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(57)【要約】
【課題】ＬＥＤ発光の発光ドットを多数個二次元配列す
ることによって表示部が構成される発光表示装置におい
て、その視認性の確保と小形化とを同時に効果的に図る
こと。
【解決手段】遮光性隔壁２０は、黒色のガラスから形成
されており、高軟化点のガラスからなる透光性ガラス板
１０の裏面１０ａ上に、感光性ペースト法によって焼成
されたものである。ｘ軸方向におけるこの遮光性隔壁２
０の厚さｔx は約１００μｍ、配設周期Ｌx は約６００
μｍであり、ｚ軸方向の高さｈは約６００μｍである。
青色発光のＬＥＤ３０は、シリコン（Ｓｉ）を高濃度に
添加したバルク状のＧａＮ単結晶からなる結晶成長基板
３１の上に、ｐコンタクト層や発光層などを含む複層構
造の半導体結晶層３２を結晶成長によって積層して形成
したものであり、その大きさは、縦、横（Ｄx ）、高さ
がそれぞれ、約３００μｍ、約３００μｍ、及び約４５
０μｍである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＬＥＤを有してなる発光単位が配列され、それらの単位表示を任意に組み合わせて所望の
文字、記号、または図柄を構成して表示する発光表示装置において、
　各ＬＥＤへの給電線路を有し、上面に前記ＬＥＤが二次元配列されて接続された配線基
板と、
　発光表示部の一連の光取り出し面を構成する透光性ガラス板と、
　無機微粒子の集合体が焼成されて前記透光性ガラス板の片面に垂直に接合されつつ形成
された黒色又は暗色の遮光性隔壁と、
　前記遮光性隔壁によって側方から囲い込まれて拘持されつつ前記ＬＥＤを封止する透光
性の封止樹脂と
を有し、
前記発光単位は、
　前記遮光性隔壁によってそれぞれ隔離されている
ことを特徴とするＬＥＤ発光表示装置。
【請求項２】
前記発光単位は、
　ドット状に形成されており、かつ、
　縦横行列状に二次元配列されている
ことを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ発光表示装置。
【請求項３】
前記ＬＥＤの配列方向における前記遮光性隔壁の配設周期は、
　１４０μｍ以上３０００μｍ以下である
ことを特徴とする請求項２に記載のＬＥＤ発光表示装置。
【請求項４】
前記遮光性隔壁の厚さは、
　３０μｍ以上１０００μｍ以下である
ことを特徴とする請求項２または請求項３に記載のＬＥＤ発光表示装置。
【請求項５】
前記遮光性隔壁の高さは、
　１００μｍ以上１５００μｍ以下である
ことを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載のＬＥＤ発光表示装置。
【請求項６】
前記封止樹脂は、
　その中またはその表面に蛍光体を有する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載のＬＥＤ発光表示装置。
【請求項７】
前記蛍光体は、
　前記封止樹脂中において前記透光性ガラス板の内壁面近傍まで沈降した層状に分布して
いる
ことを特徴とする請求項６に記載のＬＥＤ発光表示装置。
【請求項８】
前記遮光性隔壁の側壁面及び前記透光性ガラス板の内壁面に蛍光体が塗布されている
ことを特徴とする請求項６に記載のＬＥＤ発光表示装置。
【請求項９】
前記配線基板は、
　配線回路が複数層に渡って形成された複層構造を有する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項８の何れか１項に記載のＬＥＤ発光表示装置。
【請求項１０】
ＬＥＤを有してなる発光単位が配列され、それらの単位表示を任意に組み合わせて所望の
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文字、記号、または図柄を構成して表示する発光表示装置の製造方法であって、
　一連の光取り出し面を構成する透光性ガラス板の片面に、無機微粒子と感光性有機成分
とを含有する感光性ペーストを層状に塗布するペースト塗布工程と、
　前記感光性ペーストが塗布された領域の内の、目的とする遮光性隔壁を形成すべき箇所
にのみ選択的に可視光、紫外線、または近赤外光を当てる露光工程と、
　前記露光工程において露光されなかった領域を占める前記感光性ペーストを現像処理に
よって流し落とす現像工程と、
　前記露光工程において露光されて前記透光性ガラス板の前記片面上に残った前記感光性
ペーストを熱処理して前記無機微粒子を焼成することによって、前記片面上に前記遮光性
隔壁を形成する第１の熱処理工程と
を有する
ことを特徴とするＬＥＤ発光表示装置の製造方法。
【請求項１１】
前記無機微粒子は、
　Ｒｕ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、またはこれらの金属の酸化物が合計１～
１５重量％の比率で含有、付着または被覆されたガラス粉末からなるか、或いは、
　Ｒｕ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、またはＣｕからなる金属の酸化物を有する１０
～５０重量％のフィラーと、５０～９０重量％のガラス粉末との混合物からなる
ことを特徴とする請求項１０に記載のＬＥＤ発光表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記遮光性隔壁が形成された前記透光性ガラス板の前記片面を上向きにして、前記遮光
性隔壁が構成する各枠内に液状の封止樹脂を注入するポッティング工程と、
　ＬＥＤが二次元配列されて接続された配線基板上面を下方に向けて、前記ＬＥＤがそれ
ぞれ前記各枠内の所定の配設位置に位置付けされる様に位置合わせしつつ、前記配線基板
を前記遮光性隔壁の上に乗せることによって、前記透光性ガラス板と前記配線基板とを接
合する接合工程と、
　熱処理によって前記封止樹脂を硬化させる第２の熱処理工程と
を有する
ことを特徴とする請求項１０又は請求項１１に記載のＬＥＤ発光表示装置の製造方法。
【請求項１３】
前記ポッティング工程の実施前に、
　前記遮光性隔壁の側壁面及び前記透光性ガラス板の内壁面に蛍光体を塗布する
ことを特徴とする請求項１２に記載のＬＥＤ発光表示装置の製造方法。
【請求項１４】
前記ポッティング工程において用いられる液状の前記封止樹脂に蛍光体を混入する
ことを特徴とする請求項１２に記載のＬＥＤ発光表示装置の製造方法。
【請求項１５】
遅くとも前記第２の熱処理工程を実施する前までに、
　前記蛍光体を液状の前記封止樹脂内において層状に沈降させる
ことを特徴とする請求項１４に記載のＬＥＤ発光表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤを用いて構成される発光ドットを多数個二次元配列することによって
表示部が構成される発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のＬＥＤを二次元配列することによって表示部が構成される発光表示装置としては
、例えば下記の特許文献１～７に記載されているものなどが公知である。これらの電飾表
示を用いれば、選択されて発光する各発光ドットの選択、組み合わせによって、それらの
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配置関係に意味のある二次元配列（即ち、文字や記号）を構成しつつ表示することができ
る。また、ＬＥＤは自ら発光するので、ＬＥＤを用いれば液晶などを用いた場合に比べ、
高輝度、高コントラストを実現し易く、装置の表示面に外乱光が照射されても、高い視認
性が得られ易い点で有利である。
【０００３】
　また、特に、下記の特許文献５に記載されている従来技術では、半導体発光素子（ＬＥ
Ｄ本体）を直接的に配線基板上に実装（チップオンボード化）している点に特徴があり、
この様な実装形態によれば、目的とする表示装置の薄型化や小形軽量化などに、一定の効
果が得られるものと考えられる。また、この特許文献５には、遮光シート（遮光層）など
を用いてコントラストの改善を図っている点にも特徴がみられる。
【０００４】
　また、下記の特許文献６に記載の従来技術では、隔壁（集光板本体１１）を用いて略円
筒形の小空間を多数構成し、これらを縦横行列状に配列して、各ＬＥＤをそれぞれ１つず
つその各小空間内に配置しているので、例えば黒色などの遮光性の高い材料でこの隔壁を
構成すれば、側方への光漏れが効果的に防止され、これによって良好なコントラストを実
現することができる。
【特許文献１】特開２０００－６８５６３
【特許文献２】特開２００３－１７３１４９
【特許文献３】特開２００５－３０１１６３
【特許文献４】特開２００６－１６２８８９
【特許文献５】特開２００６－１４５６８２
【特許文献６】実開平５－５２８８２
【特許文献７】特開２００４－７９７５０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の特許文献６に記載の発光表示装置におけるＬＥＤの配設周期は、
７ｍｍ以上に設定されており、これらの従来構造を単純に画一的に縮小するだけでは、１
ｍｍ以下の狭ピッチのＬＥＤ配設周期を有する微細なマトリックス表示装置を精巧に製造
することは困難である。
【０００６】
　一方、上記の特許文献５に記載のＬＥＤ表示装置では、比較的小形化（チップオンボー
ド化）し易い構成が採用されてはいるものの、水平配置される遮光シートまたは遮光拡散
