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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】光反射率が高くかつ腐食による反射率の低下の
少ない光反射層を備え、光の取出し効率が向上された発
光素子搭載基板を提供する。
【解決手段】表面に反射層としての銀導体層２が形成さ
れた無機材料基板１からなり、この銀導体層２の上に発
光素子６が搭載される発光素子搭載基板であって、銀導
体層２が、ペースト体の焼成により形成されており、銀
導体層２を覆うように無機材料基板２に焼き付けて形成
した厚み５～２０μｍのオーバーコート層３を有してお
り、このオーバーコート層３が酸化物基準のモル％表示
でＳｉＯ２を６２～８４％、Ｂ２Ｏ３を１０～２５％、
Ａｌ２Ｏ３を０～５％、Ｎａ２ＯおよびＫ２Ｏのいずれ
か１以上を合計で０～５％、含有し、ＳｉＯ２とＡｌ２

Ｏ３の含有量の合計が６２～８４％、ＭｇＯを０～１０
％、ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯのいずれか１以上を含有す
る場合にその含有量の合計が５％以下のホウケイ酸ガラ
スである。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に反射層としての銀導体層が形成された無機材料基板からなり、この銀導体層の上
に発光素子が搭載される発光素子搭載基板であって、
　前記銀導体層が、ペースト体の焼成により形成されており、
　前記銀導体層を覆うように前記無機材料基板に焼き付けて形成した厚み５～２０μｍの
オーバーコート層を有しており、
　このオーバーコート層が酸化物基準のモル％表示でＳｉＯ２を６２～８４％、Ｂ２Ｏ３

を１０～２５％、Ａｌ２Ｏ３を０～５％、Ｎａ２ＯおよびＫ２Ｏのいずれか１以上を合計
で０～５％、含有し、ＳｉＯ２とＡｌ２Ｏ３の含有量の合計が６２～８４％、ＭｇＯを０
～１０％、ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯのいずれか１以上を含有する場合にその含有量の合計
が５％以下のホウケイ酸ガラスであることを特徴とする発光素子搭載基板。
【請求項２】
　表面に反射層としての銀導体層が形成された無機材料基板からなり、この銀導体層の上
に発光素子が搭載される発光素子搭載基板であって、
　前記銀導体層が、ペースト体の焼成により形成されており、
　前記銀導体層を覆うように前記無機材料基板に焼き付けて形成した厚み５～２０μｍの
オーバーコート層を有しており、
　このオーバーコート層が質量％表示で６０％以上のホウケイ酸ガラスと４０％以下のセ
ラミックスフィラーを含有し、前記ホウケイ酸ガラスが酸化物基準のモル％表示でＳｉＯ

２を６２～８４％、Ｂ２Ｏ３を１０～２５％、Ａｌ２Ｏ３を０～５％、Ｎａ２ＯおよびＫ

２Ｏのいずれか１以上を合計で０～５％、含有し、ＳｉＯ２とＡｌ２Ｏ３の含有量の合計
が６２～８４％、ＭｇＯを０～１０％、ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯのいずれか１以上を含有
する場合にその含有量の合計が５％以下のホウケイ酸ガラスであることを特徴とする発光
素子搭載基板。
【請求項３】
　前記セラミックスフィラーがアルミナである請求項２記載の発光素子搭載基板。
【請求項４】
　前記無機材料基板が低温同時焼成セラミック（ＬＴＣＣ）である請求項１ないし３のい
ずれか１項記載の発光素子搭載基板。
【請求項５】
　前記無機材料基板にビアを設けた請求項１ないし４のいずれか１項記載の発光素子搭載
基板。
【請求項６】
　前記無機材料基板から前記ビアが突き出ており、この突き出し量が前記オーバーコート
層の厚みよりも小さい請求項５記載の発光素子搭載基板。
【請求項７】
　前記無機材料基板の表面に前記発光素子が電気的に接続される端子部を有し、当該端子
部を除く領域に前記オーバーコート層を有する請求項１ないし６のいずれか１項記載の発
光素子搭載基板。
【請求項８】
　前記無機材料基板が凹部を有し、凹部の底面に発光素子が配置される請求項１ないし７
のいずれか１項記載の発光素子搭載基板。
【請求項９】
　前記ホウケイ酸ガラスが酸化物基準のモル％表示でＳｉＯ２を７８～８２％、Ｂ２Ｏ３

を１６～１８％、Ｎａ２ＯおよびＫ２Ｏのいずれか１以上を合計で０．９～４％含有する
ものである請求項１ないし８のいずれか１項記載の発光素子搭載基板。
【請求項１０】
　前記ホウケイ酸ガラスが酸化物基準のモル％表示でＳｉＯ２を７２～７８％、Ｂ２Ｏ３

