
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光素子を絶縁基板の内部に収納・搭載する配線基板であって、収納する発光素
子を搭載するベース基板と、前記ベース基板の上面に積層接着したリフレクター基板とを
備えており、前記ベース基板は、その一部に発光素子を内部に搭載する非貫通穴が形成さ
れると共に、このベース基板の上端周辺部には前記の発光素子を電気的に接続するための
配線パターンが 形成されており、

前記リフレク
ター基板は、前記ベース基板に形成された非貫通穴を塞がず、前記非貫通穴よりも径の大
きな貫通穴が形成されており、その内周表面には金属薄膜からなる反射膜が形成されると
共に、当該リフレクター基板を前記ベース基板の上面に配置した際、そのリフレクター基
板の貫通穴底面に露呈して、前記ベース基板の非貫通穴の上端周辺部に発光素子接続ラン
ドが形成され、前記ベース基板の非貫通孔の底面に、前記配線パターンを形成する金属薄
膜より厚さの厚い放熱導体 形成 配線基板。
【請求項２】
　請求項１において、 リフレクター基板の貫通穴の内周表面、又は前記ベース基板の
非貫通穴の内周表面には金属薄膜からなる反射膜が、銀、ニッケル、アルミニュームのい
ずれかの金属薄膜で形成されている 配線基板。
【請求項３】
　請求項１において、 ベース基板とその上面に積層接着した リフレクター基板の
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端面には、更に、前記両基板を貫通して貫通穴が複数形成され、 発光素子を搭載した
後、前記両基板の貫通穴の略中心に沿って切断されると共に、当該貫通穴の内周には、前
記ベース基板の貫通穴の周辺部に形成された発光素子接続ランドと、それぞれ、電気的に
接続された導体層が形成されており、前記発光素子を外部に接続するための端子電極を備
えている 配線基板。
【請求項４】
　請求項３において、 端子電極が、 ベース基板とその上面に積層接着した リ
フレクター基板の両基板を貫通している貫通穴の前記リフレクター基板の上端面、又は前
記ベース基板の下端面のいずれか一方が閉鎖部材で閉口された非貫通穴が形成され、
発光素子を搭載した後、前記両基板の非貫通穴の略中心に沿って切断して端子電極とする

配線基板。
【請求項５】
　請求項１において、 ベース基板の非貫通穴が、一つの非貫通穴の内部に複数個の発
光素子を搭載する直径２．０～６．０の非貫通穴 形成されている 配線
基板。
【請求項６】
　請求項１において、 ベース基板の上面に積層接着した リフレクター基板に形成
された貫通穴の内周の反射面が、 ベース基板の底面より上端面が広がっているテーパ
ー形状であることを特徴とする配線基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板内部に複数の発光素子を搭載し、各種の表示パネル、液晶表示装置のバ
ックライト、照明装置などの光源として利用することの可能なチップ部品型発光装置に関
し、更には、そのための配線基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、チップ部品型のＬＥＤに代表されるチップ部品型発光装置は、表示パネル、液晶
表示装置のバックライト、照明装置などの光源として利用されている。なお、かかるチッ
プ部品型発光装置は、近年におけるフラットパネルの用途の拡大に伴って、その適用され
る用途が更に広がってきている。かかる用途の拡大に伴い、チップ部品型発光装置には、
素子自体の発光量の増大と共に、消費電力に対する発光量の増大、換言すれば、光への変
換効率の向上が求められており、そして、更には、特に、大量生産に適しており、もって
、比較的安価に製造することの可能なチップ部品型発光装置の構造が強く求められている
。
【０００３】
　なお、従来におけるかかるチップ部品型発光装置は、例えば、以下の特許文献１～３に
示すように、一般に、絶縁基板の一部に、貫通穴、又は、テーパ面を備えた穴を形成する
と共に、その表面に電気的接続を行うための配線パターンを形成した配線基板を利用して
製造されていた。即ち、例えば、発光ダイオード等の１個の発光素子を、上記配線基板の
