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(57)【要約】
【課題】ワイヤとの接合を容易にする接合層を、材料に
無駄が生じないように形成することを可能にする。
【解決手段】電気装置１０は、基板１１とＬＥＤチップ
１２３と中間部材１３とを備えている。基板１１は、配
線用の導体層１１１が形成されている。ＬＥＤチップ１
２３は、基板１１に搭載される。中間部材１３は、導体
層１１１に電気的に接続され、かつ導電性の第１のワイ
ヤ１２１を介してＬＥＤチップ１２３と電気的に接続さ
れる。中間部材１３は、導体層１１１に対して固定され
るコア１３１と、コア１３１の表面における少なくとも
一部を覆い第１のワイヤ１２１と接合される接合層１３
２とを備える。基板１１は、合成樹脂により形成されて
いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線用の導体層が形成された基板と、
　前記基板に搭載される素子と、
　前記導体層に電気的に接続され、かつ導電性の第１のワイヤを介して前記素子と電気的
に接続される中間部材とを備え、
　前記中間部材は、
　　前記導体層に対して固定されるコアと、
　　前記コアの表面における少なくとも一部を覆い前記第１のワイヤと接合される接合層
とを備える
　ことを特徴とする電気装置。
【請求項２】
　前記基板は、合成樹脂により形成されている
　請求項１記載の電気装置。
【請求項３】
　前記基板は、前記素子を複数個搭載し、
　前記基板に搭載された複数個の前記素子のうちの少なくとも一部は、導電性の第２のワ
イヤを介して互いに電気的に接続されている
　請求項１又は２記載の電気装置。
【請求項４】
　前記コアは、導電ペーストを用いて前記導体層に電気的に接続されている
　請求項１～３のいずれか１項に記載の電気装置。
【請求項５】
　前記基板に前記素子とは別に搭載され半田リフローを行うことにより実装される電子部
品をさらに備え、
　前記素子および前記中間部材が前記基板に搭載される前に、前記電子部品を実装する部
位にフラックスによる保護膜が形成される
　請求項４記載の電気装置。
【請求項６】
　前記素子は、ＬＥＤチップを含み、
　前記基板は、前記素子を複数個搭載し、
　前記基板に搭載された複数個の前記素子のうちの少なくとも一部は、列をなすように配
置され、かつ導電性の第２のワイヤを介して互いに電気的に接続され、
　光が透過する合成樹脂により形成され、かつ列をなすように配置された前記素子と前記
中間部材と前記第１のワイヤおよび前記第２のワイヤとをまとめて封止する封止部材がさ
らに設けられている
　請求項１～５のいずれか１項に記載の電気装置。
【請求項７】
　前記素子は、ＬＥＤチップを含み、
　前記基板は、前記素子を複数個搭載し、
　前記基板に搭載された複数個の前記素子のうちの少なくとも一部は、列をなすように配
置され、かつ導電性の第２のワイヤを介して互いに電気的に接続され、
　光が透過する合成樹脂により形成され、かつ列をなすように配置された前記素子を個別
に封止する封止部材がさらに設けられている
　請求項１～５のいずれか１項に記載の電気装置。
【請求項８】
　前記封止部材は、前記ＬＥＤチップから放射された光の波長を変換する蛍光材料を含有
している
　請求項６又は７記載の電気装置。
【請求項９】
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　前記素子は、
　　前記ＬＥＤチップを搭載し前記ＬＥＤチップと前記基板との間に配置され、かつ前記
ＬＥＤチップから放射される光の配光を制御するサブマウント部材とを備える
　請求項６～８のいずれか１項に記載の電気装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の電気装置を製造する方法であって、
　前記導体層を露出させる部位を除いて前記導体層をレジスト層で覆う工程と、
　前記導体層においてレジスト層から露出する部位のうち前記中間部材を取り付ける第１
の部位を除いてフラックスによる保護膜を形成する工程と、
　前記保護膜の形成後に前記導体層が露出する部位のうち前記第１の部位に導電ペースト
を用いて前記中間部材を取り付ける工程と、
　前記中間部材を取り付けた後に保護膜の形成後に前記レジスト層の表面に前記素子をダ
イボンド材により搭載する工程と、
　前記導体層において前記保護膜が形成されている部位に半田リフローにより部品を結合
する工程とを備える
　ことを特徴とする電気装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線用の導体層が形成された基板に素子が搭載された電気装置、およびこの
電気装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、導体層が形成された基板に、いわゆるフェイスアップ方式で素子を搭載する際
には、素子の電極と基板の導体層とは導電性のワイヤを介して電気的に接続される（たと
えば、特許文献１参照）。特許文献１には、ＬＥＤ素子と導電パターンがワイヤによって
電気的に接続された構成が記載されている。すなわち、ＬＥＤ素子にワイヤの一端が接続
され、ワイヤの他端が導電パターンに接続されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－９２９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に限らず、基板に形成された導電層と素子の電極とをワイヤにより電気的に
接続するには、ワイヤの一端を素子に接合し、ワイヤの他端を導電層に接合する構成が採
用されている。フェイスアップ方式で基板に搭載される素子の電極は、ワイヤを用いて電
気的に接続するために、ワイヤとの接合が容易になる材料が用いられている。一方、基板
の導電層は、一般的にはＣｕ（銅）を用いることが多く、そのため、導電層の表面をワイ
