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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末を含有する封着材料において、
（１）ビスマス系ガラス粉末が、ガラス組成として、下記酸化物換算の質量％表示で、Ｂ
ｉ２Ｏ３　７６～９０％、Ｂ２Ｏ３　２～１２％、ＺｎＯ　１～２０％、ＣｕＯ　１～１
０％含有し、実質的にＰｂＯを含有せず、
（２）ビスマス系ガラス粉末の含有量が３５～９５体積％、耐火性フィラー粉末の含有量
が５～６５体積％であり、
（３）耐火性フィラー粉末が略球状であることを特徴とする封着材料。
【請求項２】
　ビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末を含有する封着材料において、
（１）ビスマス系ガラス粉末が、ガラス組成として、下記酸化物換算の質量％表示で、Ｂ
ｉ２Ｏ３　７６～９０％、Ｂ２Ｏ３　２～１２％、ＺｎＯ　１～２０％、ＣｕＯ　１～１
０％、Ｆｅ２Ｏ３　０．０１～３％含有し、実質的にＰｂＯを含有せず、
（２）ビスマス系ガラス粉末の含有量が３５～９５体積％、耐火性フィラー粉末の含有量
が５～６５体積％であり、
（３）耐火性フィラー粉末が略球状であることを特徴とする請求項１に記載の封着材料。
【請求項３】
　耐火性フィラー粉末の含有量が５～５０体積％であることを特徴とする請求項１または
２に記載の封着材料。
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【請求項４】
　ビスマス系ガラス粉末の密度が６．０ｇ／ｃｍ３以上であり、且つ耐火性フィラー粉末
の密度が３．０ｇ／ｃｍ３以下であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の
封着材料。
【請求項５】
　耐火性フィラー粉末がコーディエライトであることを特徴とする請求項１～４のいずれ
かに記載の封着材料。
【請求項６】
　耐火性フィラー粉末の平均粒子径Ｄ５０が０．５～３５μｍであることを特徴とする請
求項１～５のいずれかに記載の封着材料。
【請求項７】
　更に、結晶粉末として、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２の群から選ばれた
一種または二種以上を含有し、且つ該結晶粉末の平均一次粒子径Ｄ５０が１～１００ｎｍ
であることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の封着材料。
【請求項８】
　結晶粉末の含有量が０．０３～３体積％であることを特徴とする請求項１～７のいずれ
かに記載の封着材料。
【請求項９】
　耐火性フィラー粉末は、結晶化ガラス法で作製されていることを特徴とする請求項１～
８のいずれかに記載の封着材料。
が好ましい。
【請求項１０】
　セラミックパッケージの封着に用いることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載
の封着材料。
【請求項１１】
　耐火性フィラー粉末は、結晶性ガラス粉末に結晶粉末を添加した後に焼成し、得られた
焼成物を解砕して作製されていることを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の封
着材料。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、封着材料に関し、具体的にはセラミックパッケージ、プラズマディスプレイ
パネル（以下、ＰＤＰ）または有機ＥＬディスプレイに好適な封着材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からセラミックパッケージ等の封着材料としてガラスが用いられている。ガラスは
、樹脂系の接着剤に比べ、化学的耐久性および耐熱性に優れるとともに、セラミックパッ
ケージ等の気密性の確保に適している。
【０００３】
　これらのガラスは、用途によって様々な特性が要求されるが、少なくともセラミックパ
ッケージ等に使用される部材を劣化させない温度で使用可能であることが要求される。そ
れゆえ、上記特性を満足するガラスとして、低融点特性を有する鉛ホウ酸系ガラスが広く
用いられてきた（特許文献１参照）。
【０００４】
　ところが、近年、鉛ホウ酸系ガラスに含まれるＰｂＯに対して環境上の問題が指摘され
ており、鉛ホウ酸系ガラスからＰｂＯを含まないガラスに置き換えることが望まれている
。このような環境的要請を受けて、鉛ホウ酸系ガラスの代替品として、様々な低融点ガラ
スが開発されている。特許文献２等に記載されているビスマス系ガラスは、熱膨張係数等
の諸特性において、鉛ホウ酸系ガラスと略同等の特性を有するため、その代替候補として
期待されているが、流動性および熱的安定性等の特性において、依然として鉛ホウ酸系ガ
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ラスに及ばないのが実情である。
【０００５】
　一般的に、封着材料に用いられるビスマス系ガラス粉末は、熱膨張係数が約ｌ００～１
２０×１０－７／℃であるため、ビスマス系ガラス粉末単独でアルミナ基板（熱膨張係数
：約７６×１０－７／℃）等を封着すると、両者の熱膨張係数が整合せず、封着部位に大
きな引張応力が残留し、これがクラックや割れの原因になる。このような不具合を防止す
るため、ビスマス系ガラス粉末に低膨張の耐火性フィラー粉末を添加して、アルミナ基板
等の熱膨張係数に整合させた封着材料が用いられる。
【０００６】
　一般的に、耐火性フィラー粉末は、ウイレマイト、コーディエライト、β－ユークリプ
タイト、ジルコン、酸化錫、ムライト、アルミナ、ジルコニア等の結晶物が使用される。
また、耐火性フィラー粉末の含有量が多い程、封着材料の熱膨張係数が低下する。
【特許文献１】特開昭６３－３１５５３６号公報
【特許文献２】特開２００３－０９５６９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　既述の通り、耐火性フィラー粉末の含有量を多くすれば、封着材料の熱膨張係数が低下
するが、これに付随して封着材料の流動性が低下しやすくなる。封着材料の流動性が低下