シートに遮光層が形成されるので、半導体発光素子（ＬＥＤ本体）と半導体発光素子との
間には、何ら遮光物が介在することはない。このため、接近して隣接する発光素子間にお
いては、必ずしも十分な遮光作用が得られない。したがって、この従来技術においては、
１ｍｍ以下の狭ピッチ化を図ろうとすると、ＬＥＤの配設間隔の短縮に伴って、目的とす
る二次元配列表示がぼやけてしまい、その結果、表示に関する視認性が全く優れないと言
う問題が生じる。
【０００７】
　以上の様に、互いに接近する多数の発光ドットの選択、組み合わせによって文字や記号
など図柄を構成しつつ二次元表示するＬＥＤ発光表示装置においては、特に上記の様な光
の取り出し方の問題は重要かつ不可避であり、このため、これらの問題は現在、それらの
発光表示装置の更なる格段の小形化と十分な視認性の確保と言う２つの課題の同時解決を
決定的に阻む大きな要因となっている。
【０００８】
　また、これらの２つの問題を同時にある程度は緩和または改善し得ると思われる従来技
術としては、例えば、上記の特許文献７に記載されている発光装置を挙げることができる
。しかしながら、この従来の発光装置は主に、感熱記録紙に対して定着光を照射するため
の定着器の光源として考案されたものであって、該従来技術には未だに以下の３つの問題
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点が残っているため、この従来技術に基づいて、狭ピッチの小形の発光表示装置を開発す
ることは困難である。
（問題点１）特許文献７の図４（：本願図５）に図示されている様に、シリコン基板２１
の異方性エッチングによって、孔２２の側壁面の傾斜角は、直角よりも格段に小さな特定
の角度（即ち、５４．７４°）に限定されてしまう。このため、孔２２を構成する側壁を
高アスペクト比に形成することはできない。このため、ＬＥＤの配設周期を１ｍｍ以下の
狭ピッチに形成することは容易でない。
【０００９】
（問題点２）特許文献７の図４（：本願図５）の孔２２は、シリコン基板２１の異方性エ
ッチング、並びに、研磨またはサンドブラスト法によって形成されるが、これらの処理方
法では、孔２２を形成するための時間やコストが大きい。また、これらの処理方法では、
シリコン基板２１を十分均一かつ高精度には加工することができないため、個々のＬＥＤ
間における輝度ムラや照度ムラの問題も必ずしも十分には解消することができない。
（問題点３）また、本願図５に示す様に、アルミ膜２０とガラス板２４との界面は高い反
射係数を示すので、一旦ガラス板２４の表側の面から下方へ反射された光が、再びこの界
面にて効率よく反射されてしまう。このため、それらの反射光の散乱によって、目的とす
る表示の視認性（コントラスト）を必ずしも十分には改善することができない。
【００１０】
　本発明は、上記の課題を解決するために成されたものであり、その目的は、ＬＥＤ発光
の発光ドットを多数個二次元配列することによって表示部が構成される発光表示装置にお
いて、その視認性の確保と小形化とを同時に効果的に図ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するためには、以下の手段が有効である。
　即ち、本発明の第１の手段は、ＬＥＤを有してなる発光単位が配列され、それらの単位
表示を任意に組み合わせて所望の文字、記号、または図柄を構成して表示する発光表示装
置において、各ＬＥＤへの給電線路を有し上面にＬＥＤが二次元配列されて接続された配
線基板と、発光表示部の一連の光取り出し面を構成する透光性ガラス板と、無機微粒子の
集合体が焼成されて上記の透光性ガラス板の片面に垂直に接合されつつ形成された黒色又
は暗色の遮光性隔壁と、この遮光性隔壁によって側方から囲い込まれて拘持されつつ上記
のＬＥＤを封止する透光性の封止樹脂とを備え、上記の発光単位を上記の遮光性隔壁によ
ってそれぞれ隔離することである。
【００１２】
　ただし、上記の遮光性隔壁は、透光性ガラス板の片面上に、略垂直に立脚して接合され
ていればよく、この遮光性隔壁の表面（即ち壁面）のこの片面に対する傾斜角は、必ずし
も直角である必要はない。
　また、上記の遮光性隔壁は、上記の透光性ガラス板の上で焼成されるものであるから、
上記の透光性ガラス板の軟化点は、上記の無機微粒子の軟化点よりも十分に高くなければ
ならない。また、上記の無機微粒子としては、例えばガラスの粉末やセラミックスの粉末
などを用いることができ、これによって、上記の遮光性隔壁を黒色又は暗色のガラス製や
セラミックス製とすることができる。
【００１３】
　また、上記の発光単位は、ドット状に形成してもよいし、任意形状のセグメントとして
形成してもよい。また、これらの発光単位の配列形態は任意でよく、その配列には、必ず
しも周期性を持たせる必要はない。
　また、上記のＬＥＤとしては、結晶成長基板上に III族窒化物系化合物半導体からなる
半導体結晶層を複数層結晶成長させて積層することによって製造される半導体発光素子を
用いることができる。また、これらのＬＥＤの発光波長は任意でよく、複数の発光色のＬ
ＥＤを組み合わせて使用してもよい。また、蛍光体や蛍光フィルムなどと併用する場合に
は、紫外線発光のＬＥＤを用いることも可能である。ただし、紫外線発光のＬＥＤを用い
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る場合には、ＵＶカットフィルムなどを併用することがより望ましい。
【００１４】
　また、本発明の第２の手段は、上記の第１の手段において、上記の発光単位をドット状
に形成し、かつ、それらを縦横行列状に二次元配列することである。
【００１５】
　また、本発明の第３の手段は、上記の第２の手段において、上記のＬＥＤの配列方向に
おける上記の遮光性隔壁の配設周期を１４０μｍ以上３０００μｍ以下にすることである
。
　ただし、この隔壁の更により望ましい配設周期は、２００μｍ以上１０００μｍ以下で
ある。この値を小さくし過ぎると、単体ＬＥＤチップの製造、接続、又は該隔壁の形成に
関する加工精度の限界に達して、当該発光表示装置を生産することが困難となるか、その
品質や歩留りが大幅に低下するので、その様な設定は工業的見地から現実的ではなくなる
。このため、この配設周期は、３００μｍ以上にすることが更により望ましい。
　また、小形化の観点よりこの配設周期は、８００μｍ以下であることが更により望まし
い。
【００１６】
　また、本発明の第４の手段は、上記の第２または第３の手段において、上記の遮光性隔
壁の厚さを３０μｍ以上１０００μｍ以下にすることである。
　ただし、この遮光性隔壁の厚さのより望ましい値は、３０μｍ以上５００μｍ以下であ
り、更に望ましい値は、５０μｍ以上２００μｍ以下である。この厚さが薄過ぎると該隔
壁における十分な強度と遮光性が得られ難くなり望ましくない。また、この厚さを厚くし
過ぎると、表示のコントラストは十分に確保できるが、発光表示装置の小形化を促進する
上で不利となる。
　なお、この遮光性隔壁の厚さは、必ずしも均一である必要はなく、厚い部分と薄い部分
とを混在させてもよい。したがって、１辺の隔壁において厚い部位と薄い部位とを混在さ
せて形成してもよく、例えば、隔壁の脚部を厚くして隔壁の上端部を薄くする様にしても
よい。また、隔壁を形成する方向によって厚さを替える様にしてもよい。
【００１７】
　また、本発明の第５の手段は、上記の第１乃至第４の何れか１つの手段において、上記
の遮光性隔壁の高さを１００μｍ以上１５００μｍ以下にすることである。
　ただし、この隔壁の高さのより望ましい値は、４００μｍ以上１０００μｍ以下である
。この高さが低過ぎると、当該隔壁が形成する枠内にＬＥＤ、封止樹脂、及び給電配線な
どを格納するための十分な空間が得られ難くなり望ましくない。また、この高さを高くし
過ぎると、該隔壁をその高さ方向に多段構成に繰り返し積層形成する必要が生じるため、
必要以上に製造工程が増えてしまい望ましくない。
【００１８】
　また、本発明の第６の手段は、上記の第１乃至第５の何れか１つの手段において、上記
の封止樹脂の中またはその表面に蛍光体を設けることである。
　また、用いる蛍光体としては、一般のＬＥＤ照明や従来のＬＥＤ発光表示装置等に用い
られている公知のもの等を使用することができる。
【００１９】
　したがって、例えば、発光表示部の内側または外部に、紫外線を適当な可視光に変換す
る蛍光体を用いれば、紫外線発光のＬＥＤを用いることも可能であり、例えば、上記のＬ
ＥＤを紫外線発光の III族窒化物系化合物半導体から構成し、更に蛍光体としては、紫外
線を赤色光、緑色光、青色光の各色にそれぞれ変換する計３種類のものを同時に使用する
などしてもよい。また、これらの原色の補色を発光する蛍光体などを使用してもよい。た
だし、紫外線発光のＬＥＤを用いる場合には、ＵＶカットフィルムなどを併用することが
より望ましい。
【００２０】
　また、本発明の第７の手段は、上記の第６の手段の封止樹脂中において、上記の蛍光体
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を、透光性ガラス板の内壁面近傍まで沈降した層状に分布させることである。ただし、こ
の分布は、できるだけ薄く均一であることがより望ましい。
【００２１】
　また、本発明の第８の手段は、上記の第６の手段において、上記の遮光性隔壁の側壁面
及び上記の透光性ガラス板の内壁面に上記の蛍光体を塗布することである。ただし、この