ヤとの接合が容易になる材料で覆うことが必要になる。
【０００５】
　導電層にワイヤとの接合を容易にする材料の接合層を形成するには、導電層の全体を接
合層で覆う技術、導電層においてワイヤが結合される部位にだけ接合層を形成する技術な
どが考えられる。
【０００６】
　前者の技術は、導電層のうちワイヤを接合する部位の面積に比べて残りの面積が過大に
なるから、接合層を形成する材料が無駄になるという問題が生じる。接合層は、多くの場
合に、Ａｕのような高価かつ希少な材料で形成されるから、接合層の面積を極力低減させ
ることは、資源の確保および製品の低コスト化のための必要条件である。
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【０００７】
　後者の構成は、導電層のうちの必要箇所にのみ接合層を形成するから、他の部位に接合
層が形成されないようにするためのマスクを形成するプロセスが必要であり、その後にマ
スクを除去するプロセスが必要になる。つまり、後者の構成を採用すると、プロセスが増
加する。
【０００８】
　本発明は、ワイヤとの接合を容易にする接合層を、材料に無駄が生じないように形成す
ることを可能にした電気装置を提供することを目的とし、さらに、この電気装置の製造方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る電気装置は、配線用の導体層が形成された基板と、前記基板に搭載される
素子と、前記導体層に電気的に接続され、かつ導電性の第１のワイヤを介して前記素子と
電気的に接続される中間部材とを備え、前記中間部材は、前記導体層に対して固定される
コアと、前記コアの表面における少なくとも一部を覆い前記第１のワイヤと接合される接
合層とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　この電気装置において、前記基板は、合成樹脂により形成されていることが好ましい。
【００１１】
　この電気装置において、前記基板は、前記素子を複数個搭載し、前記基板に搭載された
複数個の前記素子のうちの少なくとも一部は、導電性の第２のワイヤを介して互いに電気
的に接続されていることが好ましい。
【００１２】
　この電気装置において、前記コアは、導電ペーストを用いて前記導体層に電気的に接続
されていることが好ましい。
【００１３】
　この電気装置において、前記基板に前記素子とは別に搭載され半田リフローを行うこと
により実装される電子部品をさらに備え、前記素子および前記中間部材が前記基板に搭載
される前に、前記電子部品を実装する部位にフラックスによる保護膜が形成されることが
好ましい。
【００１４】
　この電気装置において、前記素子は、ＬＥＤチップを含み、前記基板は、前記素子を複
数個搭載し、前記基板に搭載された複数個の前記素子のうちの少なくとも一部は、列をな
すように配置され、かつ導電性の第２のワイヤを介して互いに電気的に接続され、光が透
過する合成樹脂により形成され、かつ列をなすように配置された前記素子と前記中間部材
と前記第１のワイヤおよび前記第２のワイヤとをまとめて封止する封止部材がさらに設け
られていることが好ましい。
【００１５】
　この電気装置において、前記素子は、ＬＥＤチップを含み、前記基板は、前記素子を複
数個搭載し、前記基板に搭載された複数個の前記素子のうちの少なくとも一部は、列をな
すように配置され、かつ導電性の第２のワイヤを介して互いに電気的に接続され、光が透
過する合成樹脂により形成され、かつ列をなすように配置された前記素子を個別に封止す
る封止部材がさらに設けられていることが好ましい。
【００１６】
　この電気装置において、前記封止部材は、前記ＬＥＤチップから放射された光の波長を
変換する蛍光材料を含有していることがさらに好ましい。
【００１７】
　この電気装置において、前記素子は、前記ＬＥＤチップを搭載し前記ＬＥＤチップと前
記基板との間に配置され、かつ前記ＬＥＤチップから放射される光の配光を制御するサブ
マウント部材とを備えることがさらに好ましい。
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【００１８】
　本発明に係る電気装置の製造方法は、上述したいずれかの電気装置を製造する方法であ
って、前記導体層を露出させる部位を除いて前記導体層をレジスト層で覆う工程と、前記
導体層においてレジスト層から露出する部位のうち前記中間部材を取り付ける第１の部位
を除いてフラックスによる保護膜を形成する工程と、前記保護膜の形成後に前記導体層が
露出する部位のうち前記第１の部位に導電ペーストを用いて前記中間部材を取り付ける工
程と、前記中間部材を取り付けた後に前記レジスト層の表面に前記素子をダイボンド材に
より搭載する工程と、前記導体層において前記保護膜が形成されている部位に半田リフロ
ーにより部品を結合する工程とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の構成によれば、導電性の第１のワイヤを介して素子と電気的に接続される中間
部材を備え、中間部材は、導体層に対して固定されるコアと、コアの表面における少なく
とも一部を覆い第１のワイヤと接合される接合層とを備える。この中間部材は、基板の導
体層に電気的に接続されるから、基板の導体層には接合層を形成する必要がない。その結
果、ワイヤとの接合を容易にする接合層を、中間部材にあらかじめ形成しておけばよく、
材料に無駄が生じないように接合層を形成することが可能になるという利点を有する。ま
た、導電層にワイヤとの接合のための部分メッキを施す必要がなく、製造工程が簡単にな
るという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施形態１の一部を示す断面図である。
【図２】実施形態１の正面図である。
【図３】実施形態１に用いる中間部材を示す断面図である。
【図４】実施形態１を示す回路図である。