を１３～１８％、Ｎａ２ＯおよびＫ２Ｏのいずれか１以上を合計で０．９～４％、ＭｇＯ
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を２～１０％含有するものである請求項１ないし８のいずれか１項記載の発光素子搭載基
板。
【請求項１１】
　前記オーバーコート層が、８５℃でｐＨ１．６８のシュウ酸溶液中に１時間浸漬したと
きの溶出量が３０μｇ／ｃｍ２以下である請求項１ないし１０のいずれか１項記載の発光
素子搭載基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光ダイオード（以下、ＬＥＤと記すことがある。）デバイス、高輝度光ダイ
オードバックライト、ディスプレイに関連する光源、自動車照明、装飾照明、標識、広告
照明、および情報ディスプレイ用途を含む照明デバイスの形成における発光装置に用いら
れる実装基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＬＥＤなど発光装置の高輝度、白色化に伴い、携帯電話や大型液晶ＴＶ等のバッ
クライトに、ＬＥＤを用いた発光装置が使われるようになってきた。ＬＥＤランプを種々
の用途に適用するには、白色発光を得ることが重要となる。ＬＥＤランプで白色発光を実
現する代表的な方式としては、青、緑および赤の各色に発光する３つのＬＥＤチップを使
用する方式、青色発光のＬＥＤチップと黄色ないし橙色発光の蛍光体とを組合せる方式、
青色発光のＬＥＤとその光によって赤、緑を励起する蛍光体を組み合わせる方法、紫外線
発光のＬＥＤチップと青色、緑色および赤色発光の三色混合蛍光体とを組合せる方式、の
４つが挙げられる。
【０００３】
　上記した蛍光体を組み合わせる方式として、蛍光体を混合したエポキシ樹脂やシリコー
ン樹脂等の透明樹脂を流し込み、これを固化させて蛍光体を含有する樹脂層を形成した砲
弾型構造が知られている。また、主面に配線パターンが形成された基板の上にＬＥＤチッ
プを実装し、さらにこの基板上に透明樹脂による封止部を形成した構造が知られている。
これらのＬＥＤランプにおいては、実装されたＬＥＤチップの周りの基板上に、銀などの
光反射層が形成されている。そして、この光反射層により、基板側に放射されるＬＥＤチ
ップからの発光や、蛍光体から励起発光される蛍光を前方へ反射させ、光の取出し効率を
向上させることが行われている。
【０００４】
　しかし、銀は腐食しやすく、放置するとＡｇＳなど化合物が生成して光反射率が低下し
やすい。そのため、銀の上に樹脂封止層を形成して反射率の低下を防止しているが、通常
樹脂封止剤として用いられるエポキシ樹脂やシリコーン樹脂では封止性が弱く、長期信頼
性を求められる製品に使うことができなかった。そこで、銀導体層の腐食を防止するため
、銀の表面をシリコーン樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂などの樹脂で
コートする方法が提案されている（特許文献１参照）。しかし、この方法でも樹脂中、あ
るいは銀導体層と樹脂の界面から水分や腐食性の気体が入り、経時的に銀導体層を腐食さ
せてしまうため、長期信頼性を求められる製品に使うことができなかった。一方で、銀導
体を用いずに反射率を高くする方法として、高反射率のアルミナ材料等も提案されている
が、１０００℃を超える高温での焼成が必要である等のため製造工程の負荷が大きいとい
う問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－６７１１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、光反射率が高くかつ腐食に
よる反射率の低下の少ない光反射層を備え、光の取出し効率が向上された発光素子搭載基
板の提供を目的とする。また、そのような光反射層の形成において工程の負荷をできるだ
け抑えることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、表面に反射層としての銀導体層が形成された無機材料基板からなり、この銀
導体層の上に発光素子が搭載される発光素子搭載基板であって、前記銀導体層が、ペース
ト体の焼成により形成されており、前記銀導体層を覆うように前記無機材料基板に焼き付
けて形成した厚み５～２０μｍのオーバーコート層を有しており、このオーバーコート層
が酸化物基準のモル％表示でＳｉＯ２を６２～８４％、Ｂ２Ｏ３を１０～２５％、Ａｌ２

Ｏ３を０～５％、Ｎａ２ＯおよびＫ２Ｏのいずれか１以上を合計で０～５％、含有し、Ｓ
ｉＯ２とＡｌ２Ｏ３の含有量の合計が６２～８４％、ＭｇＯを０～１０％、ＣａＯ、Ｓｒ
Ｏ、ＢａＯのいずれか１以上を含有する場合にその含有量の合計が５％以下のホウケイ酸
ガラスである発光素子搭載基板を提供する。
【０００８】
　また、表面に反射層としての銀導体層が形成された無機材料基板からなり、この銀導体
層の上に発光素子が搭載される発光素子搭載基板であって、前記銀導体層が、ペースト体
の焼成により形成されており、前記銀導体層を覆うように前記無機材料基板に焼き付けて
形成した厚み５～２０μｍのオーバーコート層を有しており、このオーバーコート層が質
量％表示で６０％以上のホウケイ酸ガラスと４０％以下のセラミックスフィラーを含有し
、前記ホウケイ酸ガラスが酸化物基準のモル％表示でＳｉＯ２を６２～８４％、Ｂ２Ｏ３