塗布は、できるだけ薄く均一にすることがより望ましい。
【００２２】
　また、本発明の第９の手段は、上記の第１乃至第８の何れか１つの手段において、上記
の配線基板を、配線回路が複数層に渡って形成された複層構造にすることである。ただし
、この配線回路の層は、２層でも３層でも４層以上でもよい。
【００２３】
　また、本発明の第１０の手段は、ＬＥＤを有してなる発光単位が配列され、それらの単
位表示を任意に組み合わせて所望の文字、記号、または図柄を構成して表示する発光表示
装置の製造方法において、一連の光取り出し面を構成する透光性ガラス板の片面に無機微
粒子と感光性有機成分とを含有する感光性ペーストを層状に塗布するペースト塗布工程と
、この感光性ペーストが塗布された領域の内の、目的とする遮光性隔壁を形成すべき箇所
にのみ選択的に可視光、紫外線、または近赤外光を当てる露光工程と、この露光工程にお
いて露光されなかった領域を占める上記の感光性ペーストを現像処理によって流し落とす
現像工程と、上記の露光工程において露光されて透光性ガラス板の上記片面上に残った感
光性ペーストを熱処理して無機微粒子を焼成することによって、その片面上に上記の遮光
性隔壁を形成する第１の熱処理工程とを設けることである。
【００２４】
　ただし、上記のペースト塗布工程の実施後には、層状に塗布された感光性ペーストを十
分に乾燥させることが望ましい。また、上記のペースト塗布工程、露光工程、現像工程、
及び第１の熱処理工程等は、必要に応じて周期的に繰り返し実行してもよい。これらの繰
り返しにより、遮光性隔壁を多段構成に高く積み上げることができる。また、上記の露光
工程や現像工程などは、周知のフォトリソグラフィ法に基づいて実施することができる。
即ち、本発明の遮光性隔壁は、無機微粒子と感光性成分を含む有機成分からなる感光性ペ
ーストを上記の透光性ガラス板上に塗布して乾燥させ、その後、予め用意されたフォトマ
スクを介してこのペースト塗布層をパターン露光し、更に、これを現像して不要部分を除
去した後に、その残存物を焼成することによって、上記の透光性ガラス板の上に形成する
ことができる。
【００２５】
　また、本発明の第１１の手段は、上記の第１０の手段における無機微粒子を、Ｒｕ、Ｍ
ｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、またはこれらの金属の酸化物が合計１～１５重量％
の比率で含有、付着または被覆されたガラス粉末か、或いは、Ｒｕ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、
Ｆｅ、Ｃｏ、またはＣｕからなる金属の酸化物を有する１０～５０重量％のフィラーと、
５０～９０重量％のガラス粉末との混合物から構成することである。
　ただし、この第１１の手段を用いる場合には、用いる感光性ペーストの透光性は、高い
方がより望ましい。
【００２６】
　また、本発明の第１２の手段は、上記の第１０または第１１の手段において、遮光性隔
壁が形成された透光性ガラス板の上記片面を上向きにして遮光性隔壁が構成する各枠内に
液状の封止樹脂を注入するポッティング工程と、ＬＥＤが二次元配列されて接続された配
線基板上面を下方に向けてＬＥＤがそれぞれ上記の各枠内の所定の配設位置に位置付けさ
れる様に位置合わせしつつその配線基板を遮光性隔壁の上に乗せることによって透光性ガ
ラス板と配線基板とを接合する接合工程と、熱処理によって上記の封止樹脂を硬化させる
第２の熱処理工程とを設けることである。
【００２７】
　また、本発明の第１３の手段は、上記の第１２の手段において、上記のポッティング工
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程の実施前に、遮光性隔壁の側壁面及び透光性ガラス板の内壁面に蛍光体を塗布すること
である。ただし、この塗布は、できるだけ均一に薄くすることが望ましい。
【００２８】
　また、本発明の第１４の手段は、上記の第１２の手段のポッティング工程において用い
られる液状の封止樹脂に蛍光体を混入することである。
　ただし、この蛍光体の種類としては、用いるＬＥＤの発光波長に応じて、任意の蛍光色
を呈するものを使用することができる。
【００２９】
　また、本発明の第１５の手段は、上記の第１４の手段において、遅くとも上記の第２の
熱処理工程を実施する前までに、上記の蛍光体を液状の上記の封止樹脂内において層状に
沈降させることである。ただし、この沈降は、できるだけ均一に薄く堆積させることが望
ましい。また、この沈降処理は、重力によって自然に行ってもよいし、例えば遠心分離機
などを用いて強制的に実施してもよい。
　以上の本発明の手段により、前記の課題を効果的、或いは合理的に解決することができ
る。
【発明の効果】
【００３０】
　ＬＥＤをチップオンボード化する際に用いられる配線基板は一般に樹脂から形成されて
いるので、その耐熱温度は、通常凡そ２００℃～２５０℃程度である。また、チップオン
ボード化に用いられる半田の融点についても、通常はその範囲内かまたはそれ以下の温度
である。このため、従来は一般に、ＬＥＤを有する配線基板の表面上に、所謂感光性ペー
スト法（または、感光性ガラスペースト法とも言う。）によって、遮光作用を呈する微細
な隔壁を形成することはできないものと考えられてきた。これは、一般に、隔壁を構成す
るガラスなどの軟化点は低いものでも凡そ５００℃前後にも上ることによる。言い換えれ
ば、配線基板の耐熱温度と隔壁の焼成処理温度との間の温度差の問題を合理的に解消する
ために有用となる適当な材料が未だに発見されていないことによる。
【００３１】
　また、上記の様な耐熱性に優れた配線基板があったとしても、隔壁の配設周期を１ｍｍ
以下の狭ピッチにする場合には、その１枚の配線基板に、ＬＥＤへの給電配線の形成と、
隔壁の形成と、ＬＥＤの実装の全てを行うことは、加工手順や加工精度などの観点から全
く容易ではない。これは、ＬＥＤの実装後にＬＥＤが未封止の実装基板に対して感光性ペ
ースト法を適用すると、その処理によってワイヤーボンディングなどの接続が破損してし
まうなどの恐れが生じるためであり、また、隔壁の形成後にＬＥＤの実装をすると、ＬＥ
Ｄの配設処理やワイヤーボンディング処理などの操作によって隔壁が破損されてしまう恐
れが生じるためである。
【００３２】
　しかしながら、本発明の第１の手段によれば、ＬＥＤ発光表示装置の光取り出し面は、
板状の透光性ガラス板から構成され、かつ、配線基板上ではなくこの透光性ガラス板の側
に上記の遮光性隔壁が焼成されて形成されるので、この焼成に必要となる熱処理工程にお
いて、上記の配線基板または実装基板を高熱にさらす必要はない。
　このため、本発明の第１の手段によれば、ＬＥＤを用いた発光表示装置においても、周
知の感光性ペースト法に基づいて、所望の極めて微細な遮光性隔壁を容易に導入すること
ができる。即ち、本発明の第１の手段によれば、無機微粒子の集合体の焼成によって、上
記の遮光性隔壁を上記の透光性ガラス板の片面に垂直に、極めて高精度に接合、形成させ
ることができる。
【００３３】
　また、ＬＥＤを有する配線基板と上記の透光性ガラス板との接合、接着は、ＬＥＤを封
止するための封止樹脂によって行うことができるので、装置の小形化を阻むような複雑な
組立操作からも解放される。
　したがって、本発明の第１の手段によれば、良好な遮光作用を供する微細な遮光性隔壁
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を有するＬＥＤ発光の表示装置を容易、高精度、かつ高品質に小形化することができると
共に、その遮光性隔壁の遮光作用により同時に高い視認性（コントラスト）を実現するこ
とができる。
【００３４】
　ただし、本発明のＬＥＤ発光表示装置においては、上記の発光単位を必ずしもドット状
に形成する必要はなく、周期的に配列する必要もない。また、以上に示した作用は、特に
装置の小形化を図る上で非常に有利なものではあるが、しかしながら、これらの作用を導
くことができる本発明の各手段は何れも、所望のＬＥＤ発光表示装置を従来程度の大きさ
に製造することを特段妨げるものではない。即ち、本発明の手段に基づいて構成される本
発明のＬＥＤ発光表示装置は、必ずしも高度に小形化する必要性を有するものでなくても
よい。
　本発明の上記の第１の手段または後述の第１０の手段に従えば、感光性ペースト法にて
利用されるフォトリソグラフィ法によって、所望の隔壁構造を周知の画一的な製造工程に
従って極めて容易、かつ正確に形成することができる。
【００３５】
　また、本発明の第２の手段によれば、構成されるドットマトリックスの各発光単位（発
光ドット）の輝度制御に基づいて、表示可能な表象の表現パターンの自由度を非常に高く
確保することができると共に、当該装置の小形化と視認性（コントラスト）の向上とを効
果的に促進することができる。
【００３６】
　また、本発明の第３の手段によれば、上記の発光ドットの配設ピッチが適切に確保され
るため、工業的に現実的な生産性を確保しつつ、従来よりも遥かに小形で視認性の高いＬ
ＥＤ発光表示装置を製造することができる。
【００３７】
　また、本発明の第４の手段によれば、遮光性隔壁の遮光作用と強度を確保しつつ、更に
、所望の発光表示装置の小形化に最適な薄い隔壁を形成することができる。
【００３８】
　また、本発明の第５の手段によれば、この遮光性隔壁が形成する枠内に、ＬＥＤ、給電