【図５】実施形態１の製造プロセスの一部を示す図である。
【図６】実施形態１の製造プロセスの一部を示す図である。
【図７】実施形態１の製造プロセスの一部を示す図である。
【図８】実施形態１の他の構成例の一部を示す断面図である。
【図９】実施形態２の一部を示す断面図である。
【図１０】実施形態２の製造プロセスの一部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　（概要）
　図１に示す電気装置１０は、基板１１と素子１２と中間部材１３とを備える。基板１１
は、配線用の導体層１１１が形成されている。素子１２は、基板１１に搭載される。中間
部材１３は、導体層１１１に電気的に接続され、かつ導電性の第１のワイヤ１２１を介し
て素子１２と電気的に接続される。また、中間部材１３は、図３に示すように、導体層１
１１に対して固定されるコア１３１と、コア１３１の表面における少なくとも一部を覆い
第１のワイヤ１２１と接合される接合層１３２とを備える。基板１１は、合成樹脂により
形成されていることが望ましい。また、基板１１は、素子１２を複数個搭載し、基板１１
に搭載された複数個の素子１２のうちの少なくとも一部は、導電性の第２のワイヤ１２２
を介して互いに電気的に接続されていることが望ましい。
【００２２】
　中間部材１３のコア１３１は、導電ペースト１３３（図３参照）を用いて導体層１１１
に電気的に接続されていることが望ましい。
【００２３】
　基板１１に素子１２とは別に搭載され半田リフローを行うことにより実装される電子部
品１４をさらに備えていてもよい。この場合、素子１２および中間部材１３が基板１１に
搭載される前に、電子部品１４を実装する部位にフラックスによる保護膜が形成されるこ
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とが好ましい。
【００２４】
　素子１２は、ＬＥＤチップ１２３（ＬＥＤ：Light Emitting Diode））を含むことが望
ましい。また、基板１１は、素子１２を複数個搭載し、基板１１に搭載された複数個の素
子１２のうちの少なくとも一部は、列をなすように配置され、かつ導電性の第２のワイヤ
１２２を介して互いに電気的に接続される。
【００２５】
　この場合、電気装置１０は、列をなすように配置された素子１２と中間部材１３と第１
のワイヤ１２１および第２のワイヤ１２２とをまとめて封止する封止部材１５１を備える
ことが望ましい。あるいは、電気装置１０は、列をなすように配置された素子１２を個別
に封止する１５２（図８参照）を備えていてもよい。
【００２６】
　封止部材１５１あるいは封止部材１５２は、光が透過する合成樹脂により形成される。
また、封止部材１５１あるいは封止部材１５２は、ＬＥＤチップ１２３から放射された光
の波長を変換する蛍光材料を含有していることが望ましい。
【００２７】
　素子１２は、ＬＥＤチップ１２３を搭載しＬＥＤチップ１２３と基板１１との間に配置
され、かつＬＥＤチップ１２３から放射される光の配光を制御するサブマウント部材１２
４とを備えることが望ましい。
【００２８】
　以下では、電気装置１０が、複数個のＬＥＤチップ１２３を基板１１に配置したＬＥＤ
モジュール１０１である場合について説明する。このＬＥＤモジュール１０１は、照明器
具の光源として用いられることを想定している。基板１１に複数個のＬＥＤチップ１２３
が設けられることは必須ではなく、基板１１に１個のＬＥＤチップ１２３が設けられた構
成であっても以下に説明する技術は適用可能である。ＬＥＤチップ１２３は、単体あるい
は化合物の無機半導体を用いて形成される構成のほか、ＯＬＥＤ（Organic Light Emitti
ng Diode）であってもよい。さらに、以下に説明する技術は、ＬＥＤチップ１２３以外の
素子１２にも適用可能であり、素子１２は能動素子であっても受動素子であってもよい。
【００２９】
　実施形態１では、素子１２が、ＬＥＤチップ１２３であってサブマウント部材１２４を
備えていない構成例について説明し、実施形態２では、素子１２が、ＬＥＤチップ１２３
に加えてサブマウント部材１２４を備えている構成例について説明する。
【００３０】
　（実施形態１）
　本実施形態の電気装置１０として説明するＬＥＤモジュール１０１の構成は、図１およ
び図２に端的に表されている。図２に示す構成例において、基板１１は、長辺と短辺との
比が１０：１程度の矩形状に形成されている。基板１１は、合成樹脂の基材１１０（図１
参照）を備え、基材１１０の表裏の一面に導体層１１１が形成され他面に導体層１１２が
形成されている。基材１１０を形成する合成樹脂は、実質的に光を透過させない材料であ
ることが望ましい。また、導体層１１１は、通常は銅箔により形成される。以下では、基
板１１において、主として導体層１１１が形成された面（以下、「第１の面」という）に
関して説明する。
【００３１】
　基板１１における第１の面には、複数個のＬＥＤチップ１２３が配置される。図２に示
す構成例において、ＬＥＤチップ１２３は、基板１１の２つの短辺の中点間を結ぶ直線上
に並べられている。図２ではＬＥＤチップ１２３は封止部材１５１に覆われている。また
、ＬＥＤチップ１２３は、所定個数（たとえば、１８個）ずつの複数群（たとえば、３群
）に分けられる。以下では、各群にＧ１，Ｇ２，Ｇ３の符号を付けて区別する（図４、図
６（ａ）参照）。それぞれの群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３を構成するＬＥＤチップ１２３は直列に
接続され、群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３同士は並列に接続される。接続関係の具体例については後
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述する。
【００３２】