を１０～２５％、Ａｌ２Ｏ３を０～５％、Ｎａ２ＯおよびＫ２Ｏのいずれか１以上を合計
で０～５％、含有し、ＳｉＯ２とＡｌ２Ｏ３の含有量の合計が６２～８４％、ＭｇＯを０
～１０％、ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯのいずれか１以上を含有する場合にその含有量の合計
が５％以下のホウケイ酸ガラスである発光素子搭載基板を提供する。
【０００９】
　本発明者は、反射膜として導体層を用い、導体層を保護する目的のオーバーコート層と
してガラスを使用することで光反射層の反射率を低下させない発光素子搭載基板を実現し
た。特に導体層として銀導体層を使用することが好ましい。また、ガラス層の組成を調整
することにより、反射膜としての銀導体層と銀導体層を被覆するガラス層とを１回の焼成
工程で形成することに成功した。
【００１０】
　ガラス層は熱伝導率が低いためにオーバーコート層を設けることによって発光素子の発
する熱が放散されにくくなり、素子の温度が上昇しやすくなるために発光効率が低下する
、または発光素子の寿命が低下する等の問題が生じる場合がある。
【発明の効果】
【００１１】
　発光素子搭載基板の表面に光反射率が高い導体層が形成されていることによって、基板
側に放射される発光素子からの発光を、基板と反対側の開口方向へ高い反射率で反射させ
ることができる。また、発光素子搭載基板に凹部があり、その底面に発光素子が搭載され
る場合には、たとえば図２のように凹部壁面にも導体層を設けることで、発光素子の壁面
側の発光を開口方向へ効率よく反射させることができる。これによって光の取出し効率を
向上させることが可能となり、発光効率の向上を図ることができる。
【００１２】
　発光素子からの光により励起されて可視光を発光する蛍光体を含む層（以下、蛍光体層
という。）を有している場合には、この蛍光体から発光される蛍光も導体層により基板と
反対側の前方へ高い反射率で反射されるので、蛍光体から発光される可視光と発光素子か
ら放射される光との混色による白色光の取出し効率を向上させることができる。本発明の
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発光素子搭載基板では、前記導体層の上にガラスで作製されたオーバーコート層が設けら
れており、この層により下層の導体層が化学的に保護されている。したがって、導体層の
腐食が防止され光反射率の低下が抑えられる。
【００１３】
　また、導体層とオーバーコート層が同時焼成によって形成できるようにガラス組成を調
整することで、製造工程の負荷を少なくできる。
【００１４】
　また、オーバーコート層が、前記ホウケイ酸ガラスとセラミックスフィラーとを含有す
る場合には、オーバーコート層の放熱性または強度を高くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の発光素子搭載基板の断面図の一例である。
【図２】本発明の発光素子搭載基板に発光素子を配置した断面図の一例である。
【図３】本発明の発光素子搭載基板に発光素子を配置した発光装置の断面図の一例である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の発光素子搭載基板は表面に反射層としての銀導体層が形成された無機材料基板
からなり、この銀導体層の上に発光素子が搭載される発光素子搭載基板であって、前記銀
導体層が、ペースト体の焼成により形成されており、前記銀導体層を覆うように前記無機
材料基板に焼き付けて形成した厚み５～２０μｍのオーバーコート層を有しており、この
オーバーコート層が酸化物基準のモル％表示でＳｉＯ２を６２～８４％、Ｂ２Ｏ３を１０
～２５％、Ａｌ２Ｏ３を０～５％、Ｎａ２ＯおよびＫ２Ｏのいずれか１以上を合計で０～
５％、含有し、ＳｉＯ２とＡｌ２Ｏ３の含有量の合計が６２～８４％、ＭｇＯを０～１０
％、ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯのいずれか１以上を含有する場合にその含有量の合計が５％
以下のホウケイ酸ガラスである。
【００１７】
　発光素子搭載基板は発光素子が搭載される平板状の部材である。発光素子搭載基板を構
成する材質は特に限定されないが、オーバーコート層に用いるガラスを焼き付けなければ
ならないため無機材料が好ましい。熱伝導率や放熱性、強度、コストの観点からアルミナ
セラミックス、低温同時焼成セラミック（Ｌｏｗ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏ－ｆｉ
ｒｅｄ　Ｃｅｒａｍｉｃ、以下、ＬＴＣＣという。）、窒化アルミニウムなどが挙げられ
る。ＬＴＣＣの場合には、発光素子搭載基板と表面導体層と導体を被覆するオーバーコー
ト層と、を同時焼成によって形成することが可能である。
【００１８】
　反射膜としての導体層には反射率の高さから銀が用いられる。
【００１９】
　オーバーコート層は下層の銀導体層を腐食などから保護するための層であり、緻密なガ
ラスまたはガラス－セラミックスで形成されるものである。オーバーコート層に含まれる
ガラスは本発明のホウケイ酸ガラスである。本発明のガラスはオーバーコート層を緻密に
するための成分であり、反射率を低下させないように無色であることが好ましい。前記ガ
ラスは銀導体と同時に焼成できるものであることが好ましく、銀導体と同時に焼成したと