配線、及び封止樹脂を格納するのに必要かつ十分な高さを確保しつつ、更に、所望の発光
表示装置の薄形化に最適な高さの隔壁を形成することができる。
【００３９】
　また、本発明の第６の手段によれば、例えば、青色発光のＬＥＤや紫外線発光のＬＥＤ
などの唯一色のＬＥＤを用いた場合にも、白色または混合色の発光表示を実現することが
できる。また、これらの蛍光体の蛍光色の組み合わせは任意であるから、所望の発光色を
実現することもできる。
【００４０】
　また、本発明の第７または第８の手段によれば、蛍光体の分布が１層状に集約限定され
るため、蛍光体による光の散乱回数が減少し、光の取り出し効率が向上すると共に、その
散乱回数（∝蛍光体による波長変換が起る確率）も出射角によらず概ね均一化されるため
、１つの発光ドットにおける発光色が、光取り出し面上における二次元分布において均一
化されやすくなる。逆に言えば、封止樹脂中に均一に蛍光体を分布させた場合、ＬＥＤの
発光光軸から離れた角度で出射される光ほど、蛍光体によって高い確率で散乱（波長変換
）されていてるので、その光の色は元のＬＥＤの発光色からは遠ざかる。
　また、この様な構成に従えば、用いる蛍光体の量を最小限に抑えることができる。
【００４１】
　また、本発明の第９の手段によれば、各ＬＥＤの発光輝度の制御を行う給電駆動制御回
路などを同一の配線基板上に組み付ける場合に、それらの給電配線などの取り回し形態に
関する自由度が効果的に向上する。このため、給電駆動制御回路などをも含めた装置全体
の小形化や、或いは搭載されるＬＥＤの素子数の拡大などをも効果的に促進することがで
きる。
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【００４２】
　また、本発明の第１０の手段によれば、周知の感光性ペースト法に基づいて、一面の光
取り出し面を構成する上記の透光性ガラス板の上に上記の遮光性隔壁を極めて高精度に形
成することができる。また、この遮光性隔壁を黒色又は暗色にすることによって、遮光性
隔壁が奏するべき遮光作用を良好に確保することができる。
　このため、本発明の第１０の手段によれば、視認性（コントラスト）が良好な所望の小
形のＬＥＤ発光表示装置を容易かつ高品質に歩留りよく製造することができる。
【００４３】
　また、特に、本発明の第１１の手段によれば、透明な有機溶剤などの有機成分に黒色ま
たは暗色の顔料を混ぜ合わせなくても、用いる無機微粒子自身が焼成（熱処理）によって
黒色または暗色を呈する様に変化する。したがって、この場合、用いる感光性ペーストを
透光性の高いものにすることができるため、上記のペースト塗布工程において感光性ガラ
スペーストを厚く塗布しても、その後の露光工程においては、その塗布層の深部にまで露
光光を十分確実に当てることが可能となる。このため、本発明の第１１の手段によれば、
遮光性隔壁のアスペクト比を効果的に向上させることができ、よって、上記の第１０の手
段を繰り返し用いる必要がなくなるか、その繰り返し回数を効果的に削減することが可能
となる。
【００４４】
　また、本発明の第１２の手段によれば、ＬＥＤを有する配線基板と上記の透光性ガラス
板との接合、接着は、ＬＥＤを封止するための封止樹脂によって行うことができるので、
簡単に所望の発光表示装置を構成することができる。
【００４５】
　また、本発明の第１３乃至第１５の何れか１つの手段によれば、例えば、青色発光のＬ
ＥＤや紫外線発光のＬＥＤなどの唯一色のＬＥＤを用いた場合にも、白色または混合色の
発光表示を実現することができる。また、これらの蛍光体の蛍光色の組み合わせは任意で
あるから、所望の発光色を実現することもできる。
【００４６】
　また、特に、本発明の第１３または第１５の手段によれば、蛍光体の分布が薄い１層状
に集約限定されるため、蛍光体による光の散乱回数が減少し、光の取り出し効率が向上す
ると共に、その散乱回数（∝蛍光体による波長変換が起る確率）も出射角によらず概ね均
一化される。このため、これらの方法に従えば、１つの発光ドットにおける発光色が、光
取り出し面上における二次元分布において均一化されやすくなる。逆に言えば、封止樹脂
中に均一に蛍光体を分布させた場合には、ＬＥＤの発光光軸から離れた角度で出射される
光ほど、蛍光体によって高い確率で散乱（波長変換）されていてるので、その光の色は元
のＬＥＤの発光色からは遠ざかる。また、本発明の第１３または第１５の手段によれば、
用いる蛍光体の量を必要最小限に抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　なお、上記の透光性ガラス板内での光の反射を減衰させるためには、有色ガラスを用い
ることがより望ましい。また、上記の透光性ガラス板の有色化は、表示部の外部からの入
射光の反射を装置内部に留めることによって、発光表示の視認性を高めるためにも有効で
ある。
　また、上記の透光性ガラス板の表示面（光取り出し面）には、一般のテレビ、パーソナ
ルコンピュータ、カーナビゲーションシステム、携帯電話等の液晶ディスプレー装置に用
いられているものと同等の光拡散フィルムなどを用いてもよい。これによって、表示面を
斜視した場合にも、高い視認性を得ることが可能となる。
【００４８】
　また、本発明に用いる感光性ペーストの無機微粒子としては、例えばガラスやセラミッ
ク（アルミナ、コーディライトなど）などを用いることができ、特に、ケイ素酸化物、ホ
ウ素酸化物、または、アルミニウム酸化物を必須成分とするガラスやセラミックスが望ま
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しい。これらの無機微粒子の粒子径は、作製しようとするパターンの形状を考慮して選ば
れるが、体積平均粒子径（Ｄ５０）が、１～１０μｍであることが望ましく、より望まし
くは、１～５μｍである。Ｄ５０を１０μｍ以下とすることで、表面凸凹が生じるのを防
ぐことができる。また、１μｍ以上とすることで、ペーストの粘度調整を容易にすること
ができる。さらに、比表面積０．２～３ｍ2 ／ｇのガラス微粒子を用いることが、パター
ン形成において、特に望ましい。
　また、これらの無機微粒子として、熱軟化温度が３５０℃～６００℃のガラス微粒子を
６０重量％以上含む無機微粒子を用いることが望ましい。また、熱軟化温度が６００℃以
上のガラス微粒子やセラミック微粒子を添加することによって、焼成時の収縮率を抑制す
ることができる。その量は、４０重量％以下が望ましい。
【００４９】
　また、特にガラス粉末としては、焼成時に透光性ガラス板にそりを生じさせないために
は線膨脹係数が５０×１０-7～９０×１０-7のガラス微粒子を用いることが望ましく、更
には、６０×１０-7～９０×１０-7のガラス微粒子を用いることが望ましい。
　また、これらのガラス微粒子に更に、酸化ビスマス、酸化鉛、酸化亜鉛のうちの少なく
とも１種類を合計で５～５０重量％含有させることによって、透光性ガラス板上にパター
ン加工するのに適した温度特性を有するガラスペーストを得ることができる。特に、酸化
ビスマスを５～５０重量％含有するガラス微粒子を用いると、ペーストのポットライフが
長いなどの利点が得られる。
【００５０】
　また、用いる有機成分としては、適当な有機溶媒に対して、感光性モノマー、感光性オ
リゴマー、感光性ポリマーのうちの少なくとも１種類から選ばれた感光性成分を含有させ
、更に、必要に応じて、光重合開始剤、光吸収剤、増感剤、増感助剤、重合禁止剤などを
添加するとよい。
【００５１】
　感光性ペーストの粘度は、有機溶媒により１万～２０万ｃｐｓ（センチ・ポイズ）程度
に調整することが望ましい。用いる有機溶媒としては、メチルセロソルブ、エチルセロソ
ルブ、ブチルセロソルブ、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、メチル
エチルケトン、ジオキサン、アセトン、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、イソブチ
ルアルコール、イソプロピルアルコール、テトラヒドロフラン、ジメチルスルフォキシド
、γ－ブチルラクトン、Ｎ－メチルピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ
－ジメチルアセトアミド、ブロモベンゼン、クロロベンゼン、ジブロモベンゼン、ジクロ
ロベンゼン、ブロモ安息香酸、クロロ安息香酸などが有用であり、本発明の有機成分とし
ては、これらのうちの１種以上を含有する有機溶媒混合物が用いられる。
【００５２】
　また、上記の感光性モノマーとしては、炭素－炭素不飽和結合を含有する化合物で、そ
の具体例としては、例えば、単官能および多官能性の（メタ）アクリレート類、ビニル系
化合物類、アリル系化合物類などを用いることができる。これらは１種または２種以上使
用することができる。
　また、これらの感光性モノマーのさらに具体的な例としては、単官能および多官能性の
（メタ）アクリレート類、ビニル系化合物類、アリル系化合物類などを挙げることができ
る。これらは１種または２種以上使用することができる。（メタ）アクリレート化合物と
しては、化学式（１）、（２）、（３）、（４）で示されるアルキル基を有するアクリル
化合物またはメタアクリル化合物が望ましく用いられる。
【００５３】
（（メタ）アクリル化合物）
　　CH2=CR3COO-R4 　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