貫通穴の底面に取り付けた金属薄板からなる放熱板の上に搭載し、その後、素子の電極を
上記配線パターンにワイヤボンディングにより接続してチップ部品型発光装置として完成
する。
【特許文献１】特許第３１３７８２３号公報
【特許文献２】特開２０００－２２３７５２号公報
【特許文献３】特開２００３－３１８５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来技術になるチップ部品型発光装置の実装構造は、各基板に
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対して、例えば発光ダイオード等の発光素子を、ただ１個を搭載する構造であり、そのた
め、上述したように、各素子の発光量の増大に対応し、複数の発光素子をその内部に搭載
するに適した構造とはなっていない。
【０００５】
　即ち、上記特許文献１により知られる構造では、貫通穴の裏面に取り付けた金属薄板を
配線パターンに接続し、もって、その内部に搭載する発光ダイオードの一方の電極を当該
金属薄板に接続すると共に、その他方の電極を、例えば、ワイヤボンディングなどにより
、やはり配線基板の一部に形成した他の接続配線パターンに接続する。しかしながら、こ
の配線基板の一部に形成した他の接続配線パターンは、複数の発光ダイオードを、貫通穴
の裏面に取り付けた金属薄板上に搭載した場合に適した構造とはなっていない。
【０００６】
　また、上記特許文献１により知られる構造では、内部に搭載する発光ダイオードの他方
の電極をワイヤボンディングなどによって配線基板の一部に形成した接続配線パターンに
接続し、その後、発光ダイオードを内部に搭載した貫通穴に透明樹脂を充填して光学素子
を形成する。しかしながら、発光ダイオードの電極と配線パターンとを接続するワイヤボ
ンディングが、上記配線基板の上方に突出してしまい、そのため、その後の貫通穴に透明
樹脂を充填するプロセスにおいて障害となり、透明樹脂の充填が正確に行うことが出来な
い。更に、上記特許文献１は、その内部に発光ダイオードを搭載した貫通穴を取り囲んで
、配線基板の上面に反射ケース板を添設する構造を開示している。しかしながら、かかる
構造では、配線基板上に複数の発光素子を配置した後に、当該反射ケース板を正確に取り
付けることは難しく、更には、発光ダイオードから出射される光の一部が、上記配線基板
と反射ケース板との接合部から漏れ出てしまい、そのため、光の変換効率が低下してしま
う。特に、複数の発光ダイオードを上記貫通穴内に搭載した場合には、なおさらである。
【０００７】
　なお、上記特許文献２及び３により知られる構造では、絶縁性基板に形成した貫通穴の
裏面には放熱板となる金属薄板を取り付け、その表面に発光ダイオードを配置するが、上
記特許文献１とは異なり、発光ダイオードの電極の電気的接続を、上記基板の表面に形成
した配線パターンとの間で行う。しかしながら、なお、その構造から、複数の発光ダイオ
ードを、貫通穴の裏面に取り付けた金属薄板上に搭載するに適した構造とはなってはいな
い。即ち、やはり、これら特許文献２及び３により知られる構造でも、上述したと同様の
問題点があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した従来技術における問題点に鑑みて成されたものであり、具
体的には、特に、その内部に複数の発光素子を搭載するチップ部品型発光装置であって、
光変換効率の向上を図ることが可能であり、更には、大量生産に適していることから比較
的安価に製造することの可能な構造のチップ部品型発光装置を、更には、そのための配線
基板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】
　上記の目的を達成するため、本発明によれば、まず、発光素子を絶縁基板の内部に収納
・搭載するための配線基板であって、収納する発光素子を搭載するベース基板と、前記ベ
ース基板の上面に積層接着したリフレクター基板とを備えており、前記ベース基板は、そ
の一部に発光素子を内部に搭載する非貫通穴が形成されると共に、このベース基板の上端
周辺部には前記の発光素子を電気的に接続するための配線パターンが形成されており、更