すれば、低温で被封着物を封着し難くなり、各種用途に要求される封着条件を満足できな
くなる。例えば、ＩＣセラミックパッケージにＩＣ素子を実装した後、ＩＣセラミックパ
ッケージを高温で封着すると、ＩＣ素子の特性劣化を招きやすく、製品歩留りの低下等の
問題が生じる。そのため、この用途に用いる封着材料は、封着可能温度が低温、例えば４
６０℃以下であることが要求される。
【０００８】
　ところで、従来から、封着材料の流動性を向上させる手段として、ガラス組成を改良す
る試みは多くなされている。しかし、耐火性フィラー粉末を改良することにより、封着材
料の流動性を向上させる試みは、殆どなされていないのが実情である。既述の通り、ビス
マス系ガラスは、流動性に課題を有しているため、耐火性フィラー粉末を改良する必要性
が高い。
【０００９】
　また、ビスマス系ガラス粉末中のＢｉ２Ｏ３の含有量が多い程、ビスマス系ガラス粉末
の流動性が向上するが、Ｂｉ２Ｏ３の含有量が７６質量％以上になると、Ｂｉ２Ｏ３以外
の成分の含有量が相対的に少なくなり、ビスマス系ガラス粉末の熱的安定性を維持しつつ
、封着材料の流動性を高めることが困難になる。このような事情から、ビスマス系ガラス
粉末中のＢｉ２Ｏ３の含有量が７６質量％以上の場合、耐火性フィラー粉末を改良し、封
着材料の流動性を高める必要性が高い。
【００１０】
　そこで、本発明は、ビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末を含有する封着材料に
おいて、ビスマス系ガラス粉末中のＢｉ２Ｏ３の含有量を多くするとともに、耐火性フィ
ラー粉末の形状を改良することにより、封着材料の流動性を向上させて、セラミックパッ
ケージ等の特性を向上させることを技術的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は、鋭意努力の結果、ビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末を含有する
封着材料において、ビスマス系ガラス粉末中のＢｉ２Ｏ３の含有量を７６質量％以上、且
つＣｕＯを１質量％以上に規制するとともに、耐火性フィラー粉末の形状を略球状にする
ことにより、上記技術的課題を解決できることを見出し、本発明として、提案するもので
ある。すなわち、本発明の封着材料は、ビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末を含
有する封着材料において、（１）ビスマス系ガラス粉末が、ガラス組成として、下記酸化
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物換算の質量％表示で、Ｂｉ２Ｏ３　７６～９０％、Ｂ２Ｏ３　２～１２％、ＺｎＯ　１
～２０％、ＣｕＯ　１～１０％含有し、実質的にＰｂＯを含有せず、（２）ビスマス系ガ
ラス粉末の含有量が３５～９５体積％、耐火性フィラー粉末の含有量が５～６５体積％で
あり、（３）耐火性フィラー粉末が略球状であることを特徴とする。
なお、本発明でいう「略球状」とは、真球のみに限定されるものではなく、耐火性フィラ
ー粉末において、耐火性フィラー粉末の重心を通る最も短い径を最も長い径で割った値が
０．５以上、望ましくは０．７以上のものを指す。
【００１２】
　本発明の封着材料は、ビスマス系ガラス粉末を含有する。ビスマス系ガラスは、他の無
鉛ガラスに比べて、熱的安定性が良好であるとともに、融点が低温である。本発明の封着
材料は、ビスマス系ガラスが、ガラス組成として、質量％表示で、Ｂｉ２Ｏ３　７６～９
０％、Ｂ２Ｏ３　２～１２％、ＺｎＯ　１～２０％含有する。このようにすれば、ビスマ
ス系ガラス粉末の熱的安定性を維持しつつ、封着材料の流動性を高めやすくなる。特に、
本発明の封着材料は、ガラス組成として、ＣｕＯを１～１０質量％含有する。このように
すれば、Ｂｉ２Ｏ３の含有量が７６質量％以上であっても、熱的安定性を維持することが
できる。
【００１３】
　本発明の封着材料は、耐火性フィラー粉末を５～６５体積％含有する。このようにすれ
ば、封着材料の熱膨張係数をアルミナ基板（熱膨張係数：約７６×１０－７／℃）、高歪
点ガラス（熱膨張係数：約８５×１０－７／℃）、無アルカリガラス基板（約３２～３８
×１０－７／℃）等の熱膨張係数に整合させることができる。ここで、封着材料の熱膨張
係数は、被封着物に対して５～３０×１０－７／℃程度低く設計することが重要である。
これは、封着部位に残留する応力をコンプレッション側にして、封着部位のクラックを防
止するためである。なお、耐火性フィラー粉末の含有量が６５体積％より多いと、融剤で
あるガラス粉末の含有量が相対的に少なくなるため、封着材料の流動性が低下しやすくな
る。
【００１４】
　従来、耐火性フィラー粉末は、所定の酸化物原料を焼成した後、ボールミル等で機械的
に粉砕することで作製されていた。耐火性フィラー粉末は、機械的に粉砕すると、破断形
状になる。破断形状の耐火性フィラー粉末を用いると、グレーズ膜の外表面に耐火性フィ
ラー粉末の一部が露出しやすくなり、焼成膜に表面突起が生じやすくなる。表面突起の近
傍には不当な応力が残留しやすく、更にはグレーズ膜上に被封着物を当接させると、被封
着物に不当な応力がかかり、セラミックパッケージ等の気密性を確保できなくなる。
【００１５】
　一方、本発明の封着材料は、耐火性フィラー粉末の形状を略球状に規制している。この
ようにすれば、ビスマス系ガラス粉末が軟化する際に、ビスマス系ガラス粉末の流動性が
耐火性フィラー粉末によって阻害され難くなり、結果として、封着材料の流動性が向上す
る。また、耐火性フィラー粉末の形状が略球状であると、平滑なグレーズ層を得やすくな
る。更に、耐火性フィラー粉末の形状が略球状であると、仮にグレーズ層の表面に耐火性
フィラー粉末の一部が露出しても、耐火性フィラー粉末が略球状であるため、この部分の
応力が分散され、更には封着に際し、被封着物をグレーズ層に当接しても、被封着物に不
当な応力がかかり難く、結果として、セラミックパッケージ等の気密性を確保しやすくな
る。
【００１６】
　略球状の耐火性フィラー粉末を得る方法として、（１）溶融法、（２）造粒法、（３）
結晶化ガラス法等の方法がある。（１）溶融法は、高温雰囲気に耐火性フィラー粉末の原
料の微粉砕物を通過させることによって、表面張力で耐火性フィラー粉末を略球状化した
