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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂からなる基板と、
　前記基板の一方の面に設けられた配線からなり、平面視において、所定の間隔を開けて
対向配置された２つの領域を含み、前記２つの領域が発光素子の電極との接続部となる発
光素子搭載部と、
　前記基板を貫通し、一端が前記発光素子搭載部と電気的に接続され、他端が前記基板の
他方の面から露出して露出部が接続端子をなす貫通配線と、を有し、
　前記２つの領域には、各々前記貫通配線が設けられ、
　前記貫通配線の前記基板に埋設されている部分は、前記貫通配線の一端の平面形状より
も平面形状の大きな極大部を有し、
　前記貫通配線の前記基板に埋設されている部分と、前記接続端子となる露出部とは、同
一材料により一体に形成されている発光素子搭載用パッケージ。
【請求項２】
　前記貫通配線の他端は、前記基板の他方の面から突出し、前記貫通配線が設けられてい
る貫通孔の前記基板の他方の面側の端部の周囲に延在している請求項１記載の発光素子搭
載用パッケージ。
【請求項３】
　前記貫通孔の前記基板の他方の面側の端部の周囲に延在している部分は環状である請求
項２記載の発光素子搭載用パッケージ。
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【請求項４】
　断面視において、前記貫通配線の両側面は、厚さ方向の一部が膨らむような円弧状であ
る請求項１乃至３の何れか一項記載の発光素子搭載用パッケージ。
【請求項５】
　平面視において、前記２つの領域の一方には凹部が設けられており、他方には前記凹部
に入り込むように配置された凸部が設けられており、前記凸部及び前記凹部が前記発光素
子の一方の電極との接続部及び他方の電極との接続部となる請求項１乃至４の何れか一項
記載の発光素子搭載用パッケージ。
【請求項６】
　前記発光素子搭載部上に反射板が設けられ、
　前記反射板に設けられた開口部内に、前記発光素子の電極との接続部が露出している請
求項１乃至５の何れか一項記載の発光素子搭載用パッケージ。
【請求項７】
　前記基板上に、個別の発光素子搭載用パッケージとなる複数の領域が配列され、
　各々の前記領域は、
　前記発光素子搭載部と、
　前記貫通配線と、
　前記発光素子搭載部上に設けられた反射板と、を有し、
　前記反射板に設けられた開口部内に、前記発光素子の電極との接続部が露出している請
求項１乃至５の何れか一項記載の発光素子搭載用パッケージ。
【請求項８】
　各々の前記領域の前記反射板は所定の間隔で配列され、
　所定の間隔で配列された前記反射板を囲むように設けられた枠部と、
　前記枠部と前記枠部に隣接する前記反射板、及び隣接する前記反射板同士を連結する吊
り部と、を有し、
　前記反射板、前記枠部、及び前記吊り部が金属部材により一体に形成されている請求項
７記載の発光素子搭載用パッケージ。
【請求項９】
　前記開口部の内壁面には反射膜が形成されている請求項６乃至８の何れか一項記載の発
光素子搭載用パッケージ。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか一項記載の発光素子搭載用パッケージと、
　前記発光素子搭載用パッケージの前記発光素子搭載部に搭載した発光素子と、を有する
発光素子パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子を搭載可能な発光素子搭載用パッケージ、及び前記発光素子搭載用
パッケージに発光素子を搭載した発光素子パッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、発光素子として発光ダイオード（以降、ＬＥＤとする）を搭載する発光素子搭載
用パッケージが提案されている。例えば、基板の一方の面にＬＥＤに接続されるＬＥＤ接
続用パッドが設けられ、基板の他方の面に外部に接続される外部接続用パッドが設けられ
、それらが貫通配線により接続された発光素子搭載用パッケージ等を挙げることができる
（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００４／０８４３１９号パンフレット
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記発光素子搭載用パッケージでは、セラミック等の基板に形成した貫
通孔に貫通配線を形成した後、基板の一方の面及び他方の面に、貫通配線の両端部と電気
的に接続するパッドを形成する必要がある。そのため、製造プロセスが多く、発光素子搭
載用パッケージのコストアップに繋がる。
【０００５】
　発光素子搭載用パッケージのコストアップを抑えるために、基板の他方の面に外部接続
用パッドを設けずに、貫通配線の基板の他方の面から露出する部分を外部接続用パッドと
して用いる方法も考えられる。
【０００６】
　しかしながら、この方法では、貫通配線と貫通孔の側壁とは接合していないため十分な
強度が得られず、ＬＥＤ接続用パッドを基板から引き離す方向に力が加わると、ＬＥＤ接
続用パッド及び貫通配線が基板から抜ける所謂鞘抜けが発生する場合があった。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、鞘抜けの発生を低減可能な発光素子
搭載用パッケージ等を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発光素子搭載用パッケージは、樹脂からなる基板と、前記基板の一方の面に設けられ
た配線からなり、平面視において、所定の間隔を開けて対向配置された２つの領域を含み
、前記２つの領域が発光素子の電極との接続部となる発光素子搭載部と、前記基板を貫通
し、一端が前記発光素子搭載部と電気的に接続され、他端が前記基板の他方の面から露出
して露出部が接続端子をなす貫通配線と、を有し、前記２つの領域には、各々前記貫通配
線が設けられ、前記貫通配線の前記基板に埋設されている部分は、前記貫通配線の一端の
平面形状よりも平面形状の大きな極大部を有し、前記貫通配線の前記基板に埋設されてい
る部分と、前記接続端子となる露出部とは、同一材料により一体に形成されていることを
要件とする。
【発明の効果】
【０００９】
　開示の技術によれば、鞘抜けの発生を低減可能な発光素子搭載用パッケージ等を提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージを例示する平面図である。
【図２】図１のＡ部を拡大して例示する図である。
【図３】極大部について説明する図である。
【図４】第１の実施の形態に係る発光素子パッケージを例示する断面図である。
【図５】第１の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの製造工程を例示する図（そ
の１）である。
【図６】第１の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの製造工程を例示する図（そ
の２）である。
【図７】第１の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの製造工程を例示する図（そ
の３）である。
【図８】第２の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージを例示する断面図である。
【図９】第３の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージを例示する平面図である。
【図１０】図９のＤ部を拡大して例示する図である。
【図１１】第３の実施の形態に係る発光素子パッケージを例示する断面図である。
【図１２】第３の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの製造工程を例示する図で