　なお、ＬＥＤチップ１２３の個数、群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３の個数、接続関係などの記述は
限定する趣旨ではなく、本実施形態で説明する技術の把握が容易になるように、一例とし
て記載している。
【００３３】
　ＬＥＤチップ１２３の構造にはとくに制限はないが、たとえば直方体状に形成され、一
面に２つの電極（図示せず）を備え、電極が形成された面の裏面側になる面が基板１１に
結合される構成が採用される。ＬＥＤチップ１２３は横型であることが望ましい。基板１
１に実装されたＬＥＤチップ１２３には、導電性の第１のワイヤ１２１あるいは第２のワ
イヤ１２２が接続される。第１のワイヤ１２１あるいは第２のワイヤ１２２としては、た
とえば、金ワイヤが用いられる。
【００３４】
　基板１１において、第１の面の導体層１１１は、群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３を構成する直列回
路（複数個のＬＥＤチップ１２３を直列に接続した回路）の各一端に接続される２つの領
域１１１１，１１１２（図５（ａ）参照）に分割される。導体層１１１は、領域１１１１
，１１１２のほかにも複数の領域を備えているが、それらの領域については後述する。
【００３５】
　基板１１において第１の面は、一部を除いてレジスト層１１３に覆われる。レジスト層
１１３は、エポキシ樹脂あるいはシリコーン樹脂のような合成樹脂に、酸化チタン（チタ
ン白）、硫酸バリウムのような白色系の粒子状材料を分散させた皮膜であり、比較的高い
拡散反射率（たとえば、９５％以上）を有している。
【００３６】
　レジスト層１１３は、基板１１にレジスト用の液体（レジン）を塗布し、乾燥ないし硬
化させることにより形成される。レジスト層１１３は、基板１１において、基材１１０お
よび導体層１１１を保護する機能と、光の損失を抑制して光を目的の範囲に配光する機能
とを付与する。また、基板１１において、導体層１１２が形成された面（以下、必要に応
じて「第２の面」という）は、略全面に亘ってソルダーレジスト１１４に覆われ、基材１
１０および導体層１１２が保護される。レジスト層１１３およびソルダーレジスト１１４
は、半田リフローを行うリフロー炉の内部温度では損傷しない材料が選択される。
【００３７】
　ＬＥＤチップ１２３は、レジスト層１１３の表面に固定される。レジスト層１１３にＬ
ＥＤチップ１２３を固定するために、レジスト層１１３の表面において、ＬＥＤチップ１
２３が搭載される部位にダイボンド材１１５が付けられ、ダイボンド材１１５を介してレ
ジスト層１１３にＬＥＤチップ１２３が結合される。ダイボンド材１１５は、たとえばシ
リコーンが用いられる。
【００３８】
　各群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３を構成する複数個ずつのＬＥＤチップ１２３は一列に並び、かつ
直列に接続される。群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３ごとの複数個のＬＥＤチップ１２３は基板１１の
長辺に沿う方向の直線上に配置され、さらに、群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３同士も基板１１の長辺
に沿う方向の直線上に配置される。
【００３９】
　基板１１には、ＬＥＤチップ１２３と同じ直線上で中間部材１３が配置される。中間部
材１３は、群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３ごとに２個ずつ設けられ、群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３を構成する
複数個のＬＥＤチップ１２３が並ぶ領域を挟むように配置される（図６（ｂ）参照）。言
い換えると、２個の中間部材１３の間に、複数個ずつのＬＥＤチップ１２３が配置される
。図６（ｂ）に示す構成例では、１枚の基板１１に３個の群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３が形成され
ているから、合計６個の中間部材１３が配置される。
【００４０】
　中間部材１３は、導体層１１１に電気的に接続される。中間部材１３は、図３に示すよ
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うに、コア１３１の表面における少なくとも一部が接合層１３２で覆われている。コア１
３１は、たとえば、Ｃｕ（銅）あるいはＷ（タングステン）により形成される。コア１３
１の形状は任意であるが、直方体状を選択すれば、板材のダイシングを行うだけで、中間
部材１３を容易に製造することができる。
【００４１】
　接合層１３２は、Ｎｉ／Ａｕなどの２層構造、あるいはＮｉ／Ｐｄ／Ａｕなどの３層構
造が選択される。なお、いうまでもないが、Ａｕは金、Ｎｉはニッケル、Ｐｄはパラジウ
ムである。Ａｕは、第１のワイヤ１２１とを容易かつ強固に結合するために選択され、Ｎ
ｉは、コア１３１の材料が接合層１３２の表面側であるＡｕに拡散することを防止するた
めに選択される。このように、２層構造あるいは３層構造の接合層１３２を採用すること
により、中間部材１３と第１のワイヤ１２１との接合が容易になる上に、接合強度が高く
なり、かつコア１３１の材料が拡散することによる接合層１３２の酸化が抑制される。
【００４２】
　なお、接合層１３２は、コア１３１の一つの面に形成されていればよいが、第１のワイ
ヤ１２１が接続される面だけではなく、コア１３１において基板１１と対面する面にも形
成されていてもよい。接合層１３２がコア１３１の１面に設けられた構成と、２面に形成
された構成とのどちらを用いる場合も、コア１３１となる板材に接合層１３２を形成した
後に、板材のダイシングを行うことにより、中間部材１３を製造することが可能である。
すなわち、中間部材１３の製造コストの増加が抑制される。
【００４３】