後に、急冷し、耐火性フィラー粉末を得る方法である。（２）造粒法は、仮焼成した耐火
性フィラー粉末の原料を略球状になるように、造粒した後、焼成し、耐火性フィラー粉末
を得る方法である。（３）結晶化ガラス法は、結晶性ガラス粉末を原料とし、この原料に
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超微粉末の結晶物を添加した後に焼成し、得られた焼成物を解砕し、耐火性フィラー粉末
を得る方法である。
【００１７】
　上記（１）～（３）の方法の内、略球状の耐火性フィラー粉末を得る方法として、（３
）結晶化ガラス法が最も好ましい。結晶化ガラス法は、結晶性ガラス粉末を原料に用いる
ため、均質な耐火性フィラー粉末を得ることができ、しかも短時間の焼成で耐火性フィラ
ー粉末を得ることができる。また、結晶化ガラス法は、得られた焼成物を解砕すれば、所
定粒度の耐火性フィラー粉末を得ることができたため、粉砕工程及び分級工程を簡略化で
きる利点もある。
【００１８】
　図１は、本発明に係る耐火性フィラー粉末（コーディエライト）の原料を示す電子顕微
鏡写真であり、コーディエライトの組成を有する結晶性ガラス粉末に、超微粉末の結晶粉
末のＡｌ２Ｏ３が添加されている。図２は、本発明に係る耐火性フィラー粉末を示す電子
顕微鏡写真であり、図１の原料を焼成し、得られた耐火性フィラー粉末を示している。図
１、２から明らかなように、図１の原料を焼成すれば、略球状の耐火性フィラー粉末を得
ることができる。
【００１９】
　第二に、本発明の封着材料は、ビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末を含有する
封着材料において、（１）ビスマス系ガラス粉末が、ガラス組成として、下記酸化物換算
の質量％表示で、Ｂｉ２Ｏ３　７６～９０％、Ｂ２Ｏ３　２～１２％、ＺｎＯ　１～２０
％、ＣｕＯ　１～１０％、Ｆｅ２Ｏ３　０．０１～３％含有し、実質的にＰｂＯを含有せ
ず、（２）ビスマス系ガラス粉末の含有量が３５～９５体積％、耐火性フィラー粉末の含
有量が５～６５体積％であり、（３）耐火性フィラー粉末が略球状であることを特徴とす
る。このようにすれば、ビスマス系ガラス粉末の熱的安定性を維持しつつ、封着材料の流
動性を高めやすくなる。特に、本発明の封着材料は、ガラス組成として、Ｆｅ２Ｏ３を０
．０１～３質量％含有する。このようにすれば、Ｂｉ２Ｏ３の含有量が７６質量％以上で
あっても、熱的安定性を維持することができる。なお、ＣｕＯ、Ｆｅ２Ｏ３は、溶融時ま
たは焼成時にガラスの失透を抑制する効果があり、両者を必須成分として含有させると、
熱的安定性を顕著に向上させることができる。
【００２０】
　第三に、本発明の封着材料は、耐火性フィラー粉末の含有量が５～５０体積％であるこ
とを特徴とする。
【００２１】
　第四に、本発明の封着材料は、ビスマス系ガラス粉末の密度が６．０ｇ／ｃｍ３以上で
あり、且つ耐火性フィラー粉末の密度が３．０ｇ／ｃｍ３以下であることを特徴とする。
ここで、本発明でいう「密度」とは、周知のアルキメデス法で測定した値を指す。
【００２２】
　ビスマス系ガラス粉末の密度が耐火性フィラー粉末の密度より３．０ｇ／ｃｍ３以上大
きい場合、焼成時に耐火性フィラー粉末が沈み込み難く、グレーズ膜上に耐火性フィラー
粉末の一部が露出しやすくなり、グレーズ膜に表面突起が生じやすくなる。しかし、本発
明の封着材料は、耐火性フィラー粉末の形状が略球状であるため、ビスマス系ガラス粉末
の密度が耐火性フィラー粉末の密度より３．０ｇ／ｃｍ３以上大きい場合であっても、グ
レーズ膜上に耐火性フィラー粉末の一部が露出し難い。しかも、仮にグレーズ膜の表面に
耐火性フィラー粉末の一部が露出しても、耐火性フィラー粉末が略球状であるため、この
部分の応力が分散され、更には焼成に際し、被封着物を当接しても、被封着物に不当な応
力がかかり難く、結果として、セラミックパッケージ等の気密性を確保しやすくなる。
【００２３】
　第五に、本発明の封着材料は、耐火性フィラー粉末がコーディエライトであることを特
徴とする。
【００２４】
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　第六に、本発明の封着材料は、耐火性フィラー粉末の平均粒子径Ｄ５０が０．５～３５
μｍであることを特徴とする。ここで、本発明でいう「平均粒子径Ｄ５０」とは、レーザ
ー回折法で測定した値を指す。
【００２５】
　第七に、本発明の封着材料は、更に、結晶粉末として、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ

２、ＴｉＯ２の群から選ばれた一種または二種以上を含有し、且つ該結晶粉末の平均一次
粒子径Ｄ５０が１～１００ｎｍであることを特徴とする。ここで、「結晶粉末の平均一次
粒子径Ｄ５０」は、レーザー回折法で測定した値を指す。結晶化ガラス法で耐火性フィラ
ー粉末を作製する場合、超微粉末の上記結晶粉末を結晶性ガラス粉末に添加すれば、耐火
性フィラーの焼成時に、結晶性ガラス粉末が表面張力により略球状になりやすい。また、
ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２およびＴｉＯ２は、これらの塩化物を水素火炎中で加水
分解すれば、超微粉末の一次粒子径を有し、高純度の上記結晶粉末を得ることができる。
【００２６】
　第八に、本発明の封着材料は、結晶粉末の含有量が０．０３～３体積％であることを特
徴とする。
【００２７】
　第九に、本発明の封着材料は、実質的にＰｂＯを含有しないことを特徴とする。ここで
、本発明でいう「実質的にＰｂＯを含有しない」とは、封着材料中のＰｂＯの含有量が１
０００ｐｐｍ（質量）以下の場合を指す。
【００２８】
　第十に、本発明の封着材料は、セラミックパッケージの封着に用いることを特徴とする
。
【００２９】
　第十に、本発明の封着材料は、有機ＥＬディスプレイの封着に用いることを特徴とする
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明の封着材料において、ビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末の混合割合は
、ビスマス系ガラス粉末３５～９５体積％、耐火性フィラー粉末５～６５体積％であり、
