樹脂組成物の流動性が低下する傾向にある。例えば、上記多孔質充填剤
として上記サイロホービック７０２を用いる場合には、その含有量を、樹脂組成物の溶融
時の流動性や樹脂硬化物の強度の観点から５体積％以下とすることが好ましい。
【００３８】
　本発明で用いられる（Ｅ）白色顔料としては、特に限定されるものではなく、公知のも
のを使用することができる。例えば、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化アンチモン、酸
化チタン、酸化ジルコニウム、無機中空粒子などを用いることができ、これらは単独でも
併用しても構わない。無機中空粒子は、例えば、珪酸ソーダガラス、アルミ珪酸ガラス、
硼珪酸ソーダガラス、シラス等が挙げられる。熱伝導性、光反射特性の点からは、少なく
ともアルミナまたは酸化マグネシウムを使用するか、またはそれらを組合せて使用するこ
とが好ましい。（Ｅ）白色顔料の粒径は、中心粒径が０．１～５０μｍの範囲にあること
が好ましい。この中心粒径が０．１μｍ未満であると、粒子が凝集しやすく分散性が悪く
なる傾向にある。一方、中心粒径が５０μｍを超えると、硬化物の光反射特性が十分に得
られない恐れがある。（Ｅ）白色顔料の配合量は、特に限定されないが、樹脂組成物全体
に対して、１０体積％～８５体積％の範囲であることが好ましい。
【００３９】
　上記（Ｄ）無機充填剤と上記（Ｅ）白色顔料との合計配合量は、特に限定されないが、
樹脂組成物全体に対して、１０体積％～８５体積％の範囲であることが好ましい。この合



(13) JP 6365606 B2 2018.8.1

10

20

30

40

50

計配合量が１０体積％未満であると、硬化物の光反射特性が十分に得られない恐れがある
。また、合計配合量が８５体積％を超えると、樹脂組成物の成型性が悪くなり、光半導体
搭載用基板の作製が困難となる傾向がある。
【００４０】
　本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物には、必要に応じて（Ｆ）カップリング剤を加え
ることができる。（Ｆ）カップリング剤は、特に限定されないが、例えば、シラン系カッ
プリング剤やチタネート系カップリング剤等を用いることができる。シランカップリング
剤としては、例えば、エポキシシラン系、アミノシラン系、カチオニックシラン系、ビニ
ルシラン系、アクリルシラン系、メルカプトシラン系及びこれらの複合系等を用いること
ができる。（Ｆ）カップリング剤の種類や処理条件は特に限定されるものではなく、樹脂
組成物にそのまま添加する方法や、無機充填剤または白色顔料と予め混合して添加する方
法等、従来から用いられている手法を適用してもよい。（Ｆ）カップリング剤の配合量は
樹脂組成物に対して５重量％以下が好ましい。
【００４１】
　また、本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物には、溶融粘度調整を目的として（Ｈ）増
粘剤を添加しても良い。（Ｈ）増粘剤としては、特に限定されるものではないが、例えば
、トクヤマ（株）で販売されているレオロシールＣＰ－１０２として入手可能なナノシリ
カを用いることができる。（Ｈ）増粘剤の添加量としては、樹脂組成物の総体積の０．１
５体積％以下であることが好ましい。（Ｈ）増粘剤の添加量が０．１５体積％よりも多く
なると、樹脂組成物の溶融時の流動性が損なわれるとともに、硬化後に充分な材料強度が
得られなくなる恐れがある。また、（Ｈ）増粘剤は、中心粒径が１ｎｍ～１０００ｎｍで
あるようなナノ粒子フィラーであることが好ましく、中心粒径が１０ｎｍ～１０００ｎｍ
であるようなナノ粒子フィラーであることがより好ましい。中心粒径１ｎｍよりも小さい
フィラーは、粒子が凝集しやすく分散性が低下する傾向にあり、特性上好ましくない。こ
のような（Ｈ）増粘剤を用いる場合には、（Ｄ）無機充填剤の一部としてナノシリカを用
いてもよい。一方、１０００ｎｍよりも大きなフィラーを添加すると、バリ長さが低減し
ない傾向にあり、特性上好ましくない。なお、本発明の樹脂組成物には、（Ｈ）増粘剤以