　なお、板材のダイシングを行ってコア１３１を製造した後に、接合層１３２を形成する
工程を採用することも可能である。この場合には、コア１３１の全面に接合層１３２を形
成することができる。接合層１３２の形状にかかわらず、コア１３１は導体であることが
望ましい。
【００４４】
　ＬＥＤチップ１２３は、いわゆるフェイスアップ方式で基板１１に取り付けられる。す
なわち、ＬＥＤチップ１２３は、電極（図示せず）を設けた面が基板１１の反対側を向く
ようにして基板１１に取り付けられている。群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３の両端部に位置する２個
のＬＥＤチップ１２３、つまり各群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３ごとに２個ずつ設けられた中間部材
１３に隣接するＬＥＤチップ１２３は、中間部材１３との間で第１のワイヤ１２１を介し
て接続される。また、ＬＥＤチップ１２３の間は、第２のワイヤ１２２を介して互いに接
続される。つまり、隣接する各一対のＬＥＤチップ１２３は、第２のワイヤ１２２により
チップツーチップで接続される。
【００４５】
　要するに、複数個のＬＥＤチップ１２３は、第２のワイヤ１２２を用いたワイヤボンデ
ィングにより直列に接続され、さらに、ＬＥＤチップ１２３を直列に接続した直列回路の
両端に第１のワイヤ１２１を介して中間部材１３が接続される。言い換えると、中間部材
１３は、群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３ごとの電極とみなすことができる。
【００４６】
　中間部材１３と基板１１の導体層１１１とは導電ペーストを用いて結合される。つまり
、中間部材１３は、導電ペースト１３３を用いることにより、導体層１１１に対して機械
的に固定されかつ電気的に接続される。導電ペースト１３３は、望ましくは銀ペーストが
採用されるが、銅ペーストなどの他の導電ペースト１３３を採用することも可能である。
中間部材１３を導体層１１１に結合するために、半田ではなく導電ペースト１３３を用い
ていることにより、半田フラックスが飛散することがない。つまり、ＬＥＤチップ１２３
の電極、中間部材１３の接合層１３２などが半田フラックスにより汚染されることがなく
、第１のワイヤ１２１、第２のワイヤ１２２との接続の信頼性を維持することができる。
【００４７】
　ＬＥＤチップ１２３は、光を透過させる材料により形成された封止部材１５１または封
止部材１５２（図８参照）に覆われる。封止部材１５１と封止部材１５２とは、光が透過
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する合成樹脂により形成される。
【００４８】
　封止部材１５１は、ＬＥＤチップ１２３と中間部材１３とを、第１のワイヤ１２１およ
び第２のワイヤ１２２を含めてまとめて封止する。基板１１に複数群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３の
ＬＥＤチップ１２３が搭載されている場合、封止部材１５１は、基板１１に搭載されたす
べての群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３に跨がっていることが望ましい。ただし、群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３
ごとに封止部材１５１を設けることも可能である。この構成を採用した場合、ＬＥＤチッ
プ１２３および中間部材１３だけではなく、第１のワイヤ１２１および第２のワイヤ１２
２も封止部材１５１によって保護される。また、第１のワイヤ１２１と第２のワイヤ１２
２とが封止部材１５１で覆われるから、振動などの外的要因によって第１のワイヤ１２１
あるいは第２のワイヤ１２２が断線する可能性が低減される。
【００４９】
　一方、封止部材１５２は、図８に示すように、中間部材１３の間に配置されたＬＥＤチ
ップ１２３を個々に封止する。中間部材１３は、第１のワイヤ１２１と併せて、ＬＥＤチ
ップ１２３を封止する封止部材１５２で封止されていてもよい。また、この構成では、中
間部材１３は封止されず、ＬＥＤチップ１２３だけが封止されていてもよい。
【００５０】
　封止部材１５１あるいは封止部材１５２は、ＬＥＤチップ１２３から放射された光の波
長を変換する蛍光材料を含有していてもよい。蛍光材料は、ＬＥＤチップ１２３から放射
された光を、より波長の長い光に変換するのが一般的であるが、より波長の短い光に変換
する蛍光材料を用いることも可能である。
【００５１】
　たとえば、封止部材１５１あるいは封止部材１５２から白色光を放射する場合、発光色
が青色であるＬＥＤチップ１２３を用い、蛍光材料に青色を黄色に変換する蛍光材料を用
いればよい。ＬＥＤチップ１２３から放射された光の一部は黄色に変換されるから、青色
と黄色との補色関係の混色によって白色光が得られる。
【００５２】
　また、紫外線を発光するＬＥＤチップ１２３を用い、紫外線を赤、緑、青の３色に変換
する蛍光材料を用いることも可能である。この場合、赤、緑、青の光の混色により白色光
を得ることが可能である。３色を混合して得られた白色光は、物体色を表現できる範囲が
広くなるから演色性が高くなる。
【００５３】
　本実施形態において、基板１１は独立したＬＥＤモジュール１０１を構成する。ＬＥＤ
チップ１２３が搭載された基板１１は、独立した光源として用いるための電子部品１４を
併せて搭載している（図２参照）。この種の電子部品１４としては、図４に示すように、
たとえば、キャパシタ１４１とツェナーダイオード１４２とが用いられる。図示する構成
例では、複数個のキャパシタ１４１が直列に接続された直列回路と、複数個のツェナーダ
イオード１４２が直列に接続された直列回路とが、ＬＥＤチップ１２３の直列回路と並列
に接続されている。キャパシタ１４１は、ＬＥＤチップ１２３の点灯時のちらつき（光量