　　CH2=CR3COO-R4-OCOCHR1=CH2 　　　　　　　　　　…（２）
　　CH2=CR3COO-R5-OCO-R6-COO-R5-OCOCHR3=CH2 　　　…（３）
　　(CH2=CR3COO-(CH2CHR6O)m)n-R7　　　　　　　　　…（４）



(12) JP 2008-129043 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

　ただし、ここで、Ｒ3 およびＲ6 は水素またはメチル基またはメチレン基、Ｒ4 は炭素
数１～２０のアルキル基またはアルキレン基、Ｒ5 は炭素数３以上のヒドロキシアルキレ
ン基、Ｒ7 は炭素数１～２０のアルキル基、アリール基、アラルキル基、ｍは０～３０の
整数、ｎは３～６の整数である。ただし、用いるモノマーはこれらに限定されるものでは
ない。
【００５４】
　また、上記の感光性オリゴマーや上記の感光性ポリマーとしては、炭素－炭素２重結合
を有する化合物のうちの少なくとも１種類を重合して得られるオリゴマーやポリマーを用
いることができる。ポリマーやオリゴマーに不飽和カルボン酸などの不飽和酸を共重合す
ることによって、感光後の現像性を向上することができる。
【００５５】
　更に、上記の光重合開始剤の具体的な例としては、ベンゾフェノン、Ｏ- ベンゾイル安
息香酸メチル、４，４－ビス（ジメチルアミノ）ベンゾフェノン、４，４－ビス（ジエチ
ルアミノ）ベンゾフェノン、４，４－ジクロロベンゾフェノン、４－ベンゾイル－４－メ
チルフェニルケトン、ジベンジルケトン、フルオレノン、２，３－ジエトキシアセトフェ
ノン、２，２－ジメトキシ－２－フェニル－２－フェニルアセトフェノンなどが挙げられ
る。これらを１種または２種以上使用することができる。光重合開始剤は、感光性成分に
対し、望ましくは０．０５～１０重量％の範囲で添加され、より望ましくは、０．１～５
重量％の範囲で添加される。重合開始剤の量が少な過ぎると、光感度が低下する傾向にあ
り、光重合開始剤の量が多すぎると、露光部の残存率が小さくなり過ぎる傾向にある。
【００５６】
　また、光吸収剤を添加することも有効である。紫外光や可視光の吸収効果が高い化合物
を添加することによって、高アスペクト比、高精細、高解像度が得られる。光吸収剤とし
ては、有機系染料からなるものが望ましく用いられる、具体的には、アゾ系染料、アミノ
ケトン系染料、キサンテン系染料、キノリン系染料、アントラキノン系染料、ベンゾフェ
ノン系染料、ジフェニルシアノアクリレート系染料、トリアジン系染料、ｐ－アミノ安息
香酸系染料などを使用することができる。
【００５７】
　また、感度を向上させるために添加される増感剤の具体例としては、例えば、２，４－
ジエチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、２，３－ビス（４－ジエチルア
ミノベンザル）シクロペンタノン、２，６－ビス（４－ジメチルアミノベンザル）シクロ
ヘキサノンなどが挙げられる。これらの増感剤は、２種以上を同時に使用することもでき
る。
【００５８】
　これらの原材料から作ることができる感光性ペーストは、通常、上記の無機微粒子や有
機成分を所定の組成になるように調合した後、３本ローラーや混練機で均質に混合分散し
作製する。
　また、これらの感光性ペーストを塗布する方法としては、スクリーン印刷法、バーコー
ター法、ロールコータ法、ドクターブレード法などを用いることができる。この時、塗布
厚さは、塗布回数、スクリーンのメッシュ、ペーストの粘度を選ぶことによって調整する
ことができる。いずれの場合においても、塗布厚さは、所望の隔壁の高さとペーストの焼
成収縮率を考慮して決めることができる。また、感光性ペーストを塗布する前に、塗布面
の表面処理を行って接着性を向上させることが有効である。このような表面処理にはシラ
ン系カップリング剤や金属アルコキシ化合物などが有用である。
【００５９】
　感光性ペーストを塗布した後は、該塗布領域を通風オーブン、ホットプレート、ＩＲ炉
などを用いて十分に乾燥させて、感光性ペーストの塗布膜を形成することが望ましい。
　続いて、露光装置を用いて露光を行う。露光は、通常のフォトリソグラフィ法で行われ
るように、フォトマスクを用いてマスク露光する。この際使用される活性光源は、例えば
、可視光線、近紫外線、紫外線、電子線、Ｘ線、レーザ光などが挙げられる。これらの中
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で紫外線が最も望ましく、その光源として、例えば、低圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水
銀灯、ハロゲンランプ、殺菌灯などが使用できる。これらのなかでも超高圧水銀灯が好適
である。
【００６０】
　露光条件は、塗布厚みによって異なるが、１～１００ｍＷ／ｃｍ2 の出力の超高圧水銀
灯を用いて０．１～１０分間露光を行う。更に望ましくは、５～３０ｍＷ／ｃｍ2 の出力
の超高圧水銀灯を用いて２０秒～５分間露光を行うのが望ましい。露光の際、ペースト塗
布膜とフォトマスクを密着して行う方法と一定の間隔をあけて行う方法（プロキシミティ
露光）のいずれを用いてもよい。
　この際、用いるフォトマスクパターン、フォトマスクの線幅によって、形成される隔壁
パターン形状、および隔壁の幅が決定される。ただし、ここで言うフォトマスクの線幅と
は、スリット部分、すなわち光が透過する部分のストライプ幅のことである。
【００６１】
　感光性ペーストの塗布膜から露光・現像の工程を経て形成された隔壁パターンは次に焼
成炉で焼成されて、有機成分を熱分解して除去し、同時に無機微粒子成分中の低融点ガラ
スを溶融させて無機質の隔壁を形成する。焼成雰囲気や温度は、ペーストや基板の特性に
よって異なるが、通常は、空気中で焼成される。焼成炉としては、バッチ式の焼成炉やベ
ルト式の連続型焼成炉を用いることができる。
【００６２】
　バッチ式の焼成を行うには通常、隔壁パターンが形成されたガラス基板を室温から５０
０℃程度まで数時間掛けてほぼ等速で昇温した後、焼成温度として設定された５００～５
８０℃に６０分～５時間で上昇させて、約１０～３０分間保持して焼成を行う。焼成温度
は用いるガラス基板のガラス転移点より低くなければならないので自ずから上限が存在す
る。即ち、焼成温度が高すぎたり、焼成時間が長すぎたりすると隔壁の形状にダレなどの
欠陥が発生するため、注意を要する。また、有機成分に含まれる感光性モノマー、感光性
オリゴマーもしくはポリマー、種々の添加剤の熱分解特性とガラス粉末成分の熱特性が不
釣り合いになると、隔壁が褐色に着色したり、隔壁が基板から剥がれたりする欠陥が発生
する場合があるため、注意を要する。
【００６３】
　なお、特に、遮光性隔壁の構造を段差（壁幅差）を持つ２段構造に形成する場合には、
露光された１層目の感光性ペースト塗布膜上に、さらに感光性ペーストを塗布、乾燥し、
２層目の感光性ペースト塗布膜を形成する。
　また、少なくとも２層目の感光性ペーストに焼成して黒色を呈するものを用いることに
より、コントラストを向上させることができる。感光性ペーストが焼成して黒色を呈する
様にするには、Ｒｕ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕの金属もしくはそれらの酸化
物を合計で１～１５重量％含有するガラスを用いると良い。また、ガラス粉末に黒色金属
又は金属酸化物を付着させるか、または被服させても良い。また、１層目の感光性ペース
ト塗布膜を露光・現像して隔壁パターンの一部を形成した後に、２層目の感光性ペースト
を塗布し、露光・現像して隔壁を形成しても良い。
【００６４】
　以下、前述の本発明の第１１の手段を採用するに際しての、更により望ましい実施様態
について詳しく説明する。
　まず最初に、可用な低融点ガラス粉末としては、通常、隔壁がガラス基板上に形成され
ることを考慮し、ガラス転移点４００～５５０℃、荷重軟化点（屈伏点とも云う）４５０
～６００℃であることが望ましい。更に、荷重軟化点を４５０℃以上とすることで、隔壁
形成後の工程において隔壁が変形することがなく、また、軟化点を６００℃以下とするこ
とで、焼成時に溶融し強度の高い隔壁を得ることができる。また、低融点ガラスの平均屈
折率は、感光性ペーストにおける感光性有機成分の平均屈折率との整合をとり、露光光の
散乱を抑えるために、１．５～１．６５の範囲内とすることが望ましい。
【００６５】
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　上記の特性を満たす低融点ガラス粉末は、例えば酸化物換算表記で示せば以下の様な組
成となる。
（低融点ガラス粉末の組成；酸化物換算表記）
（１）酸化リチウム　　　　３～１５重量％
（２）酸化珪素　　　　　１０～３０重量％
（３）酸化ホウ素　　　　２０～４０重量％
（４）酸化バリウム　　　　２～１５重量％
（５）酸化アルミニウム　１０～２５重量％
【００６６】
　例えば、酸化リチウムを３～１５重量％含有することによって、ガラスの荷重軟化点、
熱膨張係数のコントロールが容易になるだけでなく、ガラスの平均屈折率を低くすること
ができる。このため、有機物との屈折率差を小さくすることが容易になる。また、酸化リ
チウム等のアルカリ金属の酸化物の添加量はペーストの安定性を向上させるためには、１
５重量％以下が望ましく、より望ましくは８重量％以下である。