外に、必要に応じて、酸化防止剤、離型剤、イオン補足剤等の各種添加剤を添加してもよ
い。
【００４２】
　本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物は、上記した各成分を均一に分散混合することに
よって得ることができ、その調製手段や条件等は特に限定されない。一般的な手法として
、所定配合量の各種成分をミキサー等によって十分に均一に撹拌および混合した後、ミキ
シングロール、押出機、ニーダー、ロールおよびエクストルーダー等を用いて混練し、さ
らに得られた混練物を冷却および粉砕する方法を挙げることができる。なお、混練形式に
ついても特に限定されるものではないが、溶融混練が好ましい。溶融混練の条件は、使用
した成分の種類や配合量によって適宜決定すればよく、特に限定されない。例えば、１５
～１００℃の範囲で５～４０分間にわたって溶融混練することが好ましく、２０～１００
℃の範囲で１０～３０分間にわたって溶融混練することがより好ましい。溶融混練時の温
度が１５℃未満であると、各成分を溶融混練させることが困難であり、分散性も低下する
傾向にある。一方、１００℃よりも高温であると、樹脂組成物の高分子量化が進行し、樹
脂組成物が硬化してしまう恐れがある。また、溶融混練の時間が５分未満であると、バリ
長さを効果的に抑制することができない傾向にあり、４０分よりも長いと、樹脂組成物の
高分子量化が進行し、成型前に樹脂組成物が硬化してしまう恐れがある。
【００４３】
　本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物は、上記各成分を配合、混練した後、成型時の溶
融粘度を上昇させることを目的として熟成放置（エージング）することが好ましい。より
具体的には、エージングは０℃～３０℃で１～７２時間にわたって実施することが好まし
い。エージングは、より好ましくは１５℃～３０℃で１２～７２時間にわたって、さらに
好ましくは２５℃～３０℃で２４～７２時間にわたって、実施することが望ましい。１時
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間よりも短時間のエージングでは、バリ長さを効果的に抑制できない傾向にあり、７２時
間より長くエージングすると、トランスファー成型時に充分な流動性を確保できない恐れ
がある。また、０℃未満の温度でエージングを実施した場合には、（Ｃ）硬化促進剤が不
活性化されて、樹脂組成物の三次元架橋反応が十分に進行せず、溶融時の粘度が上昇しな
い恐れがある。また、３０℃よりも高温でエージングを実施した場合には、樹脂組成物が
水分を吸収してしまい、硬化物の強度や弾性率などの機械的物性が悪くなる傾向にある。
【００４４】
　本発明の光半導体素子搭載用基板は、本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物を使用して
構成されることを特徴とする。具体的には、光半導体素子搭載領域となる１つ以上の凹部
を有し、少なくとも上記凹部の内周側面が本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物から構成
される基板が挙げられる。図１は、本発明の光半導体素子搭載用基板の一実施形態を示す
ものであり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は側面断面図である。図１に示したように、本発明
の光半導体素子搭載用基板１１０は、リフレクター１０３と、Ｎｉ／Ａｇメッキ１０４お
よび金属配線１０５を含む配線パターン（リードフレーム）とが一体化され、光半導体素
子搭載領域となる凹部２００が形成された構造を有し、少なくとも上記凹部２００の内周
側面は本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物から構成されていることを特徴とする。
【００４５】
　本発明の光半導体素子搭載用基板の製造方法は、特に限定されないが、例えば、本発明
の熱硬化性光反射用樹脂組成物またはそのタブレット成型体をトランスファー成型によっ