に、前記非貫通穴の底面には、前記配線パターンを形成する金属薄膜より厚さの厚い放熱
導体が形成されており、前記リフレクター基板は、前記ベース基板に形成された非貫通穴
を塞がず、前記非貫通穴よりも径の大きな貫通穴が形成されており、その内周表面には金
属薄膜からなる反射膜が形成されると共に、当該リフレクター基板を前記ベース基板の上
面に配置した際、そのリフレクター基板の貫通穴底面に露呈して、前記ベース基板の非貫
通穴の上端周辺部に配線パターンの一部（発光素子接続ランド）が形成されている配線基
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板が提供される。
【００１０】
　また、本発明によれば、前記に記載した配線基板において、前記リフレクター基板の貫
通穴の内周表面、又は前記ベース基板の非貫通穴の内周表面には金属薄膜からなる反射膜
が、白色光に対して反射効率の良い、銀、ニッケル、アルミニュームのいずれかの金属薄
膜で形成されていることが好ましい。
【００１１】
　さらに、本発明によれば、前記に記載した配線基板において、前記ベース基板とその上
面に積層接着した前記リフレクター基板の端面には、更に、前記両基板を貫通して貫通穴
が複数形成され、発光素子を搭載した後、前記両基板の貫通穴の略中心に沿って切断され
ると共に、当該貫通穴の内周には、前記ベース基板の貫通穴の周辺部に形成された前記配
線パターンの一部（発光素子接続ランド）と、それぞれ、電気的に接続された導体層が形
成されており、前記発光素子を外部に接続するための端子電極を備えていることが好まし
い。
【００１２】
　また、本発明によれば、前記に記載した配線基板の端子電極において、前記ベース基板
とその上面に積層接着した前記リフレクター基板の両基板を貫通している貫通穴の前記リ
フレクター基板の上端面、又は前記ベース基板の下端面のいずれか一方が閉鎖部材で閉口
された非貫通穴が形成され、発光素子を搭載した後、前記両基板の非貫通穴の略中心に沿
って切断して端子電極とすることが好ましい。
【００１３】
　加えて、本発明によれば、前記に記載した配線基板において、前記ベース基板の非貫通
穴が、一つの非貫通穴の内部に複数個の発光素子を搭載するφ２．０～６．０ mmの非貫通
穴が形成されていることが好ましい。
【００１４】
　そして、本発明によれば、前記に記載した配線基板において、前記ベース基板の上面に
積層接着したリフレクター基板に形成された貫通穴の内周の反射面が、当該ベース基板の
底面より上端面が広がっているテーパー形状であること（テーパー角度９０゜～１２０゜
）が好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　上述したように、本発明によれば、高い光出力をより変換効率よく得ることが可能なチ
ップ部品型発光装置と共に、そのための配線基板が提供されるという優れた効果を発揮す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照しながら、詳細に説明する。
　まず、図１は、本発明の一実施の形態になるチップ部品型発光装置、及び、そのための
配線基板を示す。このチップ部品型発光装置、及び、そのための配線基板は、図からも明
らかなように、外形を略正方形の板状に形成されており、基本的には、ベース基板１０と
、このベース基板の上面に積層接着したリフレクター基板２０と、そして、複数の発光素
子、例えば、本例では、８個の発光ダイオード３０、３０…とによって構成されている。
なお、これら複数の発光素子である、８個の発光ダイオード３０、３０…は、上記ベース
基板１０の略中央に形成された貫通穴１１の裏（底）面に設けられて放熱板を形成する厚
い金属薄膜１２の表面上に、所定の位置に並べられて配置されている。なお、このベース
基板１０に形成された貫通穴１１の内周面及び上記金属薄膜１２の表面には、後にも詳細
に説明するが、例えば、銀などの金属薄膜からなる反射膜１３が、一体に形成されている
。
【００１７】
　また、添付の図２には、上記チップ部品型発光装置、及び、そのための配線基板を構成
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するベース基板１０だけを取り出して示しており、この図からも明らかなように、上記ベ