変化）を抑制する。ツェナーダイオード１４２は、ＬＥＤチップ１２３に加えられる電圧
を制限し、ＬＥＤチップ１２３に過大な逆電圧が印加されないように保護する。
【００５４】
　（製造工程）
　以下に、図１、図２に示したＬＥＤモジュール１０１を製造する手順について図５、図
６、図７を用いて説明する。以下に説明する製造方法は、以下の工程（１）～工程（５）
を主な工程として備える。
工程（１）：導体層１１１を露出させる部位Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３を除いて導体層１１１をレ
ジスト層１１３で覆う。
工程（２）：導体層１１１においてレジスト層１１３から露出する部位Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３
のうち中間部材１３を取り付ける第１の部位Ｐ１を除いてフラックスによる保護膜を形成
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する。
工程（３）：保護膜の形成後に導体層１１１が露出する部位のうち第１の部位Ｐ１に導電
ペースト１３３を用いて中間部材１３を取り付ける。
工程（４）：中間部材１３を取り付けた後にレジスト層１１３の表面に素子１２をダイボ
ンド材１１５により搭載する。
工程（５）：導体層１１１において保護膜が形成されている部位Ｐ２，Ｐ３に半田リフロ
ーにより部品（電子部品１４、電極用の部品）を結合する。
【００５５】
　図５、図６は基板１１の第１の面を表し、図７は基板１１の第２の面を表す。基板１１
は、両面に銅箔を設けた、いわゆる両面基板が用いられる。図５（ａ）のように、基板１
１の第１の面に設けられた導体層１１１の一部が湿式エッチングにより除去される。また
、図７（ａ）のように、基板１１の第２の面に設けられた導体層１１２の一部が湿式エッ
チングにより除去される。導体層１１１および導体層１１２は、除去される面積が小さく
なるように、直線を組み合わせて領域を区分している。
【００５６】
　図５（ａ）に示す例では、導体層１１１は、電子部品１４が配置される領域を除いて、
６個の領域に分割されている。すなわち、導体層１１１は、３個ずつの中間部材１３が取
り付けられる２つの領域１１１１，１１１２と、群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３ごとのＬＥＤチップ
１２３が搭載される３個の島状の領域１１１３，１１１４，１１１５とを備える。また、
導体層１１１は、基板１１の長辺に沿って、基板１１のほぼ全長に亘る領域１１１６を備
えている。
【００５７】
　基板１１の短辺に沿う方向において、領域１１１３，１１１４，１１１５を挟んで領域
１１１６の反対側の部位は、領域１１１１が大部分を占有しているが、図５（ａ）におけ
る右端部には、領域１１１２の一部も形成される。さらに、この部位において、領域１１
１１と領域１１１２との間には、電子部品１４が実装される領域１１１７が形成される。
【００５８】
　基板１１の長辺に沿う方向において隣り合う各一対の領域１１１３，１１１４，１１１
５の間には、領域１１１１の一部および領域１１１２の一部が挟まれる。また、基板１１
の長辺に沿う方向の一方の端部（図５（ａ）の左端部）には、領域１１１１の一部が設け
られ、他方の端部（図５（ａ）の右端部）には、領域１１１２の一部が設けられる。領域
１１１２の一部は、領域１１１３，１１１４，１１１５と領域１１１６との間の部位にも
つながっている。この部位において、領域１１１２は、基板１１の長辺に沿うほぼ全長に
亘って形成されている。
【００５９】
　一方、基板１１の第２の面の導体層１１２は、図７（ａ）に示すように、基板１１の長
辺に沿う方向において３分割され、３つの領域１１２１，１１２２，１１２３を形成して
いる。領域１１２１，１１２２，１１２３は、群Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３ごとの接地用（シール
ド用）および放熱用のパターンとして機能する。また、領域１１２１，１１２２，１１２
３は、基材１１０と導体層１１１，１１２との線膨張率の差による加熱時の反り防止にも
役立つ。
【００６０】
　導体層１１１のエッチング後に、基板１１における第１の面は、図５（ｂ）のように、
中間部材１３を取り付ける部位Ｐ１および電子部品１４を実装する部位Ｐ３と、外部回路
に接続するための電極となる部位Ｐ２を除いてレジスト層１１３で覆われる。また、基板
１１における第２の面は、図７（ｂ）のように、全面に亘ってソルダーレジスト１１４で
覆われる。すなわち、導体層１１１を露出させる部位Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３を除いて導体層１
１１はレジスト層１１３で覆われる。
【００６１】
　部位Ｐ３は後に半田を用いて電子部品１４が実装され、また、部位Ｐ２は後に半田を用
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いて電極用の部品が実装される。そこで、半田による接続の信頼性を向上させるために、
部位Ｐ２，Ｐ３にフラックスが塗布される。フラックスは、水溶性フラックスであること
が望ましい。水溶性フラックスは、たとえば、イミダゾール化合物を主成分とする水溶液
であって、半田の濡れ性を向上させ、かつ水洗によって容易に除去することができる。
【００６２】
　部位Ｐ２，Ｐ３に水溶性フラックスが塗布されることにより、部位Ｐ２，Ｐ３には水溶
性フラックスによる保護膜が形成される。保護膜を形成する機能があれば、フラックスは
水溶性フラックスではなくてもよい。
【００６３】
　水溶性フラックスの塗布後には、中間部材１３を搭載する部位Ｐ１に、導電ペースト１
３３（図２参照）が転写される。導電ペースト１３３を部位Ｐ１に適用する場合に、他の
部位をマスクして導電ペースト１３３を塗布することも可能であるが、マスクのためのプ