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ある。
【図１３】第３の実施の形態の変形例１に係る発光素子搭載用パッケージを例示する断面
図である。
【図１４】第３の実施の形態の変形例１に係る発光素子パッケージを例示する断面図であ
る。
【図１５】第４の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージを例示する図（その１）で
ある。
【図１６】第４の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージを例示する図（その２）で
ある。
【図１７】第５の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージを例示する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１２】
　〈第１の実施の形態〉
　［第１の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの構造］
　まず、第１の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの構造について説明する。図
１は、第１の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージを例示する平面図である。図２
は、図１のＡ部（破線で囲んだ部分）を拡大して例示する図であり、図２（ａ）は平面図
、図２（ｂ）は図２（ａ）のＢ－Ｂ線に沿う断面図である。
【００１３】
　図１及び図２を参照するに、発光素子搭載用パッケージ１は、大略すると、基板１０と
、接着層２０と、配線３０（配線３１、３２、バスライン３３）と、めっき膜４０（めっ
き膜４１～４５）と、貫通配線５０（貫通配線５１及び５２）と、絶縁層６０とを有する
。なお、本願において、平面視とは対象物を基板１０の一方の面の法線方向から視ること
を指し、平面形状とは対象物を基板１０の一方の面の法線方向から視た形状を指すものと
する。
【００１４】
　図２において、二点鎖線で囲まれた領域Ｃは、最終的に二点鎖線に沿って切断されて個
片化され、各々個別の発光素子搭載用パッケージとなる領域（以降、個別パッケージ領域
Ｃと称する）である。つまり、発光素子搭載用パッケージ１は、１つの発光素子を搭載可
能に構成された個別パッケージ領域Ｃを複数個有するパッケージである。なお、図１の例
では、発光素子搭載用パッケージ１は、６０個の個別パッケージ領域Ｃを有するが、これ
には限定されない。
【００１５】
　発光素子搭載用パッケージ１において、基板１０としては、例えば、可撓性を有する絶
縁樹脂フィルムを用いることができる。絶縁樹脂フィルムとしては、例えば、ポリイミド
系樹脂製のフィルム（ポリイミドテープ）やエポキシ系樹脂製のフィルム、ポリエステル
系樹脂製のフィルム等を用いることができる。但し、基板１０は可撓性を有する絶縁樹脂
フィルムには限定されず、例えば、ＦＲ４（Flame　Retardant　４）規格のガラスエポキ
シ樹脂製の基板等を用いてもよい。基板１０の厚さは、例えば、１２～７５μｍ程度とす
ることができる。
【００１６】
　接着層２０は、基板１０の一方の面に貼着され、配線３１及び３２並びにバスライン３
３を基板１０に接着している。接着層２０としては、例えば、エポキシ系接着剤又はポリ
イミド系接着剤等の絶縁性樹脂製の耐熱性接着剤を用いることができる。接着層２０の厚
さは、例えば、８～１８μｍ程度とすることができる。
【００１７】
　基板１０の両端部には、各々複数のスプロケットホール１０ｘが所定方向に略一定間隔
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で連続的に設けられている。スプロケットホール１０ｘは、発光素子を実装するために発
光素子搭載用パッケージ１が実装機に装着された際、モータ等により駆動されるスプロケ
ットのピンと噛み合って、発光素子搭載用パッケージ１をピッチ送りするための貫通孔で
ある。
【００１８】
　基板１０の幅（スプロケットホール１０ｘの配列方向に垂直な方向）は、発光素子搭載
用パッケージ１が装着される実装機に対応するように決定される。基板１０の幅は、例え
ば、４０～９０ｍｍ程度とすることができる。一方、基板１０の長さ（スプロケットホー
ル１０ｘの配列方向）は、任意に決定することができる。
【００１９】
　図１では、個別パッケージ領域Ｃは１０列とされている。しかし、基板１０として、例
えば、可撓性を有する絶縁樹脂フィルムを用いた場合には、基板１０をより長くして個別
パッケージ領域Ｃを例えば１００列程度とし、テープ状の発光素子搭載用パッケージ１を
リール状態で出荷することも可能である。
【００２０】
　基板１０の両端部に配列されたスプロケットホール１０ｘの間には、縦横に配列された
個別パッケージ領域Ｃ全体を囲むように、表面をめっき膜４５で覆われたバスライン３３
が配置されている。バスライン３３は、電解めっき法により配線３１及び３２にめっき膜
４０を形成する際の給電に用いられる。発光素子搭載用パッケージ１内の発光素子搭載部
を構成する配線３１及び３２は、バスライン３３と電気的に接続されている。バスライン
３３を用いて配線３０にめっき膜４０を形成する具体的な方法については後述する。
【００２１】
　各個別パッケージ領域Ｃにおいて、基板１０の一方の面には、接着層２０を介して、配
線３１及び３２が設けられている。配線３１は、基板１０及び接着層２０を貫通する複数
の貫通配線５１の一端と電気的に接続されている。配線３２は、基板１０及び接着層２０
を貫通する複数の貫通配線５２の一端と電気的に接続されている。
【００２２】
　各貫通配線５１及び５２の他端は、例えば、各々基板１０の他方の面と略面一とするこ
とができる。なお、配線３１には２つの貫通配線５１が接続され、配線３２には２つの貫
通配線５２が接続されている。
【００２３】
　このように、放熱性を向上させる観点からは、貫通配線５１及び５２を各々複数個設け
ることが好ましいが、これには限定されない。配線３１及び３２には、各々最低１つずつ
の貫通配線が設けられていればよい。但し、配線３１及び３２に各々２つ以上の貫通配線
５１及び５２を設けておくと、個別パッケージ領域Ｃが個片化された後に所定の平面部に
配置された場合のバランスの点からは好適である。例えば、個別パッケージ領域Ｃの平面
形状が矩形の場合、個別パッケージ領域Ｃの各隅部に貫通配線５１及び５２（接続端子）
を設けておく。このように貫通配線５１及び５２を設けておくと、発光素子搭載用パッケ
ージや発光素子パッケージを金属基板等に搭載する際に、パッケージが傾いて実装される
ことを防げ、好適である。
【００２４】
　なお、貫通配線５１及び５２は、便宜上別符号としているが、後述のように、同一材料
を用いて同一工程で形成される。貫通配線５１及び５２を特に区別する必要のない場合に
は、貫通配線５０と称する。又、貫通配線５１及び５２の露出部を接続端子と称する場合
がある。貫通配線５０の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。
【００２５】
　貫通配線５０の一端（配線３０と接する部分）の平面形状は例えば円形とすることがで
き、その場合の直径は、例えば、０．５～１ｍｍ程度とすることができる。但し、貫通配
線５０は電気的接続に寄与すると共に放熱にも寄与するため、特に放熱性を向上させたい
場合等には貫通配線５０の一端の直径を１ｍｍ以上としても構わない。又、貫通配線５０
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の一端の平面形状は、例えば、矩形や楕円形等としても構わない。貫通配線５０の一端の