て製造することができる。図２は、本発明の光半導体素子搭載用基板の製造方法を説明す
る概略図であり、図２（ａ）～（ｃ）はトランスファー成型によって基板を製造する場合
の各工程に対応する。より具体的には、光半導体素子搭載用基板は、図２（ａ）に示すよ
うに、金属箔から打ち抜きやエッチング等の公知の方法により金属配線１０５を形成し、
次いで該金属配線１０５を所定形状の金型３０１に配置し（図２（ｂ））、金型３０１の
樹脂注入口３００から本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物（タブレット成型体の溶融物
）を注入する。次いで、注入した樹脂組成物を、好ましくは金型温度１７０～１９０℃、
成形圧力２～８ＭＰａで６０～１２０秒にわたって硬化させた後に金型３０１を外し、ア
フターキュア温度１２０℃～１８０℃で１～３時間にわたって熱硬化させる。次いで、硬
化した熱硬化性光反射用樹脂組成物から構成されるリフレクター１０３に周囲を囲まれた
光半導体素子搭載領域となる凹部２００の所定位置に、Ｎｉ／銀メッキ１０４を施すこと
によって製造することが可能である（図２（ｃ））。
【００４６】
　本発明の光半導体素子搭載用基板を用いた光半導体装置は、本発明の光半導体素子搭載
用基板と、光半導体素子搭載用基板の凹部底面に搭載される光半導体素子と、光半導体素
子を覆うように凹部内に形成される蛍光体含有透明封止樹脂層とを少なくとも備えること
を特徴とする。図３（ａ）および図３（ｂ）は、それぞれ本発明の光半導体装置の一実施
形態を示す側面断面図である。より具体的には、図３に示した光半導体装置は、本発明の
光半導体素子搭載用基板１１０の光半導体素子搭載領域となる凹部（図２の参照符号２０
０）の底部所定位置に光半導体素子１００が搭載され、該光半導体素子１００と金属配線
１０５とがボンディングワイヤ１０２やはんだバンプ１０７などの公知の方法によりＮｉ
／銀メッキ１０４を介して電気的に接続され、該光半導体素子１００が公知の蛍光体１０
６を含む透明封止樹脂１０１により覆われている。
【実施例】
【００４７】
　以下、本発明を実施例により詳述するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
なお、以下の各実施例および各比較例で使用した成分の詳細は以下のとおりである。
　＊１：トリグリシジルイソシアヌレート（エポキシ当量１００、日産化学社製、商品名
ＴＥＰＩＣ－Ｓ）
　＊２：ヘキサヒドロ無水フタル酸（和光純薬社製）
　＊３：１，３，５－トリス（３－カルボキシプロピル）イソシアヌレート（四国化成工
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業社製、製品名Ｃ３ＣＩＣ酸）
　＊４：シクロヘキサントリカルボン酸無水物（三菱ガス化学社製、製品名Ｈ－ＴＭＡｎ
）
　＊５：テトラヒドロ無水フタル酸（アルドリッチ社製）
　＊６：メチルヒドロ無水フタル酸（日立化成工業社製　商品名ＨＮ５５００）
　＊７：テトラ－ｎ－ブチルホスホニウム－０，０－ジエチルホスホロジチエート（日本
化学工業社製、商品名ヒシコーリンＰＸ－４ＥＴ）
　＊８：トリメトキシエポキシシラン（東レダウコーニング社製、商品名ＳＨ６０４０）
　＊９：脂肪酸エステル（クラリアント社製、商品名ヘキストワックスＥ）
　＊１０：脂肪族エーテル（東洋ペトロライト社製、商品名ユニトックス４２０）
　＊１１：溶融シリカ（電気化学工業社製、商品名ＦＢ－３０１）
　＊１２：溶融シリカ（電気化学工業社製、商品名ＦＢ－９５０）
　＊１３：溶融シリカ（アドマテックス社製、商品名ＳＯ－２５Ｒ）
　＊１４：多孔質球状シリカ（富士シリシア化学社製、製品名サイロスフィアＣ－１５０
４）平均粒径：３μｍ、見掛け密度：０．５８ｇ／ｍｌ、比表面積：３００ｍ２／ｇ）
　＊１５：多孔質無定形状シリカ（富士シリシア化学社製、製品名サイロホービック７０
２、平均粒径：４μｍ　見掛け密度：０．４８ｇ／ｍｌ、比表面積：３００ｍ２／ｇ）
　＊１６：多孔質無定形状シリカ（富士シリシア化学社製、製品名サイリシア４３０、平