ビスマス系ガラス粉末５０～９５体積％、耐火性フィラー粉末５～５０体積％が好ましく
、ビスマス系ガラス粉末６０～８０体積％、耐火性フィラー粉末２０～４０体積％がより
好ましい。耐火性フィラー粉末が５体積％より少ないと、耐火性フィラー粉末の効果（特
に封着材料の低膨張化）を享受し難くなり、６５体積％より多いと、相対的に融剤である
ビスマス系ガラス粉末の含有量が少なくなるため、封着材料の流動性が低下し、セラミッ
クパッケージ等を低温で封着し難くなる。
【００３１】
　本発明の封着材料おいて、耐火性フィラー粉末の重心を通る最も短い径を最も長い径で
割った値は０．５以上、０．６以上、０．７以上、特に０．７５以上が好ましい。耐火性
フィラー粉末の最も短い径を最も長い径で割った値が０．５未満であると、ビスマス系ガ
ラス粉末が軟化する際に、ビスマス系ガラス粉末の流動性が耐火性フィラー粉末によって
阻害されやすくなり、結果として、封着材料の流動性が乏しくなる。また、耐火性フィラ
ー粉末の最も短い径を最も長い径で割った値が０．５未満であると、平滑なグレーズ膜を
得難くなるとともに、グレーズ膜の表面に耐火性フィラー粉末の一部が露出した場合、こ
の部分に応力が集中しやすくなり、封着に際し、グレーズ膜に被封着物を当接すると、被
封着物に不当な応力がかかりやすくなり、結果として、セラミックパッケージ等の気密性
を確保し難くなる。
【００３２】
　ビスマス系ガラス粉末は、ガラス組成中のＢｉ２Ｏ３の含有量が多くなる程、軟化点が
低下し、密度が上昇しやすい。つまり、ビスマス系ガラス粉末の流動性を高める程、ビス
マス系ガラスの密度が大きくなり、ビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末の密度差
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が大きくなる。一方、ビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末の密度差が大きくなる
と、グレーズ膜の外表面に耐火性フィラー粉末の一部が露出しやすくなる。しかし、本発
明の封着材料は、耐火性フィラー粉末の形状が略球状であるため、このような事態は生じ
難く、材料設計の自由度を高めることができる。特に、ビスマス系ガラス粉末中のＢｉ２

Ｏ３の含有量が７６質量％以上であると、封着材料の流動性は向上するが、密度は６．０
ｇ／ｃｍ３以上になりやすい。また、コーディエライトは、熱膨張係数が低いが、密度が
３．０ｇ／ｃｍ３以下である。このような観点から、本発明の封着材料おいて、ビスマス
系ガラス粉末の密度が６．０ｇ／ｃｍ３以上および／または耐火性フィラー粉末の密度が
３．０ｇ／ｃｍ３以下が好ましく、ビスマス系ガラス粉末の密度が６．８ｇ／ｃｍ３以上
および／または耐火性フィラー粉末の密度が２．９ｇ／ｃｍ３以下がより好ましく、ビス
マス系ガラス粉末の密度が７．０ｇ／ｃｍ３以上および／または耐火性フィラー粉末の密
度が２．７ｇ／ｃｍ３以下が更に好ましい。また、本発明の封着材料おいて、ビスマス系
ガラス粉末の密度は、耐火性フィラー粉末の密度より３．０ｇ／ｃｍ３以上、３．７ｇ／
ｃｍ３以上、特に４．３ｇ／ｃｍ３以上大きいことが好ましい。
【００３３】
　本発明の封着材料において、耐火性フィラー粉末の平均粒子径Ｄ５０は０．５～３５μ
ｍ、１～２５μｍ、５～２０μｍ、特に７～１５μｍが好ましい。耐火性フィラー粉末の
平均粒子径Ｄ５０が０．５μｍより小さいと、焼成時に耐火性フィラー粉末がビスマス系
ガラス粉末に溶解しやすくなり、ビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末の適合性が
低い場合、封着材料の熱的安定性が低下しやすくなる。また、耐火性フィラー粉末の平均
粒子径Ｄ５０が０．５μｍより小さいと、焼成時に耐火性フィラー粉末の溶解量が過剰に
なり、封着材料の軟化点が不当に上昇し、低温で封着し難くなる。一方、耐火性フィラー
粉末の平均粒子径Ｄ５０が３５μｍより大きいと、耐火性フィラー粉末の粗大成分の割合
が相対的に多くなり過ぎ、封着部位にマイクロクラック等が発生しやすくなり、セラミッ
クパッケージ等に気密不良が発生しやすくなる。また、耐火性フィラー粉末の平均粒子径
Ｄ５０が３５μｍより大きいと、ビスマス系ガラス粉末の平均粒子径Ｄ５０が小さい場合
、ビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末を均一に混合し難くなることに加えて、封
着材料をペースト材料としたときにビスマス系ガラス粉末と耐火性フィラー粉末が分離し
やすくなり、ペースト材料の寿命（所謂、ポットライフ）が短くなる。
【００３４】
　本発明の封着材料において、耐火性フィラー粉末は、コーディエライト、ウイレマイト
、ジルコン、リン酸ジルコニウム、β－クオーツ固溶体、亜鉛ペタライト、β－ユークリ
プタイト、ガーナイト等が好適である。これらの耐火性フィラー粉末は、熱膨張係数が低
いため、封着材料の熱膨張係数を低下させることができる。特に、コーディエライト粉末
は、熱膨張係数が低く、ビスマス系ガラスと適合性が良好であり、封着材料の熱的安定性
を損ない難い。
【００３５】
　本発明の封着材料において、略球状の耐火性フィラー粉末以外にも、本発明の効果を損
なわない範囲（例えば、１０体積％以下）で他の形状の耐火性フィラー粉末、例えば、他
の形状のウイレマイト、ジルコン、酸化錫、ジルコニア、アルミナ、コーディエライト、
酸化ニオブ、β－ユークリプタイト、酸化チタン、シリカ、ガーナイト、石英ガラス等を
添加してもよい。
【００３６】
　本発明の封着材料において、ビスマス系ガラス粉末は、ガラス組成として、下記酸化物
換算の質量％表示で、Ｂｉ２Ｏ３　７６～９０％、Ｂ２Ｏ３　２～１２％、ＺｎＯ　１～
２０％、ＣｕＯ　１～１０％含有することが好ましい。ビスマス系ガラス粉末のガラス組
成範囲を上記のように限定した理由を下記に示す。
【００３７】
　Ｂｉ２Ｏ３は、軟化点を下げるための主要成分である。その含有量は７６～９０％、好
ましくは７６～８９％、より好ましくは７８～８７％、更に好ましくは８０～８５％であ
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る。Ｂｉ２Ｏ３の含有量が７６％より少ないと、軟化点が高くなり過ぎ、４６０℃以下の