【００６７】
　酸化珪素は１０～３０重量％の範囲で配合することが望ましい。１０重量％以上とする
ことによりガラス層の緻密性、強度や安定性を向上させ、また熱膨張係数がガラス基板の
値に近いものとなり、従ってガラス基板とのミスマッチによっる剥離などを防ぐことがで
きる。３０重量％以下にすることによって、荷重軟化点が低くなり、ガラス基板への焼き
付けが可能になるなどの利点がある。
　また、酸化ホウ素は２０～４０重量％の範囲で配合することが望ましい。４０重量％以
下とすることでガラスの安定性を保つことができる。２０重量％以上とすることで強度や
ガラスの安定性を向上させることができる。
【００６８】
　また、酸化バリウムは２～１５重量％の範囲で用いることが望ましい。２重量％以上と
することでガラス焼き付け温度および電気絶縁性を制御できる。また、１５重量％以下と
することで隔壁層の安定性や緻密性を保つことができる。
　また、酸化アルミニウムは１０～２５重量％で望ましく用いられ、ガラスの歪み点を高
めたり、ガラス組成の安定化やペーストのポットライフ延長のために添加される。１０重
量％以上とすることで、隔壁層の強度を向上させることができる。２５重量％以下とする
ことで、ガラスの耐熱温度が高くなり過ぎてガラス基板上に焼き付けが難しくなることを
防ぎ、また、緻密な隔壁層を５８０℃以下の温度で得ることができる。
【００６９】
　更に、上記の組成には示さなかったが、ガラスを溶融しやすくすると共に熱膨張係数を
制御するために望ましく酸化カルシウムあるいは酸化マグネシウムが加えられることがあ
る。その配合範囲は、酸化カルシウムが２～１０重量％、酸化マグネシウムが１～１０重
量％とすることが望ましい。
　なお、低融点ガラス粉末は、ペースト形成時の充填性および分散性が良好で、ペースト
の均一な厚さでの塗布が可能であると共にパターン形成性を良好に保つためには、平均粒
子径が１～７μｍであり、最大粒子径が４０μｍ以下であることが望ましい。
【００７０】
　用いる感光性ペーストとしては、焼成後に黒色に変化することが重要である。これは、
焼成後に黒色に変化しないと、例えば露光時に高透過性を期して透明な感光性ペーストを
使用しても焼成後にディスプレイのコントラスト向上を達成することができず、一方、焼
成前から黒色を呈する感光性ペーストを使用しても、露光光を吸収してしまい良好なパタ
ーニング性を得ることができないためである。焼成後に呈する黒色は、ＸＹＺ表色系にお
けるＹ値で１５以下、さらには６以下、またさらには３以下であることが望ましい。また
、反射ＯＤ値としては１．３以上、さらには１．５以上、またさらには１．６以上である
ことが望ましい。ここで反射ＯＤ値は、入射光強度をＩ0 とし、反射光強度をＩとした場
合に、－ｌｏｇ（Ｉ／Ｉ0 ）で定義される値である。
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【００７１】
　焼成後に黒色に変化するという特性は、焼成により黒色の酸化物に変換する化合物を感
光性ペーストに含有させることによって達成することができる。このような化合物として
は、例えばＲｕ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｃｕの化合物の群から選ばれた少なく
とも一種を含むことが望ましい。これらの化合物は熱分解・酸化されてそれぞれの酸化物
、即ち、酸化ルテニウム、酸化マンガン、酸化ニッケル、酸化クロム、酸化鉄、酸化コバ
ルト、または酸化銅となって、黒色に変化する。
　また、これらの化合物は特に限定されるものではないが、上記の金属（Ｒｕ，Ｍｎ，Ｎ
ｉ，Ｃｒ，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｃｕ）のアルコキシド誘導体類、β－ジケトン類の錯体、β－ケ
ト酸エステル類の錯体、有機カルボン酸誘導体類などを用いてもよい。
【００７２】
　可溶なアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ｎ－プロポキシ基、イソプロ
ポキシ基、ｎ－ブトキシ基、ｓｅｃ－ブトキシ基、ｔ－ブトキシ基、ｎ－ペントキシ基、
ｔ－ペントキシ基、ｎ－ヘキソキシ基、ｎ－ヘプトキシ基、ｎ－オクトキシ基などを挙げ
ることができる。また、β－ジケトン類、β－ケト酸エステル類の具体例としては、アセ
チルアセトン、ベンゾイルアセトン、ジベンゾイルメタン、メチルアセトアセテート、エ
チルアセトアセテート、ベンゾイルアセトアセテート、エチルベンゾイルアセテート、メ
チルベンゾイルアセテートなどが挙げられる。
　金属アルコキシド類では、加水分解および重縮合を経て形成されたゲル状物が焼成工程
で金属酸化物に変換してガラスやセラミックスになることが知られている。これらの成分
も、類似の化学変化を経て、目的とする金属酸化物を形成するものと推定される。
【００７３】
　なお、本発明を具体的に実施する際に応用することができるこれらの所謂感光性ペース
ト法（または感光性ガラスペースト法）については、例えば下記の参考文献１～１０など
を参考にすることができる。これらの公知技術は、従来より専ら、プラズマディスプレイ
パネルや、電子放出素子を用いた画像形成装置などの製造工程に用いられてきた経緯を有
する技術ではあるが、しかしながら、これらの従来技術は、上記の本発明の手段に基づい
て適宜応用することによって、本発明のＬＥＤ発光表示装置の設計及び製造においても、
本発明の作用に基づいて、部分的には十分に有効利用し得るものである。
【００７４】
（参考文献１）特開平１１－３１４９３７号公報
（参考文献２）特開２０００－１４９７８２号公報
（参考文献３）特開２０００－２８４４７１号公報
（参考文献４）特開２０００－３４７３９４号公報
（参考文献５）特開２００１－０９２１１９号公報
（参考文献６）特開２００２－０４９１４６号公報
（参考文献７）特開２００３－１８６２０７号公報
（参考文献８）特開２００４－２６５８６７号公報
（参考文献９）特開２００４－３０３５５０号公報
（参考文献１０）特開２００６－２２２０７５号公報
【００７５】
　即ち、これらの参考文献からは、上記の本発明の第１０または第１１の手段などで適用
される感光性ペースト法に関して、例えば下記項目（１）～（５）などの具体例、適正範
囲、または具体的な実施条件等を詳しく知ることができる。
（１）可用または望ましい無機微粒子の種類と、粒子径の適正範囲や望ましい粒度分布
（２）可用または望ましい有機成分の種類
（３）可用または望ましい現像液の種類
（４）望ましい露光処理条件（波長、時間など）
（５）望ましい焼成処理条件（温度、時間など）
【００７６】
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　以下、本発明を具体的な実施例に基づいて説明する。
　ただし、本発明の実施形態は、以下に示す個々の実施例に限定されるものではない。
【実施例１】
【００７７】
　図１に本実施例１のＬＥＤ発光表示装置１００の断面図を示す。当該表示装置１００の
表示部の表示面（光取り出し面）は、高軟化点のガラスからなる若干灰色をおびた平板状
の有色の透光性ガラス板１１０からなり、その厚さは約１ｍｍである。また、遮光性隔壁
１２０は、この透光性ガラス板１１０の裏面１１０ａ上に感光性ペースト法によって焼成
されたものであり、黒色のガラスから形成されている。この焼成によって、遮光性隔壁１
２０は、透光性ガラス板１１０の裏面１１０ａに対して垂直に融着接合されている。上記
の遮光性隔壁１２０のｘ軸方向における厚さｔx は約１００μｍであり、その配設周期Ｌ

x は約６００μｍであり、ｚ軸方向の高さｈは約６００μｍである。
　青色発光のＬＥＤ３０は、シリコン（Ｓｉ）を高濃度に添加したバルク状のＧａＮ単結
晶からなる結晶成長基板３１の上に、ｐコンタクト層や発光層などを含む複層構造の半導
体結晶層３２を結晶成長によって積層して形成したものであり、その大きさは、縦、横（
Ｄx ）、高さがそれぞれ、約３００μｍ、約３００μｍ、及び約４５０μｍである。
　また、各電極については、金属層Ｍ１がｎ電極を構成し、金属層Ｍ２が透光性のｐ電極
を構成している。これらの金属層は、半導体との密着性、オーミック特性、電気伝導度な
どを考慮して、例えば特許文献７などにも例示がある様に、それぞれ複層構造に形成する
ことが望ましい。
【００７８】
　プリント配線基板４０は、樹脂基板４１の表に金属配線層４ａ、４ｂを、裏面に金属配
線層４ｃをそれぞれ形成したものであり、その表側を示せば、図２の様に構成されている
。即ち、図１は、ＬＥＤ発光表示装置１００の一部分を、平面：ｙ＝ｘに対して平行な断
面αをｙ軸方向に斜視した時の断面図であり、樹脂基板４１の上面４１ａには、図２に示
す様に、金属被膜不蒸着領域φを除いた略全面に金属配線層４ａまたは金属配線層４ｂが
積層されている。また、本図２には、点線で遮光性隔壁１２０とＬＥＤ３０の各接合位置
を示した。この図２からも分かる様に、上記の遮光性隔壁１２０は、縦横同周期の格子状
に形成されている。
　ただし、図２における金属被膜不蒸着領域φや金属配線層４ｂやビアホールＢＨの各外
周は、正方形に形成されているが、これらは勿論円形などに形成してもよい。
【００７９】
　このＬＥＤ発光表示装置１００は、裏面の金属配線層４ｃを除いた部分が、ｘ軸方向及
びｙ軸方向において周期的に、かつ、断面αに対して略面対称形に形成されている。ただ