均粒径：４μｍ、見掛け密度：０．４８ｇ／ｍｌ、比表面積：３００ｍ２／ｇ）
　＊１７：中空粒子（住友３Ｍ社製、商品名Ｓ６０－ＨＳ）
　＊１８：アルミナ（アドマテックス社製、商品名ＡＯ－８０２）
　＊１９：ナノシリカ（トクヤマ社製、ＣＰ－１０２）
【００４８】
（実施例Ａ１～Ａ１６および比較例Ａ１～Ａ７）
１．熱硬化性光反射用樹脂組成物の調製
　下記表Ａ１から表Ａ３に示した配合割合に従って各成分を配合し、ミキサーによって十
分に混練した後にミキシングロールによって所定条件下で溶融混練して混練物を得た。さ
らに、得られた混練物を粉砕することによって、実施例Ａ１～Ａ１６および比較例Ａ１～
Ａ７の熱硬化性光反射用樹脂組成物を各々調製した。なお、表Ａ１から表Ａ３に示した各
成分の配合量の単位は重量部である。表における空欄は該当する成分の配合が無いことを
意味する。
【００４９】
２．熱硬化性光反射用樹脂組成物の評価
　先に調製した実施例Ａ１～Ａ１６および比較例Ａ１～Ａ７の各々の樹脂組成物について
、以下の手順に従って、光反射率およびバリ長さを測定した。また、各々の樹脂組成物を
成型して得られる基板のワイヤボンディング性について検討し、評価した。それらの結果
を下記表Ａ１から表Ａ３に示す。
【００５０】
（光反射率）
　先に調製した各々の熱硬化性光反射用樹脂組成物を、成型金型温度１８０℃、成型圧力
６．９ＭＰａ、硬化時間９０秒の条件下でトランスファー成型した後、１５０℃で２時間
にわたって後硬化することによって、厚み１．０ｍｍの試験片をそれぞれ作製した。次い
で、積分球型分光光度計Ｖ－７５０型（日本分光株式会社製）を用いて、波長４００ｎｍ
における各試験片の光反射率を測定した。
【００５１】
（バリ長さ）
　先に調製した各々の熱硬化性光反射用樹脂組成物を、ポットを用いて、バリ測定用金型
（図４を参照）に流し込み、次いで硬化させることによって樹脂組成物を成型した。なお
、成型時の金型温度は１８０℃、成型圧力は６．９ＭＰａ、樹脂の流し込み時間（トラン
スファー時間）は１０秒であり、硬化温度は１８０℃、硬化時間は９０秒とした。成型後
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の長さの最大値を、ノギスを使用して測定した。
【００５２】
　図４は、先のバリ長さの測定時に使用するバリ測定用金型の構造を模式的に示した図で
あり、（ａ）は側面断面図、（ｂ）は平面図である。図４に示したように、バリ測定用金
型は、一対の上型４００と下型４０１とから構成され、上型４００は樹脂注入口４０２を
有する。また、下型４０１は、樹脂注入口４０２に対向するキャビティ４０３と、キャビ
ティ４０３から金型外周部に向かって伸びる６本のスリット４０４、４０５、４０６、４
０７、４０８および４０９を有する。実際に使用したバリ測定用金型の寸法は、図４に示
したように上型４００および下型４０１の外形が１４０ｍｍ×１４０ｍｍ、樹脂注入口４
０２の上径が７ｍｍおよび下径が４ｍｍ、キャビティ４０３の径が３０ｍｍおよび深さが
４ｍｍである。また、キャビティ４０３から延びる６本のスリット４０４から４０９の幅
はそれぞれ５ｍｍであり、深さは順に７５、５０、３０、２０、１０および２μｍであっ
た。図５は、図４に示したバリ測定用金型を用いた成型時に生じたバリを模式的に示す図
であり、（ａ）は側面断面図、（ｂ）は平面図である。バリは、図５に示したように、樹
脂組成物がキャビティ４０３の外延から各スリットに沿って流れ込み硬化した部分４１０
を意味する。本発明で規定する「バリ長さ」は、参照符号４１０で示されるバリの最大値
を、ノギスで測定した値である。
【００５３】
（ワイヤボンディング性の評価）
　最初に、図２に示した製造工程に従い、先に調製した各々の熱硬化性光反射用樹脂組成
物をトランスファー成型することによって、光半導体素子搭載用基板を作製した。なお、
成型条件は、成型金型温度１８０℃、成型圧力６．９ＭＰａ、硬化時間９０秒であり、１
５０℃で２時間にわたって後硬化を実施した。
　次に、作製した上記基板の光半導体素子搭載領域となる凹部に光半導体素子を搭載した