きに発色を生じないものが好ましい。すなわち銀導体とガラスを同時に焼成する場合に焼
成温度が９００℃より高いと銀導体が変形してしまうのでオーバーコート層のガラスは９
００℃以下の温度で焼成して緻密化できるものであることを要する。また、銀とガラスの
反応によって発色すること（銀発色）のないことが好ましい。なお、銀発色は、オーバー
コート層の焼成時に銀導体から銀イオンがガラス中に拡散し、それが、コロイド化して、
黄色や赤色に発色するものである。
　銀のガラス中への拡散は、ガラスの軟化点が低いほど多くなる傾向がある。一方、焼成
によって緻密なオーバーコート層を得るためには軟化点を低くする必要がある。つまり、
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焼成時にガラスがよく流動して緻密化することと銀発色抑制の両立は困難であった。たと
えばガラス中にＣｕＯなどの遷移元素酸化物を添加することにより、銀イオンのコロイド
化を抑制し、銀発色を抑制するという方法が知られているが、遷移元素酸化物を添加する
方法ではガラスが遷移金属イオンによって青色等に着色するため、本発明の目的には適応
することができないのである。
　本発明者は、銀の反射層としての機能を損ねる光吸収が非常に小さいオーバーコート層
として、ガラス組成を検討した結果、遷移元素などを添加しない、無色で、かつ銀発色し
ないガラス組成を見いだした。
　すなわち、Ａｌ２Ｏ３を０～５％、Ｎａ２ＯおよびＫ２Ｏのいずれか１以上を合計で０
～５％、含有し、ＳｉＯ２とＡｌ２Ｏ３の含有量の合計が６２～８４％、ＭｇＯを０～１
０％、ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯのいずれか１以上を含有する場合にその含有量の合計が５
％以下のガラスである。
　オーバーコート層はまた、耐酸性や耐候性の高いことが好ましい。
【００２０】
　発光素子はＬＥＤ素子である。放射した光で蛍光体を励起して可視光を発光させるもの
が挙げられる。たとえば、青色発光タイプのＬＥＤチップや紫外発光タイプのＬＥＤチッ
プが例示される。ただし、これらに限定されるものではなく、蛍光体を励起して可視光を
発光させることが可能な発光素子であれば、発光装置の用途や目的とする発光色等に応じ
て種々の発光素子を使用することができる。
【００２１】
　本発明の発光素子搭載基板には、発光素子を搭載して発光装置とするときに、蛍光体層
が設けられることが好ましい。蛍光体は、発光素子から放射された光により励起されて可
視光を発光し、この可視光と発光素子から放射される光との混色によって、あるいは蛍光
体から発光される可視光または可視光自体の混色によって、発光装置として所望の発光色
を得るものである。蛍光体の種類は特に限定されるものではなく、目的とする発光色や発
光素子から放射される光等に応じて適宜に選択される。
【００２２】
　蛍光体層は、蛍光体をシリコーン樹脂やエポキシ樹脂のような透明樹脂に混合・分散さ
せた層として形成される。蛍光体層は、発光素子の外側を覆うように形成することができ
る（図３参照）が、直接発光素子を覆うように形成された被覆層の上に、別に蛍光体層を
設けることも可能である。すなわち、蛍光体層は発光装置の発光素子が形成された側の最
上層に形成されることが好ましい。
【００２３】
　本発明の発光素子搭載基板は典型的には基板の表面にＬＥＤ素子を電気的に接続する端
子部を有し、当該端子部を除く領域がオーバーコート層で覆われているものである。この
場合、発光素子の実装は、たとえば、ＬＥＤチップを基板上にエポキシ樹脂やシリコーン
樹脂で接着（ダイボンド）するとともに、チップ上面の電極を金線等のボンディングワイ
ヤを介して基板のパッド部に接続する方法、あるいは、ＬＥＤチップの裏面に設けられた
半田バンプ、Ａｕバンプ、Ａｕ－Ｓｎ共晶バンプ等のバンプ電極を、基板のリード端子や
パッド部にフリップチップ接続する方法などにより行われる。
　前記発光素子搭載基板は反射膜としての銀導体層とそれを保護するオーバーコート層を
設けることができれば特に限定されないが、以下では発光素子搭載基板がＬＴＣＣ基板で
ある場合について説明する。
【００２４】
　ＬＴＣＣ基板はガラス粉末とアルミナ粉末等のセラミックスフィラーとの混合物を焼成
して製造される基板であり、銀導体層と同時に焼成して製造することが可能な基板である
。
【００２５】
　ＬＴＣＣ基板に使用するガラス粉末とアルミナ粉末等のセラミックスフィラーは通常グ
リーンシート化して使用される。たとえば、まずガラス粉末とアルミナ粉末等をポリビニ
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ルブチラールやアクリル樹脂等の樹脂と、必要に応じてフタル酸ジブチル、フタル酸ジオ
クチル、フタル酸ブチルベンジル等の可塑剤等も添加して混合する。次に、トルエン、キ
シレン、ブタノール等の溶剤を添加してスラリーとし、ポリエチレンテレフタレート等の
フィルム上にドクターブレード法等によってこのスラリーをシート状に成形する。最後に
、このシート状に成形されたものを乾燥して溶剤を除去しグリーンシートとする。これら
グリーンシートには必要に応じて、銀ペーストを用いてスクリーン印刷等によって配線パ
ターンやビアなどが形成される。
【００２６】
　ＬＴＣＣ基板を構成するガラスの組成は、たとえばモル％表示で、ＳｉＯ２が６０．４
％、Ｂ２Ｏ３が１５．６％、Ａｌ２Ｏ３が６％、ＣａＯが１５％、Ｋ２Ｏが１％、Ｎａ２