ロセスが増加するから、スタンプによる転写を行うことが望ましい。導電ペースト１３３
を部位Ｐ１に適用した後には、基板１１に中間部材１３が搭載され、導電ペースト１３３
の硬化のために基板１１が加熱される（たとえば、１５０℃で２時間）。
【００６４】
　基板１１に中間部材１３が搭載された後、図６（ａ）のように、基板１１に形成された
レジスト層１１３の表面において複数個のＬＥＤチップ１２３を搭載する部位に、それぞ
れダイボンド材１１５が転写される。さらに、図６（ｂ）のように、ダイボンド材１１５
が転写された部位に、それぞれＬＥＤチップ１２３が搭載され、ダイボンド材１１５の硬
化のために基板１１が加熱される（たとえば、１５０℃で２時間）。
【００６５】
　ダイボンド材１１５の硬化後、図６（ｃ）のように、第１のワイヤ１２１により中間部
材１３とＬＥＤチップ１２３とが電気的に接続され、第２のワイヤ１２２により隣接する
各一対のＬＥＤチップ１２３の間が電気的に接続される。その後、封止部材１５１のポッ
ティングによって、ＬＥＤチップ１２３と中間部材１３と第１のワイヤ１２１および第２
のワイヤ１２２とがまとめて覆われる。さらに、封止部材１５１を硬化させるために基板
１１が加熱される（たとえば、１５０℃で２時間）。
【００６６】
　図６は、中間部材１３およびＬＥＤチップ１２３を基板１１に搭載するプロセスを示し
ている。このプロセスでは、導電ペースト１３３を用いることにより、基板１１に対して
中間部材１３の機械的な固定および電気的な接続が行われている。また、ダイボンド材１
１５を用いることにより、ＬＥＤチップ１２３の基板１１に対する機械的な固定が行われ
ている。これらのプロセスにおいて、導電ペースト１３３およびダイボンド材１１５のそ
れぞれの硬化のために加熱を必要としており、また、封止部材１５１についても硬化のた
めに加熱を必要としている。
【００６７】
　プロセスを簡単にするために空気雰囲気で加熱を行うことが望ましいが、部位Ｐ２，Ｐ
３における導体層１１１の酸化を防止することが要求される。そのため、本実施形態にお
いては、加熱を要するプロセスの前に、部位Ｐ２，Ｐ３に水溶性フラックスが塗布されて
いる。つまり、水溶性フラックスにより形成される保護膜によって、部位Ｐ２，Ｐ３にお
いて導体層１１１が空気に触れることがなく、部位Ｐ２，Ｐ３における導体層１１１の酸
化が防止される。つまり、水溶性フラックスにより形成される保護膜は、加熱を伴うプロ
セスにおいて、半田を適用する部位Ｐ２，Ｐ３を保護する機能を持つ。
【００６８】
　封止部材１５１が硬化した後には、部位Ｐ３にクリーム半田が転写され、電子部品１４
が基板１１に搭載された後に、基板１１がリフロー炉に投入され、電子部品１４が基板１
１に実装される。つまり、半田リフローによって電子部品１４が基板１１に実装される。
部位Ｐ２については、とくに言及していないが、部位Ｐ２には、外部回路に接続するため
の電極用の部品が半田で結合されるか、あるいは外部回路に接続するための接続線が半田
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で結合される。
【００６９】
　なお、図示例において、中間部品１３およびＬＥＤチップ１２３が封止部材１５１で覆
われる例を用いたが、封止部材１５２を用いる場合も同様である。
【００７０】
　上述した製造方法は、導電層を保護膜で覆った後に、導電ペーストにより中間部材を取
り付ける工程、およびダイボンド材により素子を搭載する工程を備えている。そのため、
導体層において半田リフローにより部品を結合する部位が保護膜に覆われている状態で、
導電ペーストおよびダイボンド材の硬化のために基板を加熱される。つまり、空気中で基
板を加熱しても、半田リフローを行う部位が保護され酸化することがないという利点があ
る。その上、保護膜は、半田の濡れ性を向上させるために用いるフラックスで形成されて
いるから、工程の増加や材料の増加を伴わないという利点がある。
【００７１】
　上述したように、本実施形態は、基板１１の導体層１１１にＬＥＤチップ１２３を電気
的に接続する構成において、ＬＥＤチップ１２３に第１のワイヤ１２１を介して接続され
る中間部材１３を介在させている。そのため、本実施形態の構成では、ワイヤとの接続を
容易にするための接合層１３２を中間部材１３の表面にのみ設ければよく、導体層１１１
にワイヤを直接接続する場合と比べると、１枚の基板についてＡｕ，Ｎｉなどの材料の使
用量を低減させることができる。すなわち、Ａｕ，Ｎｉのような高価かつ希少な材料の使
用量が低減されるから、原材料の確保が容易になり、またコストの低減につながる。また
仮に、導電等１１１にワイヤを接合するとすれば、導電層１１１にワイヤとの接合のため
の部分メッキを施す必要があるが、本実施形態では、中間部材１３を用いるから、部分メ
ッキに関する工程が不要である。
【００７２】
　（実施形態２）
　本実施形態は、図９に示すように、実施形態１の構成に対して、ＬＥＤチップ１２３と
基板１１との間に配置されるサブマウント部材１２４を付加している。すなわち、ＬＥＤ
チップ１２３は、サブマウント部材１２４に搭載される。サブマウント部材１２４は、第
１層１２４１と第２層１２４２とを重ねた２層構造を有している。第１層１２４１および
第２層１２４２は、それぞれ光が透過するセラミックスを用いて形成されている。
【００７３】
　サブマウント部材１２４は、ＬＥＤチップ１２３から放射された光が導入されると、屈
折と反射との少なくとも一方を利用して、サブマウント部材１２４から外部に光を出す機
能を有している。すなわち、サブマウント部材１２４は、ＬＥＤチップ１２３からサブマ
ウント部材１２４に導入された光を、ＬＥＤチップ１２３に直接返さず、しかも、基板１
１にも到達させないように、内部で光の経路を制御するように構成されている。この機能
により、ＬＥＤチップ１２３からサブマウント部材１２４に導入された光は、サブマウン
ト部材１２４においてＬＥＤチップ１２３が搭載された面およびサブマウント部材１２４