低温で封着し難くなる。一方、Ｂｉ２Ｏ３の含有量が９０％より多いと、ガラスが熱的に
不安定になり、溶融時または焼成時にガラスが失透しやすくなる。
【００３８】
　Ｂ２Ｏ３は、ビスマス系ガラスのガラスネットワークを形成する成分であり、必須成分
である。その含有量は２～１２％、好ましくは３～１０％、より好ましくは４～１０％、
更に好ましくは５～９％である。Ｂ２Ｏ３の含有量が２％より少ないと、ガラスが熱的に
不安定になり、溶融時または焼成時にガラスが失透しやすくなる。一方、Ｂ２Ｏ３の含有
量が１２％より多いと、ガラスの粘性が高くなり過ぎ、４６０℃以下の低温封着が困難に
なる。
【００３９】
　ＺｎＯは、溶融時または焼成時にガラスの失透を抑制する成分であり、その含有量は１
～２０％、好ましくは３～１５％、より好ましくは４～１２％、更に好ましくは５～１０
％未満である。ＺｎＯの含有量が１％より少ないと、溶融時または焼成時にガラスの失透
を抑制する効果が得られ難くなる。ＺｎＯの含有量が２０％より多いと、ガラス組成の成
分バランスが損なわれて、逆に熱的安定性が低下し、その結果、ガラスが失透しやすくな
る。
【００４０】
　ＣｕＯ、Ｆｅ２Ｏ３は、溶融時または焼成時にガラスの失透を抑制する効果があり、特
にＣｕＯを必須成分として含有させると、熱的安定性を顕著に向上させることができる。
ＣｕＯは、溶融時または焼成時にガラスの失透を抑制する成分であり、その含有量は１～
１０％、特に１～５％が好ましい。ＣｕＯの含有量が１０％より多いと、ガラス組成の成
分バランスが損なわれて、逆に熱的安定性が低下し、その結果、ガラスが失透しやすくな
る。また、熱的安定性を向上させる観点から、ＣｕＯを必須成分として添加するのが好ま
しく、具体的にはＣｕＯの含有量を１％以上とするのが好ましい。Ｆｅ２Ｏ３は、ＣｕＯ
と同様の効果を有し、溶融時または焼成時にガラスの失透を抑制する効果があり、その含
有量は０～３％、好ましくは０～１．５％である。Ｆｅ２Ｏ３の含有量が３％より多いと
、ガラス組成の成分バランスが損なわれて、逆に熱的安定性が低下し、その結果、ガラス
が失透しやすくなる。また、熱的安定性を向上させる観点から、Ｆｅ２Ｏ３を必須成分と
して添加するのが好ましく、具体的にはＦｅ２Ｏ３の含有量を０．０１％以上とするのが
好ましい。
【００４１】
　上記成分以外にも、例えば、ガラス組成中に以下の成分を２０％まで添加することがで
きる。
【００４２】
　Ａｌ２Ｏ３は、耐候性を向上させる成分であり、その含有量は０～５％、好ましくは０
～２％である。Ａｌ２Ｏ３の含有量が５％より多いと、軟化点が高くなり過ぎ、４６０℃
以下の低温封着が困難になる。
【００４３】
　ＳｉＯ２は、耐候性を向上させる成分であり、その含有量は０～１０％、好ましくは０
～３％、より好ましくは０～１％未満である。ＳｉＯ２の含有量が１０％より多いと、軟
化点が高くなり過ぎ、４６０℃以下の低温封着が困難になる。
【００４４】
　ＢａＯ、ＳｒＯ、ＭｇＯ、ＣａＯは、溶融時または焼成時にガラスの失透を抑制する効
果がある成分であり、これらの成分は合量で１５％までガラス組成中に添加することがで
きる。これらの成分の合量が１５％より多いと、軟化点が高くなり過ぎ、４６０℃以下の
低温封着が困難になる。
【００４５】
　ＢａＯの含有量は０～１０％、０～８％、特に１～５％がより好ましい。ＢａＯの含有
量が１０％より多いと、ガラス組成の成分バランスが損なわれて、逆に熱的安定性が低下
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し、その結果、ガラスが失透しやすくなる。また、熱的安定性を向上させる観点から、Ｂ
ａＯを必須成分として添加するのが好ましく、具体的にはＢａＯの含有量を１％以上とす
るのが好ましい。
【００４６】
　ＳｒＯ、ＭｇＯ、ＣａＯのそれぞれの含有量は０～５％、特に０～２％が好ましい。各
成分の含有量が５％より多いと、ガラスが失透、或いは分相しやすくなる。
【００４７】
　ＣｅＯ２は、溶融時または焼成時にガラスの失透を抑制する成分であり、その含有量は
０～５％、好ましくは０～２％、より好ましくは０～１％である。ＣｅＯ２の含有量が５
％より多いと、ガラス組成の成分バランスが損なわれて、逆に熱的安定性が低下し、その
結果、ガラスが失透しやすくなり、流動性が低下しやすくなる。また、熱的安定性を向上
させる観点から、ＣｅＯ２を微量添加するのが好ましく、具体的にはＣｅＯ２の含有量を
０．０１％以上とするのが好ましい。
【００４８】
　Ｓｂ２Ｏ３は、ガラスの失透を抑制するための成分であり、その含有量は０～５％、好
ましくは０～２％、より好ましくは０～１％である。Ｓｂ２Ｏ３は、ビスマス系ガラスの
ネットワーク構造を安定化させる効果があり、ビスマス系ガラスにおいて、Ｓｂ２Ｏ３を
適宜添加すれば、Ｂｉ２Ｏ３の含有量が７６％以上であっても、熱的安定性が低下し難く
なる。ただし、Ｓｂ２Ｏ３の含有量が５％より多いと、ガラス組成の成分バランスが損な
われて、逆に熱的安定性が低下し、その結果、ガラスが失透しやすくなり、流動性が低下
しやすくなる。また、熱的安定性を向上させる観点から、Ｓｂ２Ｏ３を微量添加するのが
好ましく、具体的にはＳｂ２Ｏ３の含有量を０．０５％以上とするのが好ましい。
【００４９】
　ＷＯ３は、ガラスの失透を抑制するための成分であり、その含有量は０～１０％が好ま
しく、０～２％がより好ましい。ＷＯ３の含有量が１０％より多いと、ガラス組成の成分
バランスが損なわれて、逆に熱的安定性が低下し、その結果、ガラスが失透しやすくなる
。
【００５０】
　Ｉｎ２Ｏ３、Ｇａ２Ｏ３は、ガラスの失透を抑制するための成分であり、その含有量は
合量で０～５％が好ましく、０～３％がより好ましい。Ｉｎ２Ｏ３、Ｇａ２Ｏ３の含有量
が合量で５％より多いと、ガラス組成の成分バランスが損なわれて、逆に熱的安定性が低
下し、その結果、ガラスが失透しやすくなる。なお、Ｉｎ２Ｏ３の含有量は０～１％が好
ましく、Ｇａ２Ｏ３の含有量は０～０．５％が好ましい。
【００５１】
　Ｌｉ、Ｎａ、ＫおよびＣｓの酸化物は、軟化点を低下させる成分であるが、溶融時にガ
ラスの失透を促進する作用があるため、その含有量は合量で２％以下とするのが好ましい
。
【００５２】
　Ｐ２Ｏ５は、溶融時にガラスの失透を抑制する成分であるが、その含有量が１％より多