Ｏが２％である。
【００２７】
　ＬＴＣＣ基板の製造に用いられるガラス粉末は、溶融法によって得られたガラスを粉砕
して製造される。粉砕の方法は本発明の目的を損なわないものであれば限定されず、乾式
粉砕でもよいし湿式粉砕でもよい。湿式粉砕の場合には、溶媒として水を用いることが好
ましい。また粉砕にはロールミル、ボールミル、ジェットミル等の粉砕機を適宜用いるこ
とができる。ガラスは粉砕後、必要に応じて乾燥され、分級される。
【００２８】
　アルミナ粉末の粒度や形状などは特に限定されないが、典型的には平均粒子径Ｄ５０が
１～５μｍ程度のものが用いられる。たとえば昭和電工社製のＡＬ－４５Ｈが挙げられる
。
ガラス粉末とアルミナ粉末の配合比率は典型的にはガラス粉末４０質量％、アルミナ粉末
６０質量％である。
【００２９】
　前記グリーンシートは、焼成後必要に応じて所望の形状に加工されて基板とされる。こ
の場合、被焼成体は１枚または複数枚のグリーンシートを重ねたものである。前記焼成は
典型的には８５０～９００℃に２０～６０分間保持して行われる。より典型的な焼成温度
は８６０～８８０℃である。
【００３０】
　なお、銀導体層を同時に形成する場合、前記焼成温度は８８０℃以下であることが好ま
しい。８８０℃超では焼成時に銀または銀含有導体が軟化し、導体パターンやビアの形状
が保持できなくなるおそれがある。より好ましくは８７０℃以下である。
　発光素子搭載基板表面に形成される反射膜としての銀導体層は、反射率の観点から他の
無機成分を含有しないことが好ましい。
【００３１】
　次に、オーバーコート層について説明する。
　オーバーコート層は本発明のガラスの層または本発明のガラスを含むガラス－セラミッ
クス（以下、本発明のガラス－セラミックスという）の層である。
【００３２】
　オーバーコート層の厚みは典型的には５～２０μｍである。５μｍ未満であると、平坦
性が不十分になることがある。すなわち、たとえば発光素子の下部に放熱のためのビアを
設ける場合にはビアの先端が突き出しやすく、その上に発光素子を配置する時に傾いて光
取り出し効率が悪くなるおそれがあるので、発光素子の傾きを防止するためには被覆層の
厚みがビアの突き出し量より大きいことが好ましく、５μｍ以上であることが好ましい。
２０μｍ超では発光素子の放熱性を阻害し発光効率が低下してしまうおそれがある。
【００３３】
　オーバーコート層が本発明のガラスで形成される場合、オーバーコート層はたとえば本
発明のガラスの粉末をペースト化してスクリーン印刷し、焼成して形成される。しかし、
典型的には５～２０μｍの厚みのものを平坦に形成できる方法であれば特に限定されるも
のではない。
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【００３４】
　オーバーコート層が本発明のガラス－セラミックスで形成される場合、オーバーコート
層はたとえば本発明のガラスの粉末とセラミックスフィラーとの混合粉末をペースト化し
てスクリーン印刷し、焼成して形成される。しかし、典型的には５～２０μｍの厚みのも
のを平坦に形成できる方法であれば特に限定されるものではない。
【００３５】
　本発明のガラス－セラミックスは質量％表示で本発明のガラスを６０％以上含有する。
６０％未満であると、反射率が不十分となるおそれがある。反射率をより高くするために
は７０％以上含有することがより好ましい。また、セラミックスフィラーを４０％以下含
有する。セラミックスフィラーの含有量は典型的には５％以上である。セラミックスフィ
ラーを含有することにより、オーバーコート層の強度を高くできる場合がある。また、オ
ーバーコート層の放熱性を高くできる場合がある。