後、ワイヤボンダ（ＨＷ２２Ｕ－Ｈ、九州松下電器株式会社製、商品名）および直径２８
μｍのボンディングワイヤを使用して、光半導体素子と基板とをワイヤボンディングする
ことによって、電気的に接続した。ワイヤボンディング時の基板の加熱温度は１８０℃と
した。ワイヤボンディング性は、光半導体素子と基板とを電気的に接続するワイヤボンデ
ィングするワイヤの引っ張り強度を、プルテスターＰＴＲ－０１（株式会社レスカ製、商
品名）を使用して測定し、その値について下記の評価基準に従って評価した。
【００５４】
　ワイヤボンディング性の評価基準
　◎：引っ張り強度１０ｇ以上
　○：引っ張り強度４ｇ以上１０ｇ未満
　△：引っ張り強度４ｇ未満
　×：ボンディング不可
【００５５】
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【００５８】
　表Ａ１から表Ａ３によれば、実施例Ａ１～Ａ１６の樹脂組成物は、優れた光反射特性を
示し、またトランスファー成型時のバリ長さが抑制され、優れたワイヤボンディング性を
示すことが分かる。したがって、本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物を使用して、光半
導体素子搭載用基板や光半導体装置を製造した場合、樹脂汚れを除去する工程が不要とな
るため、コストや製造時間など生産性の点で非常に有利となる。
【００５９】
（実施例Ｂ１～Ｂ１１および比較例Ｂ１～Ｂ８）
１．熱硬化性光反射用樹脂組成物の調製
　下記表Ｂ１および表Ｂ２に示した配合割合に従って各成分を配合し、ミキサーによって
十分に混練した後にミキシングロールによって所定条件下で溶融混練して混練物を得た。
さらに、得られた混練物に必要に応じてエージングを施した後に冷却し、それらを粉砕す
ることによって、実施例Ｂ１～Ｂ１１および比較例Ｂ１～Ｂ８の熱硬化性光反射用樹脂組
成物を各々調製した。
【００６０】
　なお、表Ｂ１およびＢ２に示した各成分の配合量の単位は重量部である。また、表にお
ける空欄は該当する成分の配合が無いこと、または該当する工程を実施しないことを意味
する。各実施例の詳細は以下のとおりである。　
　実施例Ｂ１は、特定の（Ｇ）オリゴマーを使用する手法に関する。　
　実施例Ｂ２は、（Ａ）エポキシ樹脂中のエポキシ基１当量に対する硬化剤中の活性基を
０．５～０．７当量の範囲とする手法に関する。　
　実施例Ｂ３は、（Ｈ）増粘剤としてナノフィラーを追加する手法に関する。　
　実施例Ｂ４は、樹脂組成物を所定条件下でエージングする手法に関する。　
　実施例Ｂ５は、溶融混練条件を調整する手法（混練時間を１５分から３０分に延長）に
関する。　
　実施例Ｂ６～Ｂ１１は、上述の手法のうちいずれか２つの手法を併用した場合に関する
。
【００６１】
　なお、実施例Ｂ１、Ｂ６、Ｂ７およびＢ９において使用した（Ｇ）オリゴマーは、以下
に説明する手順で調製した。また、（Ｇ）オリゴマーの粘度は、Ｒｅｓｅａｃｈ　Ｅｑｕ
ｉｐｍｅｎｔ　ＬＴＤ．（Ｌｏｎｄｏｎ）製のＩＣＩコーンプレート型粘度計を使用し、
試料量０．１５５±０．０１ｇ、１００℃で測定したところ、１０００ｍＰａ・ｓであっ
た。
【００６２】
（オリゴマーの作製方法）
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　表Ｂ１に示した配合条件に従って各成分を配合し、ミキシングロールによって２５℃で
１０分間にわたって溶融混練を行った。なお、表Ｂ１に示した配合は、エポキシ基１当量
に対して酸無水物基０．１当量となる割合になっている。次に、溶融混練によって得られ
た粘土状組成物（混練物）を温度５５℃で４時間にわたってエージングした。そのような
エージング後に、混練物を口径３００ｍｍの陶器製乳鉢を用いて、粒径が１ｍｍ以下にな
るまで粉砕することにより所望のオリゴマーを得た。得られたオリゴマーは、温度０℃以
下の環境下で保存した。
【００６３】
２．熱硬化性光反射用樹脂組成物の評価
　先に調製した実施例Ｂ１～Ｂ６および比較例Ｂ１～Ｂ８の各々の熱硬化性光反射用樹脂
組成物について、先の実施例と同様にして、光反射率およびバリ長さを測定した。また、