の側面からサブマウント部材１２４の外部に取り出される。
【００７４】
　サブマウント部材１２４は、基板１１とＬＥＤチップ１２３との間で複数層の透光性材
料を重ねた多層構造とする。たとえば、ＬＥＤチップ１２３に近いほうの第２層１２４２
の屈折率が、基板１１に近いほうの第１層１２４１の屈折率よりも大きければ、全反射を
利用することによって、ＬＥＤチップ１２３から放射された光の利用率を高めることが可
能になる。また、第１層１２４１あるいは第２層１２４２の内部で光を拡散ないし散乱さ
せる構成を採用することによっても、ＬＥＤチップ１２３から放射された光の利用率を高
めることになる。
【００７５】
　この構成とは逆に、第１層１２４１の屈折率を第２層１２４１の屈折率よりも大きくす
る構成を採用することも可能である。つまり、ＬＥＤチップ１２３からの距離が大きい層
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ほど屈折率が大きくなるように構成してもよい。この場合、ＬＥＤチップ１２３から放射
された光は屈折することによって、基板１１に到達しにくくなり、サブマウント部材１２
３の側面などから外部に取り出される。
【００７６】
　また、各層は、ＬＥＤチップ１２３から放射される光の波長域に対する反射率（あるい
は透過率）が異なり、ＬＥＤチップ１２３からの距離が大きい層ほど反射率が高く（透過
率が低く）なるように構成されていてもよい。つまり、サブマウント部材１２４において
、ＬＥＤチップ１２３に近い部位では反射率が小さく、ＬＥＤチップ１２３から離れるほ
ど反射率が大きくなる構成でもよい。この構成では、ＬＥＤチップ１２３からサブマウン
ト部材１２４に入射した光の多くは、サブマウント部材１２４においてＬＥＤチップ１２
３が搭載されていない部位から外部に取り出されることになる。
【００７７】
　なお、サブマウント部材１２４は、２層構造に限らず、上述した機能を有するように構
成されていれば、３層以上の構造を備えていてもよい。
【００７８】
　本実施形態では、図１０（ａ）のように、ダイボンド材１１５を基板１１に転写した後
、図１０（ｂ）のように、ＬＥＤチップ１２３ではなくサブマウント部材１２４が基板１
１に搭載される。サブマウント部材１２４が搭載された後には、ダイボンド材１１５の硬
化のために加熱される（たとえば、１５０℃で２時間）。ダイボンド材１１５の硬化後に
は、図１０（ｃ）のように、サブマウント部材１２４ごとにダイボンド材１１６が転写さ
れ、さらに、図１０（ｄ）のように、サブマウント部材１２４の上にＬＥＤチップ１２３
が搭載される。ＬＥＤチップ１２３をサブマント部材１２４に搭載した後は、ダイボンド
材１１６の硬化のために加熱される（たとえば、１５０℃で２時間）。
【００７９】
　以後は、実施形態１と同様であって、第１のワイヤ１２１および第２のワイヤ１２２に
よるワイヤボンディングを行い、封止部材１５１（または、封止部材１５２）によりＬＥ
Ｄチップ１２３が封止される。さらに、半田リフローによって電子部品１４が基板１１に
実装される。
【００８０】
　以上のように、本実施形態は、サブマウント部材１２４を用いている点を除いて、構成
およびプロセスは実施形態１と同様である。実施形態１および実施形態２において説明し
たＬＥＤモジュール１０１は、種々の照明装置の光源として用いることが可能である。ま
た、上述したＬＥＤモジュール１０１は、基板１１にＬＥＤチップ１２３を保護するため
の電子部品１４が実装されているから、照明装置の光源として用いる場合に、点灯用の回
路を簡略化することが可能である。言い換えると、基板１１の枚数を適宜に選択すること
によって、電力仕様の異なる様々な照明装置に適用可能になる。たとえば、直管型の蛍光
ランプに代わるランプを構成する場合に、ワット数に応じて基板１１の枚数を選択するこ
とにより、各種仕様のランプを構成することが可能である。言い換えると、部品の共通化
によって、コストの低減につながる可能性がある。
【００８１】
　なお、上述した構成例は、本発明を実現する構成の例であって、発明を限定する趣旨で
はなく、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で、様々な変更が可能である。
【符号の説明】
【００８２】
　１０　電気装置
　１１　基板
　１２　素子
　１３　中間部材
　１４　電子部品（部品）
　１１１　導体層
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　１１３　レジスト層
　１１５　ダイボンド材
　１２１　第１のワイヤ
　１２２　第２のワイヤ
　１２３　ＬＥＤチップ
　１２４　サブマウント部材
　１３１　コア
　１３２　接合層
　１３３　導電ペースト
　１５１　封止部材
　１５２　封止部材

【図１】 【図２】



(15) JP 2015-76576 A 2015.4.20

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(16) JP 2015-76576 A 2015.4.20

【図８】 【図９】

【図１０】



(17) JP 2015-76576 A 2015.4.20

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5F142 AA82  AA84  BA03  BA32  BA34  CA02  CB17  CB22  CD02  CD17 
　　　　 　　        CD47  CE06  CE08  CE16  CE17  CE32  CF13  CF23  CG03  CG32 
　　　　 　　        DA02  DA12  DA72  DA73  DB02  DB18  DB24  FA30 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