いと、溶融時にガラスが分相しやすくなる。
【００５３】
　ＭｏＯ３、Ｌａ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３およびＧｄ２Ｏ３は、溶融時にガラスの分相を抑制す
る成分であるが、これらの合量が３％より多いと、軟化点が高くなり過ぎ、４６０℃以下
の低温封着が困難になる。
【００５４】
　また、その他の成分であっても、ガラスの特性を損なわない範囲で１０％（好ましくは
５％）までガラス組成中に添加することができる。
【００５５】
　以上のガラス組成を有するビスマス系ガラス粉末は、低温で良好な流動性を示し、３０
～２５０℃の温度範囲における熱膨張係数が約１００～１２０×１０－７／℃である。
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【００５６】
　本発明の封着材料は既述の通り、環境上の理由からＰｂＯを実質的に含有しないことが
好ましい。また、ガラス組成中にＰｂＯを含有させると、ガラス中に存在するＰｂ２＋が
拡散して、封着材料の電気絶縁性を低下させる場合がある。
【００５７】
　本発明の封着材料において、更に結晶粉末を含有するのが好ましく、ＳｉＯ２、Ａｌ２

Ｏ３、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２の群から選ばれる一種又は二種以上がより好ましい。ＳｉＯ２

、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２およびＴｉＯ２は、耐火性フィラー粉末と同等以上の高い融点を
有するとともに、超微粉末に加工しやすいため、好ましい。特に、Ａｌ２Ｏ３は、耐火性
フィラー粉末がコーディエライトの場合、原料の結晶性ガラス粉末と反応し難い性質を有
するため、好適である。
【００５８】
　本発明の封着材料において、結晶粉末の平均一次粒子径Ｄ５０は１～１００ｎｍ、５～
５０ｎｍ、特に７～４０ｎｍが好ましい。結晶粉末の平均一次粒子径Ｄ５０が１ｎｍより
小さいと、耐火性フィラーの焼成時に、結晶粉末が結晶性ガラス粉末中に溶解しやすくな
り、所望の効果を発揮し難くなる。一方、結晶粉末の平均一次粒子径Ｄ５０が１００ｎｍ
より大きいと、結晶性ガラス粉末を均一に被覆し難くなり、耐火性フィラーの焼成時に、
結晶性ガラス粉末同士が堅く焼結しやすくなる。
【００５９】
　結晶粉末のＢＥＴ比表面積は、１０～５００ｍ２／ｇが好ましく、５０～３８０ｍ２／
ｇがより好ましい。結晶粉末のＢＥＴ比表面積が１０ｍ２／ｇより小さいと、結晶性ガラ
ス粉末を均一に被覆し難くなり、耐火性フィラーの焼成時に、結晶性ガラス粉末同士が堅
く焼結しやすくなる。結晶粉末のＢＥＴ比表面積が５００ｍ２／ｇより大きいと、耐火性
フィラーの焼成時に、結晶粉末が結晶性ガラス粉末中に溶解しやすくなり、所望の効果を
発揮し難くなる。
【００６０】
　本発明の封着材料において、結晶粉末の含有量は０．０３～３体積％が好ましく、０．
０５～１体積％がより好ましい。結晶粉末の含有量が０．０３体積％より少ないと、耐火
性フィラーの焼成時に、結晶性ガラス粉末を均一に被覆し難くなり、結晶性ガラス粉末同
士が固く焼結するため、耐火性フィラー粉末が略球状になり難く、封着材料の流動性が低
下しやすくなる。また、結晶粉末の含有量が０．０３体積％より少ないと、耐火性フィラ
ーの解砕時間が不当に長くなり、耐火性フィラー粉末の作製効率が低下する。一方、結晶
粉末の含有量が３体積％より多いと、結晶粉末が過剰になり過ぎ、封着材料の焼成時に、
余剰の結晶粉末がビスマス系ガラス中に溶解し、封着材料の流動性が損なわれるおそれが
ある。
【００６１】
　本発明の封着材料は、セラミックパッケージの封着に用いることが好ましい。セラミッ
クパッケージは、耐熱性が低い部材、例えばＩＣ素子、導電接着剤を使用するため、低温
で封着する必要性が高い。本発明の封着材料は、低温で封着可能であるため、本用途に好
適である。また、封着材料の流動性が低い場合、グレーズ層の外表面に耐火性フィラー粉
末が露出しやすく、この露出した部分には不当な応力が残留しやすいため、セラミックパ
ッケージにクラックが発生しやすくなる。しかし、本発明の封着材料は、流動性に優れる
ため、このような事態を有効に回避することができる。さらに、本発明の封着材料は、形
状が略球状であるため、仮に封着層に耐火性フィラー粉末が露出しても、露出部分の応力
集中を緩和することができ、セラミックパッケージにクラックが発生する事態を有効に回
避することができる。
【００６２】
　本発明の封着材料は、特に、ＩＣセラミックパッケージまたは水晶振動子セラミックパ
ッケージの封着に用いることが好ましい。ＩＣセラミックパッケージは、４６０℃を超え
る温度で封着すると、ＩＣ素子の劣化を招くが、本発明の封着材料は、４６０℃以下の温
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度で良好に封着できるため、本用途に好適である。また、水晶振動子セラミックパッケー
ジは、４６０℃を超える温度で封着すると、導電接着剤が劣化し、素子の劣化を招くが、
本発明の封着材料は、４６０℃以下の温度で良好に封着できるため、本用途に好適である
。
【００６３】
　本発明の封着材料は、平面表示装置の封着に用いることが好ましい。平面表示装置は、
耐熱性が低い部材、例えば蛍光体を使用するため、低温で封着する必要性が高い。本発明
の封着材料は、低温で封着可能であるため、本用途に好適である。
【００６４】
　ＰＤＰの製造工程において、封着材料は、以下のような焼成工程を経る。まず、ＰＤＰ
の背面ガラス基板の外周縁部にビークル内に分散された封着材料を塗布し、一次焼成（グ
レーズ工程、仮焼成工程）を行い、高温でビークル成分を熱分解または焼却する。一次焼
成工程は、ビークルに使用される樹脂が完全に熱分解する温度条件、例えば４００～５０
０℃程度で行われる。次に、二次焼成（封着工程、シール工程）でＰＤＰの前面ガラス基
板と背面ガラス基板を封着する。二次焼成工程は、封着材料が軟化変形する温度条件、例
えば４５０～５００℃程度で行われる。最後に、排気管を通してＰＤＰ内部を真空排気し
た後、希ガスを必要量注入して排気管を封止する。本発明の封着材料は、流動性に優れる
とともに、熱的安定性に優れるため、上記工程で好適に使用することができる。また、封