平面形状を矩形とすることにより、配線３０と接する部分の面積を大きくできるため、放
熱性をより向上可能となる（後述の、第４及び第５の実施の形態を参照）。
【００２６】
　又、貫通配線５０の基板１０に埋設されている部分は、貫通配線５０の一端の平面形状
よりも平面形状の大きな極大部Ｍを有する。例えば、断面視において、貫通配線５０の両
側面を、厚さ方向の一部（例えば、厚さ方向の中央部）が膨らむような円弧状とすること
により、極大部Ｍを形成できる。
【００２７】
　但し、貫通配線５０の断面形状は、両側面を厚さ方向の一部が膨らむような円弧状とす
る場合には限定されない。例えば、図３（ａ）に示すように、両側面を厚さ方向の一部が
膨らむような、くの字状（断面形状が略六角形状）とすることにより、極大部Ｍを形成し
てもよい。或いは、図３（ｂ）に示すように、両側面を厚さ方向の一部が膨らむような、
より複雑な形状とすることにより、極大部Ｍを形成してもよい。
【００２８】
　このように、貫通配線５０の基板１０に埋設されている部分が、貫通配線５０の一端の
平面形状よりも平面形状の大きな極大部Ｍを有することにより、配線３０及び貫通配線５
０の鞘抜けを低減できる。
【００２９】
　配線３１及び３２は、一部の領域を除き、個別パッケージ領域Ｃの略全域に設けられた
絶縁層６０に覆われている。配線３１及び３２の一部の領域は絶縁層６０から露出してお
り、配線３１及び３２の絶縁層６０から露出する領域にはめっき膜４１、４２、４３、及
び４４が形成されている。
【００３０】
　絶縁層６０は、隣接する個別パッケージ領域Ｃの境界部分の接着層２０の表面を露出す
るように設けると好適である。このように絶縁層６０を設けると、発光素子搭載用パッケ
ージ１を個別パッケージ領域Ｃ毎に切断する際に、絶縁層６０周縁の欠けや脱落を防止で
きる。よって、絶縁層６０の表面積の減少を防止でき、絶縁層６０の反射率の低下を防止
できる。又、この場合、発光素子搭載用パッケージ１を個別パッケージ領域Ｃ毎に切断し
た際に、絶縁層６０周縁が基板１０周縁から内方に後退して設けられる。
【００３１】
　なお、絶縁層６０の欠け等が生じない場合、個別パッケージ領域Ｃの境界部分を含む接
着層２０上の全面に絶縁層６０を設けてもよい。この場合、発光素子搭載用パッケージ１
を個別パッケージ領域Ｃ毎に切断した際に、絶縁層６０、基板１０、及び接着層２０の側
面が略面一となる。
【００３２】
　なお、配線３１及び３２、及びバスライン３３は、便宜上別符号としているが、後述の
ように、同一材料を用いて同一工程で形成される。配線３１及び３２、及びバスライン３
３を特に区別する必要のない場合には、配線３０と称する。配線３０の材料としては、例
えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。配線３０の厚さは、例えば、１２～３５μｍ
程度とすることができる。
【００３３】
　同様に、めっき膜４１、４２、４３、４４、及び４５は、便宜上別符号としているが、
後述のように、同一材料を用いて同一工程で形成される。めっき膜４１、４２、４３、４
４、及び４５を特に区別する必要のない場合には、めっき膜４０と称する。
【００３４】
　めっき膜４０の材料としては、例えば、Ｎｉ又はＮｉ合金／Ａｕ又はＡｕ合金膜、Ｎｉ
又はＮｉ合金／Ｐｄ又はＰｄ合金／Ａｕ又はＡｕ合金膜、Ｎｉ又はＮｉ合金／Ｐｄ又はＰ
ｄ合金／Ａｇ又はＡｇ合金／Ａｕ又はＡｕ合金膜等を用いることができる。めっき膜４０
の材料として、例えば、Ａｇ又はＡｇ合金膜、Ｎｉ又はＮｉ合金／Ａｇ又はＡｇ合金膜、
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Ｎｉ又はＮｉ合金／Ｐｄ又はＰｄ合金／Ａｇ又はＡｇ合金膜等を用いてもよい。なお、『
ＡＡ／ＢＢ膜』は、ＡＡ膜とＢＢ膜とが対象部分にこの順番で積層形成されていることを
意味している（３層以上の場合も同様）。
【００３５】
　めっき膜４０のうち、Ａｕ又はＡｕ合金膜、Ａｇ又はＡｇ合金膜の膜厚は、０．１μｍ
以上とすることが好ましい。めっき膜４０のうち、Ｐｄ又はＰｄ合金膜の膜厚は、０．０
０５μｍ以上とすることが好ましい。めっき膜４０のうち、Ｎｉ又はＮｉ合金膜の膜厚は
、０．５μｍ以上とすることが好ましい。なお、通常は貫通配線５０の他端にも、めっき
膜４０と同様なめっき膜が設けられている。
【００３６】
　絶縁層６０は、各個別パッケージ領域Ｃに搭載される発光素子の照射する光の反射率及
び放熱率を上げるために設けられている。絶縁層６０の材料としては、例えば、エポキシ
系樹脂、オルガノポリシロキサン等のシリコーン系樹脂に、酸化チタン（ＴｉＯ２）や硫
酸バリウム（ＢａＳＯ４）等のフィラーや顔料を含有させたものを用いることができる。
絶縁層６０の材料として、これらの材料製の白色インクを用いてもよい。
【００３７】
　平面視において、配線３１と配線３２とは所定の間隔をおいて対向配置された２つの領
域をなし、この２つの領域は発光素子搭載部を構成している。換言すれば、各個別パッケ
ージ領域Ｃにおいて、発光素子搭載部は基板１０表面の略全面にプレーン状（平面状）に
設けられた金属層からなり、金属層に設けられた所定の間隙（スリット）により、対向配
置された２つの領域（配線３１と配線３２）に分離されている。なお、所定の間隙（スリ
ット）は、発光素子の一方の電極と他方の電極との間隙に対応した幅を有する。
【００３８】
　発光素子搭載部の周縁は、基板１０の周縁よりも基板１０の内方に後退して設けられて
いる。発光素子搭載用パッケージ１を個別パッケージ領域Ｃ毎に切断した際に、発光素子
搭載部（配線３１と配線３２）の側面が露出し、発光素子搭載用パッケージ１の使用時に
ショート等が発生しないようにするためである。
【００３９】
　発光素子は発光素子搭載部に搭載され、発光素子搭載部の一部領域に形成されているめ
っき膜４１及び４２の何れか一方が発光素子の一方の電極と接続され、他方が発光素子の
他方の電極と接続される。つまり、配線３１のめっき膜４１が形成されている部分と配線
３２のめっき膜４２が形成されている部分とは所定の間隔をおいて対向配置されており、
めっき膜４１とめっき膜４２とは、発光素子の一方の電極との接続部と発光素子の他方の
電極との接続部となる。発光素子搭載部である配線３１の直下には貫通配線５１が接続さ
れ、配線３２の直下には貫通配線５２が接続されている。これにより、発光素子の発する
熱を貫通配線５１及び５２を介して効率よく放熱できる。
【００４０】
　又、配線３１のめっき膜４３が形成されている部分と配線３２のめっき膜４４が形成さ
れている部分とは所定の間隔をおいて対向配置され、めっき膜４３及び４４上に保護部品
を搭載可能としている。めっき膜４３及び４４の何れか一方は、保護部品の一方の電極と
接続され、他方は保護部品の他方の電極と接続される。つまり、めっき膜４３とめっき膜
４４とは、保護部品の一方の電極との接続部と保護部品の他方の電極との接続部となる。
但し、保護部品の搭載は必須ではなく、必要に応じて搭載することができる。
【００４１】
　保護部品としては、例えば、ツェナーダイオードを搭載できる。ツェナーダイオードを
搭載する場合には、めっき膜４３及び４４のうち、電位の高い方（発光素子の正極側）を
アノード側、電位の低い方（発光素子の負極側）をカソード側とする。めっき膜４３とめ
っき膜４４との間にツェナーダイオードを搭載することにより、めっき膜４３とめっき膜
４４との間が所定電圧（ツェナー電圧）以上になることを防止でき、搭載される発光素子
を保護できる。
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【００４２】
　なお、配線３１と配線３２とが所定の間隔をおいて対向する部分において、平面視にお
いて、配線３１の一部が凸部となり、配線３２の凹部に入り込むように配置されている。
配線３１の凸部と配線３２の凹部が、発光素子の一方の電極との接続部及び他方の電極と