ース基板１０の上面には、その製造工程については後に詳細に説明するが、上記複数の発
光ダイオード３０、３０…を図示しない外部の駆動回路と電気的に接続するための、所謂
、配線パターン１４、１４…が、上記貫通穴１１を取り囲むように、それぞれ、その周辺
部に等間隔に配置されて形成されている。そして、図１において、符号１５、１５…は、
これら複数の発光ダイオード３０、３０…を上記配線パターン１４、１４…との間で電気
的に接続するための、例えば、ワイヤボンディングにより配線されたワイヤを示している
。
【００１８】
　一方、上記ベース基板１０の上面に積層接着したリフレクター基板２０にも、やはり、
その略中央部に貫通穴２１が形成されており、この貫通穴２１の内周面にも、やはり後に
その製造工程を詳細に説明するが、例えば、銀などの金属薄膜からなる反射膜２２が形成
されている。なお、この貫通穴２１は、上記ベース基板１０に形成された貫通穴１１の径
よりも大きく、そのため、上記図１から明らかなように、このリフレクター基板２０を上
記ベース基板１０の上面に積層接着した状態で、その貫通穴２１を介して、上記ベース基
板１０の上面に形成した配線パターン１４、１４…の一部が、より具体的には、ベース基
板１０の貫通穴１１の周辺部に形成された配線パターンの一部が露出している。即ち、ベ
ース基板１０の上面にリフレクター基板２０を積層接着した基板に複数の発光ダイオード
３０、３０…を配置し、その後、上述したように、例えば、ワイヤボンディングなどによ
り、上記ベース基板１０の上面に形成された配線パターン１４、１４…との間で、電気的
に接続することが出来る。そのため、上記配線パターン１４、１４…との間で電気的に接
続するためのワイヤ１５、１５…を、上記積層接着した二枚の基板（ベース基板１０及び
リフレクター基板２０）の内部において、即ち、ワイヤ１５を、リフレクター基板２０の
上面から突出させることなく、接続することが可能となる。
【００１９】
　更に、上記の図１からも明らかなように、チップ部品型発光装置、及び、そのための配
線基板を構成するベース基板１０とリフレクター基板２０との各端面には、複数（本例で
は、８×２＝１６個）の端面電極４０、４０…が形成されている。即ち、これら端面電極
４０、４０…により、当該チップ部品型発光装置を、例えば、マザーボードなどの他の基
板上に搭載した際、基板上に形成された配線パターンと間の電気的な接続を図ることが出
来る。
【００２０】
　続いて、上記にその詳細構造を説明したチップ部品型発光装置、及び、そのための配線
基板において、特に、ベース基板１０をリフレクター基板２０上に積層接着してなる基板
の製造方法について、以下、添付の図３～図５を参照しながら説明する。
【００２１】
　なお、添付の図３は、上記したベース基板１０の製造方法を示しており、この図では、
ベース基板１０の製造過程の各段階における断面構造を示す。
【００２２】
　まず、例えば、エポキシ樹脂等の絶縁材からなる、厚さが約０．３ｍｍのコア基材３０
０を用意し、その一方の面（図の例では上面）には、厚さが約１８μｍの銅箔３１０を付
着すると共に、他方の面（図の例では下面）には、厚さが約２５μｍの接着シート３２０
を張る（図３（ａ））。次に、上記で用意した基材３００の表面には、上記貫通穴１１（
上記図１を参照）の位置に、例えば、ＮＣにより、例えば本例では、φ３．１ mm程度の穴
を開ける（図３（ｂ））。その後、上記基材３００の下面、即ち、銅箔３１０を付着した
面とは反対の面には、上記銅箔３１０よりも厚い、例えば、厚さが約７０μｍの銅箔３３
０を接着する（図３（ｃ））。その後、端面電極４０、４０…（上記図１を参照）を形成
する位置に、例えば、φ０．６ mm程度の穴を開け（図３（ｄ））、更に、その全体に、厚
さ約２０μｍの銅めっき層３４０を施す（図３（ｅ））。
【００２３】
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　続いて、上記基材３００の上面、即ち、上記リフレクター基板２０とのボンディング（
接着）面に、例えばエッチングによって上記の銅箔３１０を除去することにより、所定の