着材料の流動性が低い場合、一次焼成後のグレーズ層の外表面に耐火性フィラー粉末が露
出しやすく、この露出した部分に前面ガラス基板を当接させると、前面ガラス基板の当接
部分にクラックが発生しやすくなる。しかし、本発明の封着材料は、流動性に優れるため
、このような事態を有効に回避することができる。さらに、仮に一次焼成後のグレーズ層
に耐火性フィラー粉末が露出しても、形状が略球状であるため、露出部分の応力集中を緩
和することができ、平面表示装置にクラックが発生する事態を有効に回避することができ
る。
【００６５】
　本発明の封着材料は、有機ＥＬディスプレイに用いることが好ましい。このようにすれ
ば、有機ＥＬディスプレイ内の気密性を確保することができ、その結果、有機発光層等の
経時劣化を防ぐことができ、有機ＥＬディスプレイの長寿命化を図ることができる。
【００６６】
　有機ＥＬディスプレイは、有機発光層やＴＦＴ等が熱劣化しやすいため、低温で封着す
る必要がある。このような事情から、有機ＥＬディスプレイの技術分野では、構成部材の
熱劣化を抑制するために、レーザー光等で封着材料を局所加熱し、ガラス基板同士を封着
する検討がなされている。本発明の封着材料において、ガラス組成中にＣｕＯを１％以上
添加すれば、ビスマス系ガラスがレーザー光等を吸収しやすくなり、本用途に使用するこ
とができる。さらに、本発明の封着材料において、ガラス組成中にＦｅ２Ｏ３を０．０１
％以上、０．１％以上、特に０．５％以上添加すれば、ビスマス系ガラスがレーザー光等
を更に吸収しやすくなり、本用途に好適に使用することができる。また、本発明の封着材
料は、低温域で良好に流動するため、レーザー光等の局所加熱でガラス基板同士を強固に
封着することができる。
【００６７】
　有機ＥＬディスプレイの封着に用いる場合、封着材料の熱膨張係数は６０×１０－７／
℃未満が好ましく、５２×１０－７／℃未満がより好ましい。一般的に、有機ＥＬディス
プレイは、無アルカリガラス基板（４０×１０－７／℃以下）が使用される。封着材料の
熱膨張係数を６０×１０－７／℃未満に規制すれば、無アルカリガラス基板を用いたとし
ても、封着部位に不当な引っ張り応力が残留し難くなり、膨張差に起因したクラックが発
生し難くなる。なお、耐火性フィラー粉末の含有量を５０～６５体積％にすれば、封着材
料の熱膨張係数を５２×１０－７／℃未満にしやすくなる。
【００６８】
　本発明のビスマス系ガラス粉末は、耐失透性が良好であり、ヨウ素電解液に対する耐性
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が良好であるため、色素増感型太陽電池の封着材料、集電電極の被覆材料、隔壁形成材料
等にも好適である。
【００６９】
　本発明の封着材料において、耐火性フィラー粉末は、上記の（３）結晶化ガラス法で作
製されてなることが好ましい。また、結晶化ガラス法では、耐火性フィラー粉末の原料を
作製する際に、好ましくは原料の結晶性ガラスを粉砕し結晶性ガラス粉末を得る際に、結
晶粉末を添加することが好ましい。結晶性ガラスを粉砕する際に、結晶粉末を添加すれば
、結晶性ガラス粉末と結晶粉末の混合工程を省略できることに加えて、結晶性ガラス粉末
と結晶粉末を均一に混合することができる。また、結晶化ガラス法では、耐火性フィラー
粉末を作製する際に、原料の結晶性ガラスの溶融性を高めるために、結晶性ガラスのガラ
ス組成に、耐火性フィラー粉末の結晶構成成分以外の成分、例えばＢ２Ｏ３、Ｒ２Ｏ（Ｒ

２Ｏは、Ｌｉ２Ｏ、Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏ、Ｃｓ２Ｏを指す）、Ｒ’Ｏ（Ｒ’Ｏは、ＭｇＯ、
ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯを指す）を０．１～１０質量％添加することが好ましい。これら
の成分が０．１質量％より少ないと、結晶性ガラスの溶融性を高め難くなる。なお、結晶
性ガラス粉末のガラス組成が、耐火性フィラー粉末の理論組成から多少外れても、所望の
結晶を析出させることができる。ただし、これらの成分が１０質量％より多いと、所望の
結晶を析出させ難くなる。さらに、結晶化ガラス法では、耐火性フィラー粉末を作製する
際に、原料の結晶性ガラス粉末の粒度分布を調整する工程、例えば結晶性ガラス粉末の分
級工程を設けることが好ましい。このようにすれば、耐火性フィラー粉末の粒度分布を容
易に調整することができる。
【実施例】
【００７０】
　以下、実施例に基づいて、本発明を詳細に説明する。表１～４は、試料Ｎｏ．１～２０
を示している。
【００７１】
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【表１】

【００７２】
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【表２】

【００７３】
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【表３】

【００７４】
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【表４】

【００７５】
　次のようにして、表１～４に記載の各試料を作製した。
【００７６】
　まず、表１～４に示したガラス組成となるように各種酸化物、炭酸塩等の原料を調合し
たガラスバッチを準備し、これを白金坩堝に入れて９００～１１００℃で１～２時間溶融
した。次に、溶融ガラスの一部を押棒式熱膨張係数測定（ＴＭＡ）装置および密度測定用
サンプルとしてステンレス製の金型に流し出し、その他の溶融ガラスは、水冷ローラーに
より薄片状に成形した。なお、ＴＭＡおよび密度測定用サンプルは、成形後に所定の徐冷
処理を行った。最後に、薄片状のガラスをボールミルにて粉砕後、目開き４５μｍの篩を
通過させて、平均粒子径Ｄ５０が約１０μｍの各ビスマス系ガラス粉末を得た。
【００７７】
　各ビスマス系ガラス粉末につき、密度、熱膨張係数、ガラス転移点および軟化点を求め
た。密度は、周知のアルキメデス法で測定した。熱膨張係数およびガラス転移点は、ＴＭ
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Ａ装置で測定した。なお、熱膨張係数は、３０～３００℃の温度範囲で測定した。さらに