の接続部となる。又、配線３１と配線３２とが所定の間隔をおいて直線的に対向する部分
（配線３１の凸部と配線３２の凹部以外の部分）が、保護部品の電極との接続部となる。
図２（ａ）に示す例では、配線３１と配線３２とが所定の間隔をおいて対向する部分の略
中央に配線３１の凸部と配線３２の凹部が設けられており、その下側に保護部品の電極と
の接続部が設けられているが、この配置には限定されない。
【００４３】
　配線３１及び３２をこのようなパターンとした理由は、保護部品を搭載する部分を発光
素子を搭載する部分から、できるだけ遠ざけるためである。保護部品を発光素子の近傍に
搭載すると、発光素子が発光した光の一部が保護部品に遮られて照度が低下するおそれが
ある。図２のようなパターンとすることにより、保護部品は発光素子からできるだけ遠い
所に搭載され、保護部品が発光素子の真横に搭載されることを防止できるため、発光素子
の照度の低下を抑制可能となる。但し、必ずしも、このようなパターンには限定されない
。
【００４４】
　図４は、第１の実施の形態に係る発光素子パッケージを例示する断面図である。図４を
参照するに、発光素子パッケージ１００は、個片化後の発光素子搭載用パッケージ１（個
別パッケージ領域Ｃ）の発光素子搭載部（配線３１及び３２）に発光素子１１０を搭載し
て封止樹脂１２０により封止し、更に金属基板１２５上に搭載したものである。
【００４５】
　発光素子１１０としては、例えば、一端側にアノード端子、他端側にカソード端子が形
成されたＬＥＤを用いることができる。但し、発光素子はＬＥＤには限定されず、例えば
、面発光型レーザ等を用いてもよい。封止樹脂１２０としては、例えば、エポキシ系やシ
リコーン系等の絶縁性樹脂に蛍光体を含有させた樹脂を用いることができる。
【００４６】
　以降、発光素子１１０がＬＥＤであり発光素子パッケージ１００がＬＥＤパッケージで
ある場合を例にして説明を行う（発光素子１１０をＬＥＤ１１０、発光素子パッケージ１
００をＬＥＤパッケージ１００と称する場合がある）。
【００４７】
　発光素子搭載用パッケージ１に搭載されるＬＥＤ１１０の寸法の一例を挙げると、平面
視において、縦０．３ｍｍ×横０．３ｍｍ、縦１．０ｍｍ×横１．０ｍｍ、縦１．５ｍｍ
×横１．５ｍｍ等である。
【００４８】
　ＬＥＤ１１０には、一方の電極端子となるバンプ１１１と、他方の電極端子となるバン
プ１１２が形成されている。ＬＥＤ１１０のバンプ１１１又は１１２の何れか一方がアノ
ード端子であり、他方がカソード端子である。バンプ１１１及び１１２は、例えば、めっ
き膜４１及び４２上にフリップチップ接合されている。めっき膜４１とめっき膜４２との
間隔は、搭載されるＬＥＤ１１０のバンプ１１１と１１２との間隔（例えば、６０μｍ）
と対応するように決定されている。
【００４９】
　ＬＥＤパッケージ１００において、ＬＥＤ１１０が搭載された発光素子搭載用パッケー
ジ１は、更に、金属基板１２５上に搭載されている。金属基板１２５は、放熱部（放熱板
）として機能する金属板１３０と、金属板１３０の一方の面に形成された絶縁層１４０と
、絶縁層１４０上に形成された配線層１５０と、配線層１５０を選択的に被覆するソルダ
ーレジスト層１５５とを有する。
【００５０】
　ソルダーレジスト層１５５には開口部１５５ｘ及び１５５ｙが設けられている。開口部
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１５５ｘ及び１５５ｙからは、各々配線層１５０の一部が露出している。以降、開口部１
５５ｘから露出する配線層１５０をパッド１５０Ａと、開口部１５５ｙから露出する配線
層１５０を外部接続用パッド１５０Ｂと称する場合がある。
【００５１】
　金属板１３０の材料としては、例えば、熱伝導率の良い銅（Ｃｕ）やアルミニウム（Ａ
ｌ）等を用いることができる。金属板１３０の厚さは、例えば、１００～５００μｍ程度
とすることができる。但し、特に放熱性を必要とする場合には、数ｍｍ程度の厚さとして
もよい。絶縁層１４０の材料としては、例えば、エポキシ系やシリコーン系の絶縁性樹脂
等を用いることができる。配線層１５０の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いる
ことができる。
【００５２】
　パッド１５０Ａの一方は、はんだや導電性ペースト等である接合部１６０を介して、貫
通配線５１の基板１０の他方の面から露出する露出部（接続端子）と電気的に接続されて
いる。つまり、パッド１５０Ａの一方は、貫通配線５１、配線３１、及びめっき膜４１を
介してＬＥＤ１１０の一方の電極端子であるバンプ１１１と電気的に接続されている。
【００５３】
　同様に、パッド１５０Ａの他方は、はんだや導電性ペースト等である接合部１６０を介
して、貫通配線５２の基板１０の他方の面から露出する露出部（接続端子）と電気的に接
続されている。つまり、パッド１５０Ａの他方は、貫通配線５２、配線３２、及びめっき
膜４２を介してＬＥＤ１１０の他方の電極端子であるバンプ１１２と電気的に接続されて
いる。
【００５４】
　外部接続用パッド１５０Ｂを、例えば発光素子パッケージ１００の外部に配置される電
源や駆動回路等に接続し、ＬＥＤ１１０のバンプ１１１とバンプ１１２との間に所定の電
位差を与えることにより、ＬＥＤ１１０が発光する。ＬＥＤ１１０は、発光時に発熱する
。
【００５５】
　ＬＥＤ１１０の発した熱は、めっき膜４１及び配線３１を介して貫通配線５１に伝わり
、更に、パッド１５０Ａの一方及び絶縁層１４０を介して金属板１３０に伝わる。同様に
、ＬＥＤ１１０の発した熱は、めっき膜４２及び配線３２を介して貫通配線５２に伝わり
、更に、パッド１５０Ａの他方及び絶縁層１４０を介して金属板１３０に伝わる。そして
、金属板１３０に伝わった熱は、金属板１３０により放熱される。
【００５６】
　このように、貫通配線５１及び５２は、発光素子搭載部に搭載されるＬＥＤ１１０と、
主に放熱に寄与する金属基板１２５との電気的接続経路を構成すると共に、ＬＥＤ１１０
の発する熱を金属基板１２５の金属板１３０に伝達する放熱経路を構成している。
【００５７】
　貫通配線５１及び５２はＬＥＤ１１０の近傍（例えば、ＬＥＤ１１０の略直下）に配置
されているため、ＬＥＤ１１０が発する熱を効率よく金属板１３０に伝達し、金属板１３
０から放熱できる。
【００５８】
　［第１の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの製造方法］
　次に、第１の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの製造方法について説明する
。図５～図７は、第１の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの製造工程を例示す
る図である。なお、第１の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの製造工程の説明
で用いる断面図は、全て図２（ｂ）に対応する断面図である。
【００５９】
　まず、図５に示す工程（図５（ａ）は平面図、図５（ｂ）は、図２（ｂ）に対応する断
面図）では、基板１０として例えばリール状（テープ状）のポリイミドフィルム等を準備
し、基板１０の一方の面にエポキシ系接着剤等を塗布して接着層２０を形成する。エポキ
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シ系接着剤等の代わりにエポキシ系の接着フィルムを貼着して、接着層２０を形成しても
よい。
【００６０】
　そして、一方の面に接着層２０が形成された基板１０に、基板１０及び接着層２０を貫
通するスプロケットホール１０ｘ及び貫通孔５０ｘを形成する。スプロケットホール１０
ｘは、基板１０の短手方向（図中の縦方向）の両端部に、基板１０の長手方向（図中の横
方向）に沿って略一定間隔で連続的に形成する。貫通孔５０ｘは、後述の工程で配線３０