先の実施例と同様にして、各々の樹脂組成物を成型して得られる基板のワイヤボンディン
グ性について検討し、以下の基準に従って評価した。それらの結果を下記表Ｂ１および表
Ｂ２に示す。
【００６４】
（ワイヤボンディング性の評価基準）
　◎：引っ張り強度１０ｇ以上
　○：引っ張り強度４ｇ以上１０ｇ未満
　△：引っ張り強度４ｇ未満
　×：ボンディング不可
【００６５】
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【表５】
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【００６７】
　表Ｂ１および表Ｂ２によれば、実施例Ｂ１～Ｂ１１の熱硬化性光反射用樹脂組成物は、
優れた光反射特性を示し、またトランスファー成型時のバリ長さが抑制され、優れたワイ
ヤボンディング性を示すことが分かる。そのため、本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物
を使用して、光半導体素子搭載用基板や光半導体装置を製造した場合、樹脂汚れを除去す
る工程が不要となるため、コストや製造時間など生産性の点で非常に有利となる。また、
（Ｇ）オリゴマーを使用した場合には、モノマー成分の残存量を低減させることが可能で
あるため、ワイヤボンディング性の向上に加えて、基板成型時の金型汚れおよび成型品の
離型性の低下といった不具合を回避することができ、優れた外観を有する成型基板が得ら
れる。
【００６８】
（実施例Ｃ１～Ｃ３および比較例Ｃ１、Ｃ２）
１．熱硬化性光反射用樹脂組成物の調製
　下記表Ｃ１に示した配合割合に従って各成分を配合し、ミキサーによって十分に混合し
た後、ミキシングロールによって溶融混練することによって混練物を得た。得られた混練
物を室温まで冷却し、それらを粉砕することによって、実施例Ｃ１～Ｃ３、比較例Ｃ１お
よびＣ２の熱硬化性光反射用樹脂組成物を各々調製した。表Ｃ１に示した各成分の配合量
の単位は重量部である。また、表における空欄は該当する成分の配合が無いことを意味す
る。
【００６９】
２．熱硬化性光反射用樹脂組成物の評価
　先に調製した実施例Ｃ１～Ｃ３および比較例Ｃ１、Ｃ２の熱硬化性光反射用樹脂組成物
について、先の実施例と同様にして、光反射率およびバリ長さを測定した。また、先の実
施例と同様にして、各々の樹脂組成物を成型して得られる基板のワイヤボンディング性に
ついて検討し、以下の基準に従って評価した。それらの結果を下記表Ｃ１に示す。
【００７０】
（ワイヤボンディング性の評価基準）
　◎：引っ張り強度１０ｇ以上
　○：引っ張り強度４ｇ以上１０ｇ未満
　△：引っ張り強度４ｇ未満
　×：ボンディング不可
【００７１】
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【００７２】
注記：（＊）金型内における樹脂の流動性不良のため、測定不可
【００７３】
　表Ｃ１によれば、実施例Ｃ１～Ｃ３の熱硬化性光反射用樹脂組成物は、優れた光反射特
性を示し、またトランスファー成型時のバリ長さが抑制され、優れたワイヤボンディング
性を示すことが分かる。Ｃ３ＣＩＣ酸は、その特徴的な化学構造によって、成型体の機械
的強度を向上させることが可能であるだけでなく、それらはバリの抑制にも効果的である
ことが明らかである。但し、硬化剤としてＣ３ＣＩＣ酸を単独で使用すると組成物の流動
性が悪化する傾向にあるため、ＨＨＰＡなどの他の硬化剤と組合せて使用することが好ま
しいことが分かる。本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物を使用して、光半導体素子搭載
用基板や光半導体装置を製造した場合、樹脂汚れを除去する工程が不要となるため、コス
トや製造時間など生産性の点で非常に有利となる。
【００７４】
（実施例Ｄ１～Ｄ５および比較例Ｄ１～Ｄ３）
１．熱硬化性光反射用樹脂組成物の調製
　表Ｄ１に示した配合割合に従って各成分を配合し、ミキサーによって十分に混合した後
、ミキシングロールによって溶融混練することによって混練物を得た。得られた混練物を