、軟化点は、示差熱分析（ＤＴＡ）装置で測定した。
【００７８】
　次に、表１～４の各ビスマス系ガラス粉末と表中所定の耐火性フィラー粉末を混合し、
試料Ｎｏ．１～２０を得た。試料Ｎｏ．１～２０について、流動径、失透状態、表面突起
および耐クラック性を評価した。
【００７９】
　流動径は、各試料の合成密度に相当する質量の粉末を金型により外径２０ｍｍのボタン
状に乾式プレスし、これを４０ｍｍ×４０ｍｍ×２．８ｍｍ厚の高歪点ガラス基板（日本
電気硝子株式会社製ＰＰ－８Ｃ）上に載置し、空気中で５℃／分の速度で昇温した後、４
６０℃１０分間で焼成した上で室温まで５℃／分で降温し、得られたボタンの直径を測定
することで評価した。ここで、合成密度とは、ガラスの密度と耐火物フィラーの密度およ
び体積比から算出される理論上の密度である。また、流動径が１９ｍｍ以上であれば、４
６０℃１０分間の焼成で封着可能であることを意味する。なお、試料Ｎｏ．１７について
は、４８０℃１０分間でも焼成を行い、流動径を評価した。
【００８０】
　次のようにして、失透状態を評価した。試料Ｎｏ．１～２０の粉末加圧成型体を焼成炉
内で４６０℃１０分保持した後、光学顕微鏡（倍率１００倍）を用いて、焼成後の試料の
表面結晶を観察することにより、失透状態を評価した。失透が認められなかったものを「
○」、失透が認められたものを「×」とした。昇降温速度は、１０℃／分とした。なお、
試料Ｎｏ．１７、２０については、４８０℃１０分間でも焼成を行い、失透状態を評価し
た。
【００８１】
　次のようにして、表面突起を評価した。まず、各試料とアクリル樹脂含有α－ターピネ
オールとを均一に混練して、ガラスペーストに加工した後、１００×１００×３ｍｍの高
歪点ガラス基板（日本電気硝子株式会社製ＰＰ－８Ｃ）の端部に線状（８０×３×３ｍｍ
）に塗布し、１２０℃で１５分乾燥させた。次に、この試料を焼成した後、得られたグレ
ーズ膜の外表面を光学顕微鏡で確認し、グレーズ膜の外表面に耐火性フィラー粉末の一部
が露出していないものを「○」、耐火性フィラー粉末の一部が露出していたものを「×」
として評価した。焼成は、空気中で行い、室温から５℃／分の速度で昇温し、４４０℃１
０分間で保持した上で室温まで５℃／分で降温した。なお、試料Ｎｏ．１７については、
４６０℃１０分間でも焼成を行い、表面突起を評価した
　耐クラック性は、流動径の測定に供したボタン状の試料を用いて、評価した。ボタン状
の試料の表面およびボタン直下のガラス基板を実体顕微鏡（２００倍）で観察し、ボタン
表面およびガラス基板にクラックが発生していないものを「○」、発生しているものを「
×」として、評価した。
【００８２】
　試料Ｎｏ．１～１５、１７および１８の耐火性フィラー粉末は、次のような方法で作製
した。まず所定の結晶物が得られるように、ガラス原料を調合し、混合後、１４００～１
５５０℃で溶融し、結晶性ガラスを得た。次に、得られた結晶性ガラスを粉砕して、平均
粒子径Ｄ５０が１０μｍの結晶性ガラス粉末を得た。なお、結晶性ガラスの粉砕時に、表
中の結晶粉末（平均一次粒子径Ｄ５０＝２０ｎｍ）を添加した。次いで、この試料を１３
００℃１０時間焼成した後、得られた焼成物を解砕し、平均粒子径Ｄ５０＝１０μｍの耐
火性フィラー粉末を得た。なお、この方法で得られた耐火性フィラー粉末は、耐火性フィ
ラー粉末の重心を通る最も短い径を最も長い径で割った値が０．７以上であった。表４の
試料Ｎｏ．１６に記載の耐火性フィラー粉末は、まず所定の耐火性フィラー粉末が得られ
るように、酸化物原料を調合し、混合後、１０００℃８時間仮焼成した。次に、耐火性フ
ィラー粉末の原料を略球状になるように、スプレードライヤーで造粒した後、１４００℃
１０時間焼成し、平均粒子径Ｄ５０が１０μｍの耐火性フィラー粉末を得た。なお、この
方法で得られた耐火性フィラー粉末は、耐火性フィラー粉末の重心を通る最も短い径を最
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も長い径で割った値が０．７５以上であった。
【００８３】
　試料Ｎｏ．１９、２０の耐火性フィラー粉末は、次のような方法で得た。まず所定の耐
火性フィラー粉末が得られるように、酸化物原料を調合し、混合後、１４００℃１０時間
焼成した後、この焼成物をボールミルで粉砕し、次いで３５０メッシュの篩で分級し、平
均粒子径Ｄ５０が１０μｍの耐火性フィラー粉末を得た。なお、この方法で得られた耐火
性フィラー粉末は、耐火性フィラー粉末の重心を通る最も短い径を最も長い径で割った値
が０．３程度であった。
【００８４】
　試料Ｎｏ．１～１６は４６０℃１０分間で良好に流動し、セラミックパッケージ等の封
着に好適な低融点特性を備えていた。さらに、試料Ｎｏ．１～１６は、失透状態、表面突
起および耐クラック性の評価が良好であるため、セラミックパッケージ等の気密性を確保
できると考えられる。試料Ｎｏ．１７は、耐火性フィラー粉末の含有量が多かったため、
所望の特性を得るために試料Ｎｏ．１～１６よりも焼成温度を上げる必要があると考えら
れる。
【００８５】
　試料Ｎｏ．１８は、耐火性フィラー粉末の含有量が所定範囲外であったため、耐クラッ
ク性が不良であった。試料Ｎｏ．１９および２０は、耐火性フィラー粉末の形状が略球状
ではないため、流動性および表面突起の評価が不良であった。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明の封着材料は、水晶振動子セラミックパッケージ、ＩＣセラミックパッケージ等
のセラミックパッケージに好適である。また、本発明の封着材料は、ＰＤＰ、各種電子放
出素子を有する各種形式のフィールドエミッションディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ
、無機ＥＬディスプレイ、蛍光表示管等の平面表示装置、色素増感型太陽電池等の太陽電
池に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明に係る耐火性フィラー粉末（コーディエライト）の原料を示す電子顕微鏡
写真である。
【図２】本発明に係る耐火性フィラー粉末を示す電子顕微鏡写真である。
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