が形成される所定位置（図１に示す貫通配線５０に対応する位置）に形成する。
【００６１】
　スプロケットホール１０ｘ及び貫通孔５０ｘは、例えば、ポンチとダイとを有する金型
によるプレス加工により形成できる。この際、貫通孔５０ｘを形成する部分において、ポ
ンチとダイとのクリアランスを調整することにより、貫通孔５０ｘの基板１０内に形成さ
れる部分が、貫通孔５０ｘの一端の平面形状よりも平面形状の大きな極大部Ｍを有する形
状とすることができる。例えば、断面視において、貫通孔５０ｘの両側面を、厚さ方向の
一部（例えば、厚さ方向の中央部）が膨らむような円弧状とすることができる。
【００６２】
　次に、図６（ａ）に示す工程では、接着層２０上に金属層３０Ａを形成し、所定の温度
に加熱して接着層２０を硬化させる。金属層３０Ａは、例えば、接着層２０上に銅箔をラ
ミネートすることにより形成できる。金属層３０Ａの厚さは、例えば、１８～３５μｍ程
度とすることができる。なお、金属層３０Ａは、後にパターニングされることによって配
線３０となる。
【００６３】
　次に、図６（ｂ）に示す工程では、図６（ａ）に示す構造体をウェットエッチング用の
溶液（例えば、過酸化水素系の溶液）に含浸させ、貫通孔５０ｘ内に露出する金属層３０
Ａの下面と、金属層３０Ａの上面のエッチングを行う（所謂マイクロエッチング）。この
エッチング処理により、金属層３０Ａの表面に存在する防錆剤を除去すると共に、金属層
３０Ａの表面を僅かな厚さ（例えば、０．５～１μｍ程度）だけ除去する。なお、このエ
ッチング処理は必要に応じて行えばよく、必須の処理ではない。
【００６４】
　次に、図６（ｃ）に示す工程では、金属層３０Ａの上面にマスキングテープ５００を貼
り付ける。マスキングテープ５００は、後述の図６（ｄ）に示す工程で電解めっき法によ
り貫通配線５０を形成する際に、金属層３０Ａの上面側にめっき膜が成長しないようにす
るために、金属層３０Ａの上面を覆うものである。
【００６５】
　次に、図６（ｄ）に示す工程では、金属層３０Ａを給電層とする電解めっき法により貫
通配線５０（貫通配線５１及び５２）を形成後、図６（ｃ）に示すマスキングテープ５０
０を除去する。貫通配線５０は、貫通孔５０ｘ内に露出する金属層３０Ａの下面にめっき
金属を析出させて、貫通孔５０ｘ内にめっき金属を充填することにより、柱状に形成する
。
【００６６】
　貫通配線５０は、一端（図中の上端）が金属層３０Ａと電気的に接続され、他端（図中
の下端）が基板１０の他方の面から露出する露出部をなすように形成する。貫通配線５０
の他端は、例えば、各々基板１０の他方の面と略面一とすることができる。貫通配線５０
の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。
【００６７】
　次に、図７（ａ）に示す工程では、金属層３０Ａをパターニングして、配線３１及び３
２（発光素子搭載部）、並びにバスライン３３を含む配線３０を形成する。具体的には、
例えば、金属層３０Ａ上にレジスト（図示せず）を塗布し、配線３０のパターンに合わせ
た露光を行い、レジストに配線３０のパターンを現像する。そして、レジストを用いてエ
ッチングを行うことにより、配線３０を形成（パターニング）する。その後、レジストを
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除去する。
【００６８】
　次に、図７（ｂ）に示す工程では、配線３１及び３２上の所定の部分（後に、めっき膜
４１及び４２を形成しない部分）に、絶縁層６０を形成する。絶縁層６０としては、前述
のように白系の材料を用いる。絶縁層６０は、例えば、スクリーン印刷法等により形成で
きる。絶縁層６０は、配線３０全体を覆うように白色インク等を形成後、ブラスト処理や
レーザ加工法等を用いて、めっき膜４１及び４２を形成する部分を露出させることにより
形成してもよい。
【００６９】
　次に、図７（ｃ）に示す工程では、バスライン３３から給電して電解めっきを行い、配
線３１及び３２の絶縁層６０から露出する部分の表面にめっき膜４１、４２、４３、及び
４４を形成する。なお、バスライン３３上には、めっき膜４５が形成される。めっき膜４
１、４２、４３、４４、及び４５の材料や厚さ等は前述のとおりである。
【００７０】
　次に、図７（ｃ）に示す工程の後、所定位置で、基板１０を長手方向に垂直な方向に切
断して個片化することにより、図１及び図２に示す発光素子搭載用パッケージ１が完成す
る。
【００７１】
　なお、図４に示す発光素子パッケージ１００を作製するには、以下のようにすればよい
。すなわち、例えば、発光素子搭載用パッケージ１を実装機に装着し、各個別パッケージ
領域Ｃのめっき膜４１及び４２上に例えばクリームはんだを塗布する。そして、各個別パ
ッケージ領域Ｃのめっき膜４１及び４２のクリームはんだ上に、各々発光素子１１０のバ
ンプ１１１及び１１２を配置し、リフロー炉に通してクリームはんだを溶融後硬化させる
。
【００７２】
　その後、発光素子搭載用パッケージ１上面を封止樹脂１２０により封止した後、各個別
パッケージ領域Ｃの部分を、各個別パッケージ領域Ｃの境界部分で切断し個片化する。或
いは、各個別パッケージ領域Ｃの部分を先に個片化した後、各個別パッケージ領域Ｃの部
分を各々封止樹脂１２０により封止する。その後、個片化した発光素子搭載用パッケージ
１を金属板１３０、絶縁層１４０、配線層１５０等を有する金属基板１２５上に搭載する
。具体的には、貫通配線５１及び５２の各々の露出部（接続端子）を、接合部１６０を介
してパッド１５０Ａと電気的に接続することにより、図４に示す発光素子パッケージ１０
０が完成する。
【００７３】
　このように、発光素子搭載用パッケージ１において、貫通配線５０の基板１０に埋設さ
れている部分が、貫通配線５０の一端の平面形状よりも平面形状の大きな極大部Ｍを有す
ることにより、配線３０及び貫通配線５０の鞘抜けを低減できる。
【００７４】
　又、貫通配線５１及び５２を電気的接続のための経路として用いると共に、発光素子の
発した熱の放熱経路としても用いる。これにより、発光素子が発する熱を放熱部（金属板
１３０）に伝達し放熱できる。この際、貫通配線５１及び５２は発光素子を搭載する発光
素子搭載部（配線３１及び３２）の直下に配置されているため、発光素子が発する熱を効
率よく放熱部（金属板１３０）に伝達し放熱できる。
【００７５】
　又、貫通配線５１及び５２を発光素子搭載部の直下に配置して放熱性を向上しているた
め、従来のように放熱性を向上するために配線３０を必要以上に厚くしなくてもよい。そ
の結果、配線３０として比較的薄厚の１２～３５μｍ程度の銅箔を用いることが可能とな
り、配線３１と配線３２との間隔を狭く（例えば、６０μｍ）できる。
【００７６】
　又、従来の発光素子パッケージでは、発光素子と放熱板との熱膨張係数のミスマッチに
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起因して、発光素子と発光素子搭載部との間の接続信頼性を低下させるおそれがあった。
一方、発光素子パッケージ１００では、発光素子１１０と放熱板として機能する金属板１
３０との間に柔軟性を有する樹脂を主成分とする基板１０を配置している。そのため、発
光素子１１０と金属板１３０との熱膨張係数のミスマッチが緩和され、発光素子１１０と
発光素子搭載部との間の接続信頼性を向上できる。
【００７７】
　〈第２の実施の形態〉
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態とは異なる発光素子搭載用パッケージの構造
の例を示す。なお、第２の実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一構成部品
についての説明は省略する。
【００７８】