し、各方向における各配設周期Ｌx ，Ｌy の繰り返し回数は、それぞれ任意でよい。
　また、ビアホールＢＨには、半田ｄ１が満たされており、この半田ｄ１によって、樹脂
基板４１の裏面の金属配線層４ｃと表側の金属配線層４ｂとが電気的に接続されている。
裏面の金属配線層４ｃは、個々のＬＥＤ３０の輝度を各々制御する任意のＬＥＤ駆動回路
に接続することができる。
【００８０】
　図１の実装基板１０１は、この様なプリント配線基板４０の上に、半田ｄ２とボンディ
ングワイヤーｂｗとを用いてＬＥＤ３０を、図２に示す各搭載箇所にそれぞれ接続したも
のである。勿論、各ＬＥＤ３０は遮光性隔壁１２０によって格子状に形成された各枠内に
１つずつ搭載する。これにより、ｘ軸方向にｊ個、ｙ軸方向にｋ個それぞれ配列すれば、
ｊ×ｋ個の行列状に全ＬＥＤを二次元配列することができる。
【００８１】
　また、以下では、上記の透光性ガラス板１１０と遮光性隔壁１２０との複合体をキャッ
プ１０２と言う。本実施例１のＬＥＤ発光表示装置１００は、このキャップ１０２の遮光
性隔壁１２０が形成されている側（裏面１１０ａ）を上向きにして、遮光性隔壁１２０に
よって形成される各格子の枠内に、液状の封止樹脂５０を流し込み（ポッティング工程）
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、それらの遮光性隔壁１２０の上に実装基板１０１を、図２で図示する接合位置に位置合
わせしつつ被せて、この両者（１０１，１０２）を接合することによって形成されたもの
である。このポッティング及びその後の硬化処理（第２の熱処理工程）によって、透光性
の封止樹脂５０は、遮光性隔壁１２０によって側方から囲い込まれて拘持されつつＬＥＤ
３０を封止している。このため、各ＬＥＤ３０とそれを封止する封止樹脂５０から構成さ
れる各発光ドットは、遮光性隔壁１２０が形成する格子状の各枠体でそれぞれ個別に隔離
されている。これらの各発光ドットは、上記の様に二次元配列されることによって、ドッ
トマトリックスを構成するものであり、所望の発光表示を実現する上での輝度制御の制御
単位になっている。
　また、透光性ガラス板１１０の内壁面（裏面１１０ａ）上の蛍光層５０ａは、青色光を
黄色光に波長変換する蛍光体の粒子を、液状の封止樹脂５０が硬化される前に薄い層状に
自然に沈降させて形成したものである。
【００８２】
　以下、このＬＥＤ発光表示装置１００の製造工程について、詳しく説明する。本装置１
００は、以下の手順に従って製造することができる。
（１）感光性ガラスペーストの製造工程
　ガラス転位点４００℃～５５０℃、荷重軟化点４５０℃～６００℃の透光性の低融点ガ
ラスの粉末からなる無機微粒子を、Ｒｕ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、または
これらの金属の酸化物が合計１～１５重量％の比率で含有、付着または被覆されたガラス
粉末か、或いは、Ｒｕ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、またはＣｕからなる金属の酸化
物を有する１０～５０重量％のフィラーと、５０～９０重量％のガラス粉末との混合物か
ら構成する。そして、この無機微粒子と所定の感光性有機成分（即ち、有機溶剤に、感光
性モノマー、光重合開始剤、光吸収剤、増感剤、増感助剤、及び重合禁止剤を混合したも
の）とを調合して感光性ペーストを製造する。ただし、無機微粒子の平均粒子径は、１～
７μｍの間とし、最大粒子径は４０μｍ以下とする。
【００８３】
　なお、焼成により黒色の酸化物に変換する有機金属化合物を用いる場合には、その含有
量は溶媒を除した状態の感光性ペーストに対して６～３０重量％であることが望ましい。
６重量％以上とすることで、焼成後の反射率低下の効果を得ることができる。また、３０
重量％以下とすることで、ペースト塗布膜の状態で光透過を阻害せずパターニング性を保
つことができる。
【００８４】
（２）ペースト塗布工程
　一連の光取り出し面を構成する透光性ガラス板１１０の片面（裏面１１０ａ）に、上記
の感光性ペーストを層状に塗布し、その後、該塗布領域を通風オーブンなどを用いて十分
に乾燥させる。なお、感光性ガラスペーストを塗布する方法は任意でよい。
【００８５】
（３）露光工程
　この感光性ガラスペーストが塗布された領域の内の、目的とする遮光性隔壁を形成すべ
き箇所にのみ選択的に可視光、紫外線、または近赤外光を当てる。これらの工程は、周知
のフォトリソグラフィ法に基づいて実施することができる。ただし、これらの中で紫外線
が最も望ましく、その光源としては例えば超高圧水銀灯などが好適である。
　露光条件は、塗布厚みによって異なるが、５～３０ｍＷ／ｃｍ2 の出力の超高圧水銀灯
を用いて２０秒～５分間露光を行う。
【００８６】
（４）現像工程
　上記の露光工程において露光されなかった領域を占める上記の感光性ガラスペーストを
現像処理によって流し落とす。これらの工程は、周知のフォトリソグラフィ法に基づいて
実施することができる。即ち、露光後、露光部分と未露光部分の現像液に対する溶解度差
を利用して現像処理を行う。
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　この場合、浸漬法、スプレー法、またはブラシ法などを用いることができる。また、特
に、感光性ペーストが側鎖にカルボキシル基を有する場合には、アルカリ水溶液での現像
が可能になる。アルカリとしては、有機アルカリ水溶液を用いた方が焼成時にアルカリ成
分を除去し易いので望ましい。有機アルカリとしては、アミン化合物を用いることができ
る。具体的には、テトラメチルアンモニウムヒドロキサイド、トリメチルベンジルアンモ
ニウムヒドロキサイド、モノエタノールアミン、ジエタノールアミンなどがあげられる。
アルカリ水溶液の濃度は通常０．０５～１重量％、より望ましくは０．１～０．５重量％
である。アルカリ濃度が低すぎれば可溶部が完全に除去されず、アルカリ濃度が高すぎれ
ば、露光部のパターン（遮光性隔壁１２０）を剥離させたり、侵食したりする恐れが生じ
得るので注意を要する。
　なお、現像時の温度は、２０～５０℃で行うことが工程管理上望ましい。
【００８７】
（５）焼成工程（第１の熱処理工程）
　上記の現像処理によって、透光性ガラス板の上記片面上に残った感光性ペーストを熱処
理して無機微粒子を焼成することによって、その片面（裏面１１０ａ）上に上記の遮光性
隔壁１２０を形成する。焼成雰囲気や温度は、ペーストや基板の特性によって異なるが、
通常は、空気中で焼成される。勿論、焼成温度は、透光性ガラス板１１０のガラス転移点
より低くなければならない。焼成炉としては、バッチ式の焼成炉やベルト式の連続型焼成
炉を用いることができる。バッチ式の焼成を行うには通常、隔壁パターンが形成されたガ
ラス基板を室温から５００℃程度まで数時間掛けてほぼ等速で昇温した後、焼成温度とし
て設定された５００～５８０℃に６０分～５時間で上昇させて、約１０～３０分間保持し
て焼成を行う。
【００８８】
（６）ポッティング工程
　遮光性隔壁１２０が形成された透光性ガラス板１１０の裏面１１０ａを上向きにして、
遮光性隔壁１２０が構成する各枠内に液状の封止樹脂５０を注入する。この時、液状の封
止樹脂５０には、青色光を黄色光に変換する蛍光剤（ＹＡＧ系蛍光体）を、ダマなどが形
成されずに略均一に分布する様に、注意して混入、攪拌しておく。
　ただし、この蛍光体の種類としては、用いるＬＥＤの発光波長に応じて、任意の蛍光色
を呈するものを使用することもできる。
【００８９】
（７）接合工程
　ＬＥＤ３０が二次元配列されて接続された実装基板１０１の上面４１ａを下方に向けて
ＬＥＤ３０がそれぞれ上記の各枠内の所定の配設位置（図２）に位置付けされる様に位置
合わせしつつ、その実装基板１０１を遮光性隔壁１２０の上に乗せる。これによって、透
光性ガラス板１１０を有するキャップ１０２と、配線基板４０を有する実装基板１０１と
を正しい位置関係に接合することができる。
【００９０】
（８）蛍光体沈降工程
　次いで、そのまま、裏面１１０ａを上向きにしておくことによって、遅くとも下記の樹
脂硬化工程（第２の熱処理工程）を実施する前までに、上記の蛍光体を液状の封止樹脂５
０内において層状に沈降させる。ただし、この沈降は、できるだけ均一に薄く堆積させる
ことが望ましい。
（９）樹脂硬化工程（第２の熱処理工程）
　最後に、熱処理によって上記の封止樹脂５０を硬化させる。硬化温度と硬化時間は、用
いる封止樹脂５０の材料特性に応じて最適化すればよい。
【００９１】
　以上の手順に従えば、樹脂基板４１の裏面の金属配線層４ｃに対して、個々のＬＥＤ３
０の輝度を各々制御する任意のＬＥＤ駆動回路に接続することによって、所望の文字、記
号、または図柄を構成して表示することができる。ただし、この輝度制御は、極めて単純



(19) JP 2008-129043 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

なＯＮ／ＯＦＦ制御による二値的な制御であってもよいし、周知のＬＥＤ駆動回路などに
基づいて段階的に輝度制御を行うものであってもよい。
【００９２】
　そして、例えば以上の様にして製造することができる本発明の表示装置（ＬＥＤ発光表
示装置１００）によれば、良好な遮光作用を供する微細な遮光性隔壁を有するＬＥＤ発光
のマトリックス表示装置を容易、高精度、かつ高品質に小形化することができると共に、