室温まで冷却し、それらを粉砕することによって、実施例Ｄ１～Ｄ５、比較例Ｄ１～Ｄ３
の熱硬化性光反射用樹脂組成物を各々調製した。なお、表Ｄ１に示した各成分の配合量の
単位は重量部である。また、表における空欄は該当する成分の配合が無いことを意味する
。
【００７５】
２．熱硬化性光反射用樹脂組成物の評価
　先に調製した実施例Ｄ１～Ｄ５および比較例Ｄ１～Ｄ３の熱硬化性光反射用樹脂組成物
について、先の実施例と同様にして、光反射率およびバリ長さを測定した。なお、耐久性
について検討するために、光反射率の測定は、試験片の成型後と、１５０℃で７２時間加
熱した後に実施した。また、先の実施例と同様にして、各々の樹脂組成物を成型して得ら
れる基板のワイヤボンディング性について検討し、以下の基準に従って評価した。それら
の結果を下記表Ｄ１に示す。
【００７６】
（ワイヤボンディング性の評価基準）
　◎：引っ張り強度１０ｇ以上
　○：引っ張り強度４ｇ以上１０ｇ未満
　△：引っ張り強度４ｇ未満
　×：ボンディング不可
【００７７】
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【００７８】
　表Ｄ１によれば、実施例Ｄ１～Ｄ５の熱硬化性光反射用樹脂組成物は、優れた光反射特
性を示し、またトランスファー成型時のバリ長さが抑制され、優れたワイヤボンディング
性を示すことが分かる。さらに、硬化物（成型基板）の光反射特性が劣化し難いことも分
かる。そのため、本発明の熱硬化性光反射用樹脂組成物を使用して、光半導体素子搭載用
基板や光半導体装置を製造した場合、樹脂汚れを除去する工程が不要となるため、コスト
や製造時間など生産性の点で非常に有利となる。また、本発明の熱硬化性光反射用樹脂組
成物を使用することによって、可視光から近紫外光領域において高い反射率を保持するこ
とが可能な光半導体素子搭載用基板を効率良く製造することも可能であることが分かる。
【００７９】
（実施例Ｅ１～Ｅ８）
　表Ｅ１に示した配合割合に従って各成分を配合し、ミキサーによって十分に混合した後
、ミキシングロールによって溶融混練することによって混練物を得た。得られた混練物を
室温まで冷却し、それらを粉砕することによって、実施例Ｅ１～Ｅ８の熱硬化性光反射用
樹脂組成物を各々調製した。なお、表Ｅ１に示した各成分の詳細は先に説明したとおりで
あり、各配合量の単位は重量部である。
【００８０】
　得られた実施例Ｅ１～Ｅ８の熱硬化性光反射用樹脂組成物について、先の実施例と同様
にして光反射率およびバリ長さを測定した。また、先の実施例と同様にして、各々の樹脂
組成物を成型して得られる基板のワイヤボンディング性について検討し、以下の基準に従
って評価した。それらの結果を下記表Ｅ１に示す。
【００８１】
（ワイヤボンディング性の評価基準）
　◎：引っ張り強度１０ｇ以上
　○：引っ張り強度４ｇ以上１０ｇ未満
　△：引っ張り強度４ｇ未満
　×：ボンディング不可
【００８２】
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【００８３】
　表Ｅ１によれば、実施例Ｅ１～Ｅ８の熱硬化性光反射用樹脂組成物は、優れた光反射特
性を示し、トランスファー成型時のバリの抑制効果が高く、より優れたワイヤボンディン
グ性を示すことが分かる。このように、各構成成分を適切に組合せて配合することによっ
て、ワイヤボンディング性をさらに向上させることも可能である。したがって、本発明の
熱硬化性光反射用樹脂組成物を使用して、光半導体素子搭載用基板や光半導体装置を製造
した場合、樹脂汚れを除去する工程が不要となるため、コストや製造時間など生産性の点
で非常に有利となる。
【００８４】
　以上の説明からして、本発明の精神と範囲に反することなしに、広範に異なる実施態様
を構成することができることは明白であり、本発明は請求の範囲において限定した以外は
、その特定の実施態様によって制約されるものではない。

【図１】 【図２】
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