　図８は、第２の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージを例示する断面図であり、
図２（ｂ）に対応する断面を示している。なお、第２の実施の形態に係る発光素子搭載用
パッケージを例示する平面図は、図１と同様であるため、図示を省略する。
【００７９】
　図８を参照するに、発光素子搭載用パッケージ１Ａは、貫通配線５０（貫通配線５１及
び５２を含む）が貫通配線５０Ａ（貫通配線５１Ａ及び５２Ａを含む）に置換された点が
、発光素子搭載用パッケージ１（図２参照）と相違する。
【００８０】
　貫通配線５０Ａの他端は、基板１０の他方の面から突出して突出部をなし、貫通孔５０
ｘの基板１０の他方の面側の端部の周囲に延在している。貫通配線５０Ａの突出部は、貫
通孔５０ｘの基板１０の他方の面側の端部の周囲に、例えば、環状（円環状、四角環状等
）に延在している。つまり、貫通配線５０Ａの突出部の平面形状は、貫通配線５０Ａの他
端の平面形状よりも大きくなっている。貫通配線５０Ａの突出部の基板１０の他方の面か
らの突出量Ｔは、例えば、２０～５０μｍ程度とすることができる。貫通配線５０Ａの突
出部において、貫通孔５０ｘの基板１０の他方の面側の端部の周囲に延在している部分の
幅Ｗは、例えば、２～１０μｍ程度とすることができる。
【００８１】
　突出部を形成するには、例えば、図６（ｄ）に示す工程において、金属層３０Ａを給電
層とする電解めっき法により、貫通孔５０ｘ内にめっき金属を充填した後もめっきを継続
し、貫通孔５０ｘ内に充填しためっき金属を基板１０の他方の面から突出させればよい。
この際、めっき時間を調整することにより、貫通配線５０Ａの他端を基板１０の他方の面
から突出させ、貫通孔５０ｘの基板１０の他方の面側の端部の周囲に延在させることがで
きる。
【００８２】
　このように、貫通配線５０Ａの他端を基板１０の他方の面から突出させ、貫通孔５０ｘ
の基板１０の他方の面側の端部の周囲に延在させることにより、極大部Ｍのみが存在する
場合よりも、配線３０及び貫通配線５０の鞘抜けを更に低減できる。
【００８３】
　〈第３の実施の形態〉
　第３の実施の形態では、第１の実施の形態とは異なる発光素子搭載用パッケージの構造
の他の例を示す。なお、第３の実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一構成
部品についての説明は省略する。
【００８４】
　［第３の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの構造］
　まず、第３の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの構造について説明する。図
９は、第３の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージを例示する平面図である。図１
０は、図９のＤ部（破線で囲んだ部分）を拡大して例示する図であり、図１０（ａ）は平
面図、図１０（ｂ）は図１０（ａ）のＢ－Ｂ線に沿う断面図である。なお、便宜上、図１
０（ａ）において、金属部材８０を梨地模様で示している。



(13) JP 6244130 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

【００８５】
　図９及び図１０を参照するに、発光素子搭載用パッケージ１Ｂは、絶縁層６０に代えて
表面に金属部材８０が設けられている点が発光素子搭載用パッケージ１（図１及び図２参
照）と主に相違する。
【００８６】
　発光素子搭載用パッケージ１Ｂにおいて、配線３１の上面及び側面を覆うように、めっ
き膜４１が形成されている。又、配線３２の上面及び側面を覆うように、めっき膜４２が
形成されている。又、第１の実施の形態と同様に、バスライン３３の上面及び側面を覆う
ように、めっき膜４５が形成されている。なお、第１の実施の形態でめっき膜４３及び４
４が形成されていた領域は、本実施の形態ではめっき膜４１及び４２が形成されている。
従って、本実施の形態では、めっき膜４３及び４４は存在しない。
【００８７】
　金属部材８０は、めっき膜４０（めっき膜４１、４２、及び４５）上に接着層７０を介
して貼り付けられている。接着層７０としては、例えば、エポキシ系接着剤、シリコーン
系接着剤、又はポリイミド系接着剤等の絶縁性樹脂製の接着剤を用いることができる。必
要に応じ、接着層７０として絶縁性の耐熱性接着剤を用いても構わない。接着層７０の厚
さは、例えば、８～１８μｍ程度とすることができる。なお、接着層７０は、接着層２０
と同一種類の接着剤を用いてもよいし、異なる種類の接着剤を用いてもよい。
【００８８】
　発光素子搭載用パッケージ１Ｂにおいて、個片化されて個別の発光素子搭載用パッケー
ジとなる複数の個別パッケージ領域Ｃが基板１０上に縦横に配列されている。金属部材８
０は、所定の間隔で縦横に配列された複数の反射板８１と、所定の間隔で縦横に配列され
た反射板８１全体を囲むように設けられた枠部８２と、枠部８２と枠部８２に隣接する反
射板８１及び隣接する反射板８１同士を連結する吊り部８３とを有する。反射板８１は、
各個別パッケージ領域Ｃ内の発光素子搭載部上に１つずつ配置されている。反射板８１、
枠部８２、及び吊り部８３は一体に形成されている。
【００８９】
　なお、本実施の形態では、吊り部８３は一方向（紙面の縦方向）のみに設けられている
が、吊り部８３を紙面の横方向のみに設けてもよいし、紙面の縦方向及び横方向に設けて
もよい。金属部材８０の枠部８２には、スプロケットホール１０ｘと同様に機能するスプ
ロケットホール８０ｘが設けられている。
【００９０】
　金属部材８０の各反射板８１には、めっき膜４１及び４２の各々の一部を露出する開口
部８１ｘが設けられている。開口部８１ｘ内に露出するめっき膜４１と４２は、発光素子
の一方の電極との接続部と発光素子の他方の電極との接続部となる。開口部８１ｘの内壁
面は上側に行くにつれて広がるラッパ状の傾斜面とされており、開口部８１ｘ内に露出す
るめっき膜４１及び４２に発光素子が実装されて発光した際に、発光素子の照射する光を
所定方向に反射する機能を有する。
【００９１】
　開口部８１ｘの内壁面のめっき膜４０の上面に対する傾斜角度は、要求する仕様に応じ
て適宜設定できるが、例えば、２０～５０度程度とすることができる。但し、開口部８１
ｘの内壁面の断面形状は直線状でなくてもよく、曲線部を含んでいてもよい。なお、反射
率を向上させる観点からは、開口部８１ｘの平面形状は小さい方が好ましい。開口部８１
ｘの平面形状は、例えば円形とすることができ、その際の直径は、例えば、数ｍｍ程度と
することができる。但し、開口部８１ｘの平面形状は円形には限定されず、楕円形や矩形
等であってもよい。
【００９２】
　金属部材８０の厚さは、例えば、０．５ｍｍ程度とすることができる。金属部材８０の
材料としては、例えば、銅やアルミニウム、それらの合金等を用いることができる。この
際、金属部材８０の表面を研磨（化学研磨等）して光沢を上げることにより、発光素子が
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実装されて発光した際に、反射板８１の開口部８１ｘの内壁面での反射率が高くなり好適
である。
【００９３】
　又、金属部材８０の表面に金めっきや銀めっき等を施すことにより、光沢を上げてもよ
い。この際、発光素子の発光波長に対して反射率の高いめっき材料を選択することが好ま
しい。研磨処理やめっき処理は、金属部材８０の全体に対して実施してもよいし、必要な
領域のみ（例えば、開口部８１ｘの内壁面のみ）に対して実施してもよい。
【００９４】
　なお、各反射板８１において、例えば、第１の実施の形態でめっき膜４３及び４４が形
成されていた領域上に開口部８１ｘとは異なる開口部を設け、開口部内に露出するめっき
膜４１及び４２上にツェナーダイオード等の保護部品を搭載可能としてもよい。
【００９５】