【００３６】
　前記セラミックスフィラーはアルミナであることが好ましい。
【００３７】
　次に本発明のガラスの成分について説明する。なお、以下では特に断らない限り組成は
モル％表示のものとし、単に％と表記する。
【００３８】
　ＳｉＯ２はガラスのネットワークフォーマであり、化学的耐久性、とくに耐酸性を高く
する成分であり必須である。６２％未満では耐酸性が不十分となるおそれがある。８４％
超ではガラス溶融温度が高くなる、またはガラス転移点（Ｔｇ）が高くなりすぎるおそれ
がある。
【００３９】
　Ｂ２Ｏ３はガラスのネットワークフォーマであり、必須である。１０％未満ではガラス
溶融温度が高くなる、またはガラスが不安定になるおそれがある。好ましくは１２％以上
である。２５％超では安定なガラスを得にくくなる、または化学的耐久性が低下するおそ
れがある。
【００４０】
　Ａｌ２Ｏ３は必須ではないが、ガラスの安定性または化学的耐久性を高めるために５％
以下の範囲で含有してもよい。５％超ではガラスの透明性が低下するおそれがある。また
、銀発色が生じやすくなる。
【００４１】
　またＳｉＯ２とＡｌ２Ｏ３の含有量の合計は６２～８４％である。６２％未満であると
化学的耐久性が不十分になるおそれがある。８４％超であるとガラス溶融温度が高くなる
、またはＴｇが高くなりすぎる。
【００４２】
　Ｎａ２ＯおよびＫ２Ｏは必須ではないがＴｇを低下させる成分であり、合計で５％まで
含有することができる。５％超では化学的耐久性、特に耐酸性が悪化するおそれがある、
または、焼成体の電気絶縁性が低下するおそれがある。また、銀発色が生じやすくなる。
【００４３】
　また、Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏのいずれか１以上を含有する。Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏの含有量の合
計は０．９％以上であることが好ましい。
【００４４】
　ＭｇＯは必須ではないが、Ｔｇを低下させる、またはガラスを安定化させるために１０
％まで含有してもよい。１０％超であると銀発色が生じやすくなる。好ましくは８％以下
である。
【００４５】
　ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯはいずれも必須ではないが、ガラスの溶融温度を低下させるま
たはガラスを安定化させるために合計で５％まで含有してもよい。５％超であると耐酸性
が低下するおそれがある。または銀発色が生じやすくなる。
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【００４６】
　本発明のガラスは本質的に上記成分からなるが、本発明の目的を損なわない範囲でその
他の成分を含有してもよい。そのような成分を含有する場合、それら成分の含有量の合計
は１０％以下であることが好ましい。ただし、鉛酸化物は含有しない。
　本発明のオーバーコート層は、耐酸性は１００μｇ／ｃｍ２以下が好ましく、より好ま
しくは３０μｇ／ｃｍ２以下であり、更に好ましくは５μｇ／ｃｍ２以下であり、特に好
ましくは１μｇ／ｃｍ２以下である。１００μｇ／ｃｍ２超ではメッキ溶液中にガラス中
の成分が溶出し連続運転ができなくなったり、オーバーコート層が白濁し反射率を低下さ
せたりしまうおそれがある。
　オーバーコート層の耐酸性は、その焼結体をｐＨ１．６８、温度８５℃のシュウ酸塩緩
衝液７００ｃｍ３の中に浸漬し１時間経過後の質量減少量を測定することにより評価でき
る。
【００４７】
　本発明のガラスは、反射率を特に高くしたい場合にはＳｉＯ２を７８～８４％、Ｂ２Ｏ