回路パターン１４を形成する（図３（ｆ））。その後、形成した所定の回路パターンの上
から、予め所定の位置に開口部を形成した接着シート３５０を接着し（図３（ｇ））、も
って、上記ベース基板１０を得る。なお、上記により得られたベース基板１０の一例が、
上記の図２に示されている。
【００２４】
　次に、添付の図４には、上記リフレクター基板２０の製造方法を示しており、この図で
も、やはり、上記リフレクター基板２０の製造過程の各段階における断面構造を示してい
る。
【００２５】
　まず、やはり、エポキシ樹脂等の絶縁材からなる、厚さが約０．３ｍｍのコア基材４０
０を用意し、その両面に、厚さが約２５μｍの接着シート４１０、４２０を付着する（図
４（ａ））。続いて、上記基材４００の表面には、上記貫通穴２１（上記図１を参照）の
位置に、例えば、ＮＣにより、φ５．０ mm程度の穴を開けると同時に、上記端面電極４０
、４０…を形成する位置にも、φ０．６ mm程度の穴を開ける（図４（ｂ））。そして、上
記基材４００の表（上）面には、予め上記貫通穴２１の位置にφ５．０程度の穴を開けた
銅箔４３０を、一方、その裏（下）面には、予め上記貫通穴２１と上記端面電極４０の位
置にφ５．０程度の穴を開けた銅箔４４０を接着する（図４（ｃ））。その後、その全体
に、厚さ約２０μｍの銅めっき層４５０を施し（図４（ｄ））、更に、上記基材３００の
表（上）面に形成された銅箔４３０をエッチングによって除去し、所定のパターンを形成
し（図４（ｅ））、上記リフレクター基板２０を得る。
【００２６】
　次に、上記により得られたリフレクター基板２０をベース基板１０上に積層して接着す
る工程について、図５を参照して説明する。なお、ここでも、積層接着して製造されるリ
フレクター基板２０とベース基板１０とが、その製造過程における各段階での断面構造に
より示されている。
【００２７】
　まず、上記図４（ｅ）で得られたリフレクター基板２０を、上記図３（ｇ）で得られた
ベース基板１０上に積層する（図５（ａ））。即ち、上記ベース基板１０の上面に接着さ
れた接着シート３５０の上に、リフレクター基板２０を積層して接着する。続いて、上記
積層接着したベース基板１０の下面に接着された厚さが約７０μｍの銅箔３３０を、やは
り、エッチングなどによって除去し、チップ部品型発光装置の半田面の回路を形成する（
図５（ｂ））。その後、その全体に、例えば、厚さ約５μｍのニッケル（Ｎｉ）層と厚さ
約０．３μｍの金（Ａｕ）層とからなる貴金属めっき層５１０を施す（図５（ｃ））。更
に、ベース基板１０の下面全体にマスキングテープ５２０を貼り（図５（ｄ））、その全
体に、銀（Ａｇ）層５３０を、約０．３μｍの厚さで施す（図５（ｅ））。その後、上記
ベース基板１０の下面全体に貼ったマスキングテープを剥離し（図５（ｆ））、もって、
ベース基板１０をリフレクター基板２０上に積層接着してなる基板を完成する。その後、
更に、上記ベース基板１０の貫通穴１１内において、複数の発光ダイオードを、その裏（
底）面に設けられた放熱板１２上に配置し、配線を行ってチップ部品型発光装置を得る。
なお、以上に述べた工程では、多数の装置を同時に製作するため、その表面積の大きな基
板を用い、多数の基板を一体として作成する。そして、上記図５（ｆ）における一点鎖線
は、上記基板内に複数の発光ダイオードを実装してチップ部品型発光装置を完成した後、
個々のチップ部品として分離切断するための切断線を示している。
【００２８】
　なお、上述した製造工程により得られたチップ部品型発光装置の配線基板によれば、添
付の図６にも示すように、上記基板を構成するベース基板１０の略中央部に形成した貫通
穴１１の裏（底）面に設けられた放熱板（金属薄膜）１２の上に、伝熱性の高いモールド
樹脂材６０を介して、上記複数の発光ダイオード３０、３０…を所定の位置に固定する。
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その後、例えば、ワイヤボンディングにより配線が行われる。その際、上記図１からも明
らかなように、発光ダイオードとの間で配線を施す配線パターン１４、１４…が、二層に
積層された基板の下方の基板である上記ベース基板１０の表（上）面に形成されており、