　図１１は、第３の実施の形態に係る発光素子パッケージを例示する断面図である。図１
１を参照するに、発光素子パッケージ１００Ｂは、個片化後の発光素子搭載用パッケージ
１Ｂの発光素子搭載部（配線３１及び３２）に発光素子１１０を搭載して封止樹脂１２０
により封止し、更に金属基板１２５上に搭載したものである。封止樹脂１２０は、反射板
８１の開口部８１ｘ内に設けられている。
【００９６】
　本実施の形態では、反射板８１の開口部８１ｘの内壁面を傾斜面としているため、発光
素子１１０が発光した際に、発光素子１１０の照射する光を所定方向に効率よく反射させ
ることができる（反射率を向上できる）。
【００９７】
　［第３の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの製造方法］
　次に、第３の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの製造方法について説明する
。図１２は、第３の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージの製造工程を例示する図
であり、図１０（ｂ）に対応する断面図である。
【００９８】
　まず、第１の実施の形態の図５～図７（ａ）と同様の工程を実行する。そして、図１２
（ａ）に示す工程では、図７（ｃ）の工程と同様にして、めっき膜４１、４２、及び４５
を形成する。但し、本実施の形態では絶縁層６０を形成しないため、配線３１の上面及び
側面を覆うように、めっき膜４１が形成される。又、配線３２の上面及び側面を覆うよう
に、めっき膜４２が形成される。
【００９９】
　次に、図１２（ｂ）に示す工程では、めっき膜４１、４２、及び４５上の所定領域にエ
ポキシ系接着剤等を塗布して接着層７０を形成する。或いは、エポキシ系接着剤等の代わ
りにエポキシ系の接着フィルムを貼着して、接着層７０を形成してもよい。なお、所定領
域は、各反射板８１の開口部８１ｘ内に露出する部分を除いた領域である。
【０１００】
　次に、図１２（ｃ）に示す工程では、予め所定位置に開口部８１ｘや吊り部８３を設け
た金属部材８０を準備し、めっき膜４１、４２、及び４５上に接着層７０を介して貼り付
ける。開口部８１ｘや吊り部８３を設けた金属部材８０は、例えば、金属板のプレス加工
やエッチング処理等により形成できる。この工程により、金属部材８０の各反射板８１は
、各個別パッケージ領域Ｃ内に位置するように縦横に配列され、各反射板８１の開口部８
１ｘ内に発光素子が搭載される部分となるめっき膜４１及び４２が露出する。
【０１０１】
　その後、図１２（ｃ）に示す構造体を所定位置で切断して個片化することにより、図９
及び図１０に示す発光素子搭載用パッケージ１Ｂが完成する。なお、図１２（ｃ）に示す
構造体の個片化の際に吊り部８３が切断される。
【０１０２】
　このように、発光素子搭載用パッケージの表面に反射板を有する金属部材を貼り付ける
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ことにより、発光素子搭載用パッケージの剛性が向上して反りが低減するため、発光素子
搭載用パッケージの製造工程や出荷後における取り扱いが容易となる。
【０１０３】
　又、第１の実施の形態のように、白色インク等の絶縁層６０を形成する場合には、反射
率向上のために絶縁層６０をある程度の厚さ（４０～５０μｍ程度）とする必要があるが
、この厚さを１回の印刷工程では実現できないため、複数回の印刷工程を実行する。一方
、本実施の形態では、反射板の開口部の内壁面を傾斜面とすることにより、傾斜面で光を
効率よく反射できるため、白色インク等を印刷する工程を廃止可能となり、発光素子搭載
用パッケージの製造工程を簡略化できる。
【０１０４】
　又、例えば、第１の実施の形態において、発光素子パッケージ１００の製造工程で封止
樹脂を形成する際に、封止樹脂の流れ出しを防止するために、発光素子搭載用パッケージ
１の各個別パッケージ領域Ｃの絶縁層６０上に環状のダムを形成する場合があった。本実
施の形態では、発光素子パッケージの製造工程で封止樹脂を形成する際に、反射板の開口
部の内壁面が封止樹脂の流れ出しを防止するためのダムとして機能する。そのため、ダム
として機能する部材を特別に設ける必要がなく、発光素子搭載用パッケージ又は発光素子
パッケージの製造工程を簡略化できる。
【０１０５】
　又、発光素子が発する熱を反射板からも放熱できるため、発光素子パッケージの放熱性
能を向上できる。なお、放熱性を重視する場合には、反射板の材料として熱伝導率の高い
金属（銅等）を用いることが好ましく、軽量化を重視する場合には比重の軽い金属（アル
ミニウム等）を用いることが好ましい。
【０１０６】
　〈第３の実施の形態の変形例１〉
　第３の実施の形態の変形例１では、第３の実施の形態において、反射板の表面に反射膜
を設ける例を示す。なお、第３の実施の形態の変形例１において、既に説明した実施の形
態と同一構成部品についての説明は省略する。
【０１０７】
　図１３は、第３の実施の形態の変形例１に係る発光素子搭載用パッケージを例示する断
面図であり、図１０（ｂ）に対応する断面を示している。図１４は、第３の実施の形態の
変形例１に係る発光素子パッケージを例示する断面図であり、図１１に対応する断面を示
している。図１３に示す発光素子搭載用パッケージ１Ｃ及び図１４に示す発光素子パッケ
ージ１００Ｃのように、反射板８１の上面及び開口部８１ｘの内壁面に反射膜６１を形成
してもよい。但し、反射膜６１を形成する領域を、開口部８１ｘの内壁面のみとしてもよ
い。
【０１０８】
　反射膜６１の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂、オルガノポリシロキサン等のシ
リコーン系樹脂に、酸化チタン（ＴｉＯ２）や硫酸バリウム（ＢａＳＯ４）等のフィラー
や顔料を含有させたものを用いることができる。反射膜６１の材料として、これらの材料
製の白色インクを用いてもよい。
【０１０９】
　反射膜６１は、例えばプレス加工やエッチング処理等により開口部８１ｘや吊り部８３
を形成した金属部材８０に、例えばスクリーン印刷法等により形成できる。なお、金属部
材８０の下面にも反射膜６１を形成し、めっき膜４０上に配置してから硬化させることに
より、接着層７０を用いずに、金属部材８０をめっき膜４０上に貼り付けることができる
。つまり、金属部材８０の下面に形成された反射膜６１が接着層７０の機能を兼ねること
ができる。
【０１１０】
　なお、金属部材８０上に反射膜６１を形成するため、第１の実施の形態の絶縁層６０と
比べて反射膜６１は薄くてもよい。反射膜６１の厚さは、例えば、５０μｍ程度とするこ
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とができる。反射膜６１が薄くてもよいため、第１の実施の形態の絶縁層６０を形成する
場合よりも印刷回数を低減できる。
【０１１１】
　このように、反射板８１の上面及び開口部８１ｘの内壁面（或いは、開口部８１ｘの内
壁面のみ）に反射膜６１を設けることにより、発光素子の照射する光の反射率を更に高く
できる。なお、枠部８２の上面に反射膜６１を形成する必要はないが、枠部８２をマスク
する工程等を削除するため、枠部８２の上面に反射膜６１を形成してもよい。
【０１１２】
　〈第４の実施の形態〉
　第４の実施の形態では、第１の実施の形態とは異なる発光素子搭載用パッケージの構造
の更に他の例を示す。なお、第４の実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一
構成部品についての説明は省略する。
【０１１３】
　図１５及び図１６は、第４の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージを例示する図
である。図１５（ａ）は、図２に示す個別パッケージ領域Ｃに対応する部分を示す平面図