３を１６～１８％、Ｎａ２ＯおよびＫ２Ｏのいずれか１以上を合計で０．９～４％、Ａｌ

２Ｏ３を０～０．５％、ＣａＯを０～０．６％含有するガラス（以下、本発明のガラスＡ
という。）または、ＳｉＯ２を７２～７８％、Ｂ２Ｏ３を１３～１８％、Ｎａ２Ｏおよび
Ｋ２Ｏのいずれか１以上を合計で０．９～４％、ＭｇＯを２～１０％含有するガラス（以
下、本発明のガラスＢという。）であることがより好ましい。
【００４８】
　次に本発明のガラスＡの組成について説明する。
　ＳｉＯ２はガラスのネットワークフォーマであり、必須である。７８％未満では化学的
耐久性が低下する。好ましくは８０％以上である。８４％超ではガラス溶融温度が高くな
る、またはガラス転移点（Ｔｇ）が高くなりすぎるおそれがあり、好ましくは８３％以下
、より好ましくは８２％以下である。
【００４９】
　Ｂ２Ｏ３はガラスのネットワークフォーマであり、必須である。１６％未満ではガラス
溶融温度が高くなる、またはＴｇが高くなりすぎるおそれがあり、１８％超では安定なガ
ラスを得にくくなる、または化学的耐久性が低下するおそれがある。好ましくは１７％以
下である。
【００５０】
　Ａｌ２Ｏ３は必須ではないが、ガラスの安定性または化学的耐久性を高めるために０．
５％以下の範囲で含有してもよい。０．５％超ではガラス溶融温度が高くなる、またはＴ
ｇが高くなりすぎる。また、銀発色が生じやすくなる。
【００５１】
　Ｎａ２ＯおよびＫ２ＯはＴｇを低下させる成分であり、少なくともいずれか一方を含有
しなければならない。その合計が０．９％未満では、ガラス溶融温度が高くなる、または
Ｔｇが高くなりすぎるおそれがあり、好ましくは１．０％以上、より好ましくは１．５％
以上である。４％超では化学的耐久性、特に耐酸性が悪化するおそれがある、または、焼
成体の電気絶縁性が低下するおそれがある。また、銀発色が生じやすくなる。好ましく３
％以下、より好ましくは２％以下である。
【００５２】
　ＣａＯは必須ではないが、Ｔｇを低下させるまたはガラスを安定化させるために０．６
％以下の範囲で含有してもよい。０．６％超ではガラス溶融温度が低くなりすぎる、また
は結晶化を促進してしまい透明なガラス層を得ることができない。また、銀発色が生じや
すくなる。
【００５３】
　本発明のガラスＡは本質的に上記成分からなるが、本発明の目的を損なわない範囲でそ
の他の成分を含有してもよい。そのような成分を含有する場合、それら成分の含有量の合
計は１０％以下であることが好ましい。ただし、鉛酸化物は含有しない。
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【００５４】
　次に、本発明のガラスＢの組成について説明する。
　ＳｉＯ２はガラスのネットワークフォーマであり、必須である。７２％未満では化学的
耐久性が低下する。好ましくは７３％以上である。７８％超ではガラス溶融温度が高くな
る、またはＴｇが高くなりすぎるおそれがあり、好ましくは７６％以下である。
【００５５】
　Ｂ２Ｏ３はガラスのネットワークフォーマであり、必須である。１３％未満ではガラス
溶融温度が高くなる、またはＴｇが高くなりすぎるおそれがあり、１８％超では安定なガ
ラスを得にくくなる、または化学的耐久性が低下するおそれがある。好ましくは１７％以
下である。
【００５６】
　ＭｇＯはガラスの溶融温度を低下し、ガラスを安定化する成分であり、２～１０％含有
することが好ましい。２％未満では効果が不十分となるおそれがある。好ましくは４％以
上である。１０％超であると銀発色が生じやすくなる。好ましくは８％以下、より好まし
くは６％以下である。
【００５７】
　Ｎａ２ＯおよびＫ２ＯはＴｇを低下させる成分であり、少なくともいずれか一方を含有
しなければならない。その合計が０．９％未満では、ガラス溶融温度が高くなる、または
Ｔｇが高くなりすぎるおそれがあり、好ましくは１．０％以上、より好ましくは１．５％
以上である。４％超では化学的耐久性、特に耐酸性が悪化するおそれがある、または、焼
成体の電気絶縁性が低下するおそれがある。また、銀発色が生じやすくなる。好ましく３
％以下である。
【００５８】
　本発明のガラスＢは本質的に上記成分からなるが、本発明の目的を損なわない範囲でそ
の他の成分を含有してもよい。そのような成分を含有する場合、それら成分の含有量の合
計は１０％以下であることが好ましい。ただし、鉛酸化物は含有しない。
【実施例】
【００５９】
　例１～２０について表１および表２にモル％で示す組成となるようにガラス原料を調合
、混合し、この混合された原料を白金ルツボに入れて１５５０～１６００℃で６０分間溶
融後、溶融ガラスを流し出し冷却した。得られたガラスをアルミナ製ボールミルでエチル
アルコールを溶媒として２０～６０時間粉砕してガラス粉末を得た。例１～５および例１
２～２０のガラスは本発明のガラスである。例１～４のガラスは本発明のガラスＡである
。例１２～１４のガラスは本発明のガラスＢである。例６～１１のガラスは比較例である
。例１５～１９は例１と同じガラス粉末にアルミナフィラー（昭和電工社製ＡＬ－４５Ｈ
）を加えた本発明のガラス－セラミックスの例であり、例２０は本発明のガラス－セラミ
ックスではない例である。ガラスとアルミナの質量比を表中のガラス欄およびアルミナ欄
に示している。
【００６０】
　各ガラス粉末の平均粒径Ｄ５０（単位：μｍ）を、島津製作所社製ＳＡＬＤ２１００を
用いて、軟化点Ｔｓ（単位：℃）をブルカーＡＸＳ社製熱分析装置ＴＧ－ＤＴＡ２０００
を用いて昇温速度１０℃／分の条件で１０００℃まで、それぞれ測定した。表中のＴｓの
欄に「－」と記載したものはこれら方法によってはＴｓを測定できなかったことを示す。
また、例１～１１のいずれについてもＴｓ測定時に結晶ピークは認められなかった。
【００６１】
　ガラス粉末とアルミナ粉末の混合物を金型に入れてプレス成形したものを８９０℃に６
０分保持して焼成してから直径５ｍｍ、長さ２０ｍｍの棒状に加工したものについて１０
ｇの加重を加え、ブルカーＡＸＳ社製熱膨張測定装置ＴＤ５０００ＳＡを用いて、昇温速
度１０℃／分の条件で試料が軟化して収縮を始める温度Ｔｄ（単位：℃）を測定した。Ｔ
ｄは７８０℃以下であることが好ましい。例の中でＴｄの値を測定していないものは「＊