その遮光性隔壁の遮光作用により同時に高い視認性（コントラスト）を実現することがで
きる。
【実施例２】
【００９３】
　図３に本実施例２のＬＥＤ発光表示装置２００の平面図を示す。当該表示装置２００は
、数値表示を行うためのものであり、プリント配線基板１は、絶縁性基板の上にプリント
配線を施したものである。ただし、本プリント配線基板１上におけるプリント配線の配線
パターン構成については図４－Ａ，－Ｂに図示し、本図３では省略した。このＬＥＤ発光
表示装置２００は、８の字型或いは日の字型に構成された計３つの算用数字表示ユニット
α，β，γを左から順に並べたもので、各算用数字表示ユニットはそれぞれ、７つの長細
い六角形の発光セグメント１０から構成されている。各発光セグメント１０には、それぞ
れ２つずつＬＥＤ３が配設されており、一つの発光セグメント１０に用いられるその２つ
のＬＥＤ３は同時に点灯及び消灯するが、複数あるこれらの発光単位（各発光セグメント
１０）の点灯及び消灯は、それぞれ互いに独立に駆動制御される。このため、このＬＥＤ
発光表示装置２００を用いれば、１桁、２桁、または３桁の任意の整数を該表示部に表示
することができる。
【００９４】
　図４－Ａ，－Ｂに、このＬＥＤ発光表示装置２００の発光セグメント１０の平面図と断
面図をそれぞれ示す。ただし、図４－Ｂは、図４－ＡのＡＡ′断面を示している。また、
図４－Ｂに図示した絶縁被膜ｆや封止樹脂７やボンディングワイヤー６などは、図４－Ａ
においては、あえて記載していない。プリント配線２ａ，２ｂは、プリント配線基板１上
にプリントされた薄板状の銅箔から形成されている。これらの配線（プリント配線２ａ，
２ｂ）は、２つのＬＥＤ３に対する給電経路を確保するためのものであるが、同時に光反
射部材をも兼ねて構成されている。
【００９５】
　感光性ペースト法によって焼成されたガラスからなる黒色の遮光性枠体４は、有色のス
モークガラスＳＭＧの裏面上に垂直に立脚して接合されている。この隔壁（遮光性枠体４
）は、本発明の請求項１１の手段によって形成することができる。また、図３の様な表示
形態であれば、遮光性枠体４の厚さは、１ｍｍ～２ｍｍ程度に形成しても、特に当該表示
装置の小形化を阻害する恐れはない。また、当該表示装置が外圧や応力などを受け易い場
合には、その程度に壁厚を確保しておくことが、当該表示装置の機械的な強度の観点から
も望ましい場合がある。
【００９６】
　青色発光のＬＥＤ３は、図４－Ｂに示す様に、サファイア基板３ａの上に多層構造の半
導体結晶層３ｂを積層したものであり、更にこの半導体結晶層３ｂ自身は、 III族窒化物
系化合物半導体の結晶層を多重に積層したものからなる。サファイア基板３ａの裏面は、
半田５でプリント配線２ｂ上に接合されている。即ち、このＬＥＤ３は、フェイスアップ
型の青色発光の半導体発光素子からなり、そのｎ電極はボンディングワイヤー６で、プリ
ント配線２ｂに接続されている。また、そのｐ電極は他のボンディングワイヤー６で、プ
リント配線２ａに接続されている。
【００９７】
　２つのＬＥＤ３を囲い込む様に隔壁状に形成された黒色の遮光性枠体４は、封止樹脂７
を側方から囲い込んで拘持する様に配置されている。この封止樹脂７は、透明のエポキシ
樹脂またはシリコン樹脂からなり、請求項１４の手段によって形成することができる。即
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ち、この封止樹脂７は、遮光性枠体４からなる枠の内側の凹部からなるＬＥＤ搭載部にポ
ッティングによって注入したものであり、この封止樹脂７には、青色光を黄色光に変換す
る蛍光剤（ＹＡＧ系蛍光体）及び拡散剤が混入されている。このため、ＬＥＤ３から直接
出力される青色光と、蛍光体に衝突して黄色に変換されてから間接的に出力される黄色光
は、拡散剤で適度に拡散されて白色に混合されて発光セグメント１０の上方へ出力される
。
【００９８】
　なお、遮光性枠体４の直下におけるプリント配線基板１の上面の色は任意でよいが、プ
リント配線基板１の上面の色は、遮光性枠体４の枠内では白色または光沢色であることが
望ましく、遮光性枠体４の枠外では黒色または暗色であることが望ましい。例えば、図４
－Ｂの絶縁被膜ｆは、スクリーン印刷によって黒色に印刷された樹脂被膜からなるが、こ
のような反射防止膜を遮光性枠体４の枠外に配置することにより、発光セグメント１０の
視認性を効果的に向上させることができる。
【００９９】
　以上の様な構成に従えば、ＬＥＤ３からの発光は、隣の発光セグメント１０には漏れ難
くなるため、容易に視認性の高い良好なコントラストを実現することができる。また、発
光の一部は、光反射部材（銅製のプリント配線２ａ，２ｂ）によって反射されて上方に出
力されるので、同時に高輝度を実現することができる。
　また、これらの発光セグメント１０は、感光性ペースト法に基づいて、非常に高い密度
で配列させることも可能である。また、以上の様な構成に従えば、リードフレームなどが
必要なく、プリント配線基板１にＬＥＤ３を直接搭載（チップオンボード化）できるため
、所望の発光表示装置の薄型化を効果的に図ることができる。
【０１００】
〔その他の変形例〕
　本発明の実施形態は、上記の形態に限定されるものではなく、その他にも以下に例示さ
れる様な変形を行っても良い。この様な変形や応用によっても、本発明の作用に基づいて
本発明の効果を得ることができる。
【０１０１】
（変形例１）
　例えば、上記の実施例１では、ポッティングした液状の封止樹脂５０を硬化させる前に
、透光性ガラス板１１０を下側にして、その内壁面上に蛍光体の粒子を薄い層状に自然に
沈降させて、蛍光層５０ａを形成したが、この処理は、遠心分離機などを利用して強制的
に実施してもよい。その場合には、蛍光体の沈降過程に掛かる時間が大幅に短縮できると
共に、より高密度に蛍光層５０ａを形成することができる。
　また、蛍光体の粒子は、封止樹脂５０の略全体に分布させてもよい。また、封止樹脂５
０には、光拡散剤を略全体に分布させてもよい。
【０１０２】
（変形例２）
　また、実施例１のポッティング工程を実施する前に、遮光性隔壁１２０の側壁面や透光
性ガラス板１１０の内壁面（裏面１１０ａ）に蛍光剤を、任意の方法で薄く塗布する様に
してもよい。この場合には、更に蛍光剤の塗布工程が必要となるが、その代わりに、蛍光
剤を液状の封止樹脂に入れて、注意して十分に均一に攪拌混合する攪拌工程が必要なくな
る。ただし、光拡散剤を略全体に分布させたい場合には、同様の攪拌工程が必要となる。
【０１０３】
（変形例３）
　また、上記の実施例１では、発光ドットを碁盤目状に配列したが、これらの配列方法は
任意でよい。その他にも例えば、正六角形などを基調とするハニカム状に配列してもよい
し、正三角形などを基調として２次元配列してもよい。
【０１０４】
（変形例４）
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　また、用いるＬＥＤは、フェイスアップ型のものでもフェイスダウン型のものでもよく
、また、必ずしもワイヤーボンディングによって給電する必要もない。ワイヤーボンディ
ングの本数を減らすことは、装置の小形化を促進する上で有利となる。
　また、ＬＥＤの結晶成長基板は、必ずしも不純物添加のＧａＮバルク結晶などからなる
導電性基板である必要はなく、その他にも例えばサファイア基板などを用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明は、ＬＥＤを用いて構成される発光ドットを多数個二次元配列することによって
構成されるドットマトリックスによって表現される任意の表示用途に利用することができ
、例えば車両のフロントパネルの表示装置や、デジタル表示の腕時計や、家電製品の表示
部や、或いはモロクロテレビやフルカラーテレビなどのＬＥＤディスプレイヤに利用する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】実施例１のＬＥＤ発光表示装置１００の断面図
【図２】ＬＥＤ３０を実装する前の配線基板４０の平面図
【図３】実施例２のＬＥＤ発光表示装置２００の平面図
【図４－Ａ】ＬＥＤ発光表示装置２００のセグメント１０の平面図
【図４－Ｂ】ＬＥＤ発光表示装置２００のセグメント１０の断面図
【図５】特許文献７に記載の従来の発光装置（定着器）の断面図
【符号の説明】
【０１０７】
　１０　：　透光性ガラス板
　２０　：　遮光性隔壁
　３０　：　ＬＥＤ
　４０　：　配線基板
　５０　：　封止樹脂
１００　：　ＬＥＤ発光表示装置
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【図３】 【図４－Ａ】
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【図４－Ｂ】

【図５】



(24) JP 2008-129043 A 2008.6.5

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5F041 AA11  AA14  AA47  CA40  DA03  DA07  DA13  DA20  DA44  DA45 
　　　　 　　        DA72  DA75  DA82  DB05  DB08  EE25  FF04  FF05  FF06 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