、図１５（ｂ）は図１５（ａ）のＤ－Ｄ線に沿う断面図である。図１６（ａ）は、図１５
（ａ）において、めっき膜４１～４４及び絶縁層６０の図示を省略した平面図である。図
１６（ｂ）は、図１５（ａ）に示す発光素子搭載用パッケージ１Ｄに発光素子１１０及び
保護部品１９０を搭載した発光素子パッケージ１００Ｄを例示する平面図である。なお、
図示を省略している部分（バスライン３３等）については、図１及び図２と同様である。
【０１１４】
　図１５及び図１６を参照するに、発光素子搭載用パッケージ１Ｄは、配線３１及び３２
が配線３１Ａ及び３２Ａに置換され、貫通配線５１及び５２が貫通配線５１Ｂ及び５２Ｂ
に置換された点が、発光素子搭載用パッケージ１（図２参照）と相違する。又、保護部品
１９０の電極と接続される部分となるめっき膜４３及び４４の位置が、発光素子搭載用パ
ッケージ１（図２参照）と相違する。
【０１１５】
　配線３１Ａの平面形状は略矩形状であり、配線３２Ａの平面形状は略逆Ｌ字状である。
平面視において、配線３１Ａの配線３２Ａ側の２辺は、所定の間隔をおいて配線３２Ａの
逆Ｌ字の内側の２辺と対向配置されている。平面視において、配線３１Ａと配線３２Ａと
を合わせた形状は、略矩形状である。なお、配線３１Ａ及び３２Ａに形成されためっき膜
４１及び４２の位置は、図２と同様である。
【０１１６】
　貫通配線５１Ｂ及び５２Ｂの一端（配線３１Ａ及び３２Ａと接する部分）の平面形状は
略矩形状とされている。すなわち、貫通配線５１Ｂ及び５２Ｂは、基板１０及び接着層２
０を貫通する平面形状が略矩形状の貫通孔を形成し、略矩形状の貫通孔内に銅（Ｃｕ）等
のめっき金属を充填したものである。
【０１１７】
　貫通配線５１Ｂ及び５２Ｂの基板１０に埋設されている部分は、貫通配線５１Ｂ及び５
２Ｂの一端の平面形状よりも平面形状の大きな極大部Ｍを有する。例えば、断面視におい
て、貫通配線５１Ｂ及び５２Ｂの両側面を、厚さ方向の一部（例えば、厚さ方向の中央部
）が膨らむような円弧状とすることにより、極大部Ｍを形成できる。但し、極大部Ｍを図
３に示した形状を含めた他の形状としてもよい。
【０１１８】
　貫通配線５１Ｂ及び５２Ｂの夫々の一端を合わせた面積（配線３１Ａ及び３２Ａと接す
る部分の総面積）は、発光素子搭載用パッケージ１Ｄ全体の面積（図１５（ａ）のＥ×Ｆ
）の６０％以上を占めるようにすることが好ましい。このようにすることで、貫通配線５
１Ｂ及び５２Ｂの一端の面積及び貫通配線５１Ｂ及び５２Ｂの体積を大きくできるため、
放熱性を大幅に向上できる。
【０１１９】
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　めっき膜４４の位置は配線３２Ａの略逆Ｌ字の短部の隅近傍とされ、めっき膜４３の位
置は配線３１Ａのそれに対向する部分とされている。めっき膜４３及び４４の位置は、発
光素子搭載用パッケージ１（図２参照）と相違しているが、保護部品１９０を搭載する部
分（めっき膜４３及び４４）を発光素子１１０を搭載する部分（めっき膜４１及び４２）
から遠ざけて配置している点では同様である。保護部品１９０を発光素子１１０からでき
るだけ遠い所に搭載することで、発光素子１１０から放出された光を、反射層として機能
する絶縁層６０で反射する際の妨げにならないため、発光素子１１０の照度の低下を抑制
可能となる。但し、必ずしも、このようなパターンには限定されない。
【０１２０】
　このように、貫通配線５１Ｂ及び５２Ｂの一端の平面形状を略矩形状とすることで、貫
通配線５１Ｂ及び５２Ｂの一端の平面形状を略円形状とした場合よりも貫通配線５１Ｂ及
び５２Ｂの一端の面積及び貫通配線５１Ｂ及び５２Ｂの体積を大きくできる。そのため、
発光素子搭載用パッケージ１Ｄの放熱性を発光素子搭載用パッケージ１に比べて大幅に向
上できる。
【０１２１】
　〈第５の実施の形態〉
　第５の実施の形態では、第４の実施の形態において、第２の実施の形態と同様に、貫通
配線に突出部を設ける例を示す。なお、第５の実施の形態において、既に説明した実施の
形態と同一構成部品についての説明は省略する。
【０１２２】
　図１７は、第５の実施の形態に係る発光素子搭載用パッケージを例示する断面図であり
、図１５（ｂ）に対応する断面を示している。なお、第５の実施の形態に係る発光素子搭
載用パッケージを例示する平面図は、図１５（ａ）と同様であるため、図示を省略する。
【０１２３】
　図１７を参照するに、発光素子搭載用パッケージ１Ｅは、貫通配線５１Ｂ及び５２Ｂが
貫通配線５１Ｃ及び５２Ｃに置換された点が、発光素子搭載用パッケージ１Ｄ（図１５参
照）と相違する。貫通配線５１Ｃ及び５２Ｃの他端には、図８に示す貫通配線５１Ａ及び
５２Ａと同様の突出部が設けられている。貫通配線５１Ｃ及び５２Ｃの突出部は、貫通配
線５１Ａ及び５２Ａの突出部と同様の製造工程で形成できる。
【０１２４】
　このように、貫通配線５１Ｃ及び５２Ｃの他端を基板１０の他方の面から突出させ、貫
通孔の基板１０の他方の面側の端部の周囲に延在させる。これにより、極大部Ｍのみが存
在する場合よりも、配線３１Ａ及び３２Ａ及び貫通配線５１Ｃ及び５２Ｃの鞘抜けを更に
低減できる。
【０１２５】
　以上、好ましい実施の形態及びその変形例について詳説したが、上述した実施の形態及
びその変形例に制限されることはなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱すること
なく、上述した実施の形態及びその変形例に種々の変形及び置換を加えることができる。
【０１２６】
　例えば、貫通配線５１及び５２の露出部や貫通配線５１Ａ及び５２Ａの突出部、貫通配
線５１Ｂ及び５２Ｂの露出部や貫通配線５１Ｃ及び５２Ｃの突出部に、例えば、ニッケル
（Ｎｉ）や金（Ａｕ）を含むめっき膜を形成してもよい。
【０１２７】
　又、貫通配線５１及び５２の露出部や貫通配線５１Ａ及び５２Ａの突出部に、例えば、
酸化防止処理（例えば、ＯＳＰ（Organic Solderability Preservative）処理等）をして
もよい。貫通配線５１Ｂ及び５２Ｂの露出部や貫通配線５１Ｃ及び５２Ｃの突出部につい
ても同様である。
【０１２８】
　又、各発光素子搭載用パッケージに、発光素子をワイヤボンディングで搭載し、発光素
子パッケージとしてもよい。
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　又、各実施の形態及びその変形例は、適宜組み合わせることができる。例えば、発光素
子搭載用パッケージ１Ｂや１Ｃにおいて、発光素子搭載用パッケージ１Ａと同様に、貫通
配線５１や５２に代えて貫通配線５１Ａ及び５２Ａを設けてもよい。
【符号の説明】
【０１３０】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ　発光素子搭載用パッケージ
　１０　基板
　１０ｘ、８０ｘ　スプロケットホール
　２０、７０　接着層
　３０、３１、３２、３１Ａ、３２Ａ　配線
　３０Ａ　金属層
　３３　バスライン
　４０、４１、４２、４３、４４、４５　めっき膜
　５０、５０Ａ、５１、５２、５１Ａ、５２Ａ、５１Ｂ、５２Ｂ、５１Ｃ、５２Ｃ　貫通
配線
　５０ｘ　貫通孔
　６０　絶縁層
　６１　反射膜
　８０　金属部材
　８１　反射板
　８１ｘ、１５５ｘ、１５５ｙ　開口部
　８２　枠部
　８３　吊り部
　１００、１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄ　発光素子パッケージ
　１１０　発光素子
　１１１、１１２　バンプ
　１２０　封止樹脂
　１２５　金属基板
　１３０　金属板
　１４０　絶縁層
　１５０　配線層
　１５５　ソルダーレジスト層
　１６０　接合部
　１９０　保護部品
　５００　マスキングテープ
　Ｃ　個別パッケージ領域
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