(11) JP 2012-191218 A 2012.10.4

10

20

30

」とした。
【００６２】
　例１～２０について質量％表示で各ガラス粉末にアルミナフィラーを加えた混合粉末を
６０％、樹脂成分を４０％としたものについて、磁器乳鉢中で１時間混練を行い、さらに
三本ロールにて３回分散を行ってガラスペーストを作製した。また、樹脂成分はエチルセ
ルロースとαテレピネオールを質量比８５：１５の割合で調合し分散したものを使用した
。
【００６３】
　銀ペーストは、導電性粉末（大研化学工業社製Ｓ４００－２）およびエチルセルロース
を質量比８５：１５の割合で調合し、固形分の質量％表示濃度を８５％として溶剤（αテ
レピネオール）に分散した後、磁器乳鉢中で１時間混練を行い、さらに三本ロールにて３
回分散を行って作製した。
【００６４】
　グリーンシートに銀ペーストを印刷し、乾燥後、ガラスペーストを銀ペースト上に印刷
し、これを５５０℃に５時間保持して樹脂成分を分解除去した後、８７０℃に３０分保持
して焼成を行った。得られたＬＴＣＣ基板の表面の反射率を測定した。反射率の測定には
オーシャンオプティクス社の分光器ＵＳＢ２０００と小型積分球ＩＳＰ－ＲＦを用いて測
定し、可視光域の４００～８００ｎｍの平均値を反射率（単位：％）として算出した。結
果を表１に示す。なお、例１１のガラス粉末は焼結しなかったので測定しなかった。
【００６５】
　反射率はオーバーコート層のない銀導体層表面が９５％の反射率であることから、可能
な限りそれに近い反射率が望ましい。８７％以下では効率的に発光素子からの光を反射す
ることができないのでオーバーコート層としては好ましくない。９２％以上であることが
特に好ましい。
【００６６】
　耐酸性試験はガラス粉末４ｇを金型でプレスし焼成することで直径１４ｍｍ、高さ１５
ｍｍほどの焼結体を得たのち、その焼結体をｐＨ１．６８、温度８５℃のシュウ酸塩緩衝
液７００ｃｍ３の中に浸漬し１時間経過後の質量減少量を測定した。なお、浸漬後の質量
は１００℃で１時間乾燥してから行った。焼成体の単位表面積あたりの質量減少量（単位
：μｇ／ｃｍ２）を表１の耐酸性の欄に示す。なお、例１１のガラス粉末は焼結しなかっ
たので測定しなかった。
【００６７】
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【表１】

【００６８】
【表２】

【産業上の利用可能性】
【００６９】
　携帯電話や大型液晶ＴＶ等のバックライトに利用できる。
　なお、２００８年８月２１日に出願された日本特許出願２００８－２１２５９１号及び
２００８年１２月２５日に出願された日本特許出願２００８－３２９８９０号の明細書、
特許請求の範囲、図面及び要約書の全内容をここに引用し、本発明の明細書の開示として
、取り入れるものである。
【符号の説明】
【００７０】
１：ＬＴＣＣ基板
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２：導体層（反射層）
３：オーバーコート層
４：ビア導体
５：封止樹脂（蛍光体層）
６：発光素子
７：ボンディングワイヤ
８：金メッキ層

【図１】

【図２】

【図３】
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