かつ、これら配線パターン１４、１４…の一部が、その上に接着されたリフレクター基板
２０の表面に開口された貫通穴２１を介して露出されており、複数の発光ダイオード３０
、３０…の各々の電極は、これら配線パターン１４、１４…との間でワイヤボンディング
によって配線が行われる。なお、この図６においても、配線されたワイヤが符号１５によ
り示されている。
【００２９】
　このように、上記の構成によれば、上記複数の発光ダイオード３０、３０…の電極と配
線パターン１４、１４…との間に配線されたワイヤ１５は、上記チップ部品型発光装置の
基板の表 (上 )面、即ち、リフレクター基板２０の表 (上 )面から外部へ突出することなく、
基板内部に実装することが可能となる。すなわち、チップ部品型発光装置のかかる構成に
よれば、発光ダイオード３０、３０…を基板上に搭載した後に、その配線部を保護するた
めに、その上部に透明樹脂を充填する必要もない。
【００３０】
　換言すれば、上記図６に示すように、発光ダイオード３０、３０…を基板内部に実装し
た状態で、チップ部品型発光装置として、例えば、表示パネル、液晶表示装置のバックラ
イト、照明装置などの光源として利用することが出来る。なお、上述したように複数の発
光ダイオード３０、３０…を搭載可能であることから、高い光出力が得られると共に、こ
のように、発光ダイオード３０の上面に透明樹脂を充填する必要がないことから、素子か
ら出射した光が当該透明樹脂によってその一部が吸収されることもなく、より変換効率の
高いチップ部品型発光装置を得ることが出来る。加えて、上述した発光ダイオード３０の
上面に透明樹脂を充填する必要がないことによれば、素子内部での発熱が、その上面に充
填された当該樹脂により周囲へ拡散されることから妨害され、又は、当該樹脂内部に篭っ
てしまい、発光ダイオードの温度を上昇してしまう事態を回避することが出来る。
【００３１】
　また、上記図６にも示すように、上記配線基板を構成するベース基板１０の上にはリフ
レクター基板２０が一体に形成されており、加えて、ベース基板１０に開口した貫通穴１
１の底面及びその内周面、及び、リフレクター基板２０に開口した貫通穴２１の内周面に
は、上述したように、その全面に亘って、ニッケル（Ｎｉ）層と金（Ａｕ）層とからなる
貴金属めっき層５１０が施され、更に、その表面には銀（Ａｇ）層５３０（厚さ約１μｍ
）からなる反射膜１３、２２が形成されている。このことから、ベース基板１０の貫通穴
１１の内部に設けられた複数の発光ダイオード３０、３０…から出射した光は、これら反
射膜１３、２２によって反射され、外部に漏出することなく、リフレクター基板２０に開
口した貫通穴２１の上部から導出される。即ち、複数の発光素子による高い光出力を、変
換効率良く得ることが可能となる。
【００３２】
　添付の図７には、上記に示したチップ部品型発光装置、及び、そのための配線基板の変
形例を示す。図からも明らかなように、この変形例によれば、上述したチップ部品型発光
装置の構成において、更に、そのリフレクター基板２０の表（上）面に、例えば、ガラス
や樹脂などの透明な板状部材７０を取り付け、そして、この板状部材７０の一部には、例
えば、光を拡散するためのレンズ等の、所謂、光学素子を一体に形成したものである。即
ち、かかる構成によれば、上述した実施例と同様に、発光素子の放熱性に優れると共に、
複数の発光素子による高い光出力を、変換効率良く得ることが可能となると共に、その出
力光を拡散して出射することから、特に、表示パネル、液晶表示装置のバックライト、照
明装置などの光源として利用するチップ部品型発光装置に適している。更に、かかる構造
によれば、特に、板状部材７０により、装置の外部からの異物が貫通穴１１、２１の内部
に侵入し、例えば、ワイヤ１５間を短絡させ、又は、破損し、もって発光ダイオード３０
を破壊することから防止することが出来る。
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【００３３】
　更に、添付の図８には、上記に示したチップ部品型発光装置、及び、そのための配線基
板の他の変形例を示す。なお、図からも明らかなように、この変形例によれば、上記ベー
ス基板１０及びリフレクター基板２０に開口した貫通穴１１、２１の内部に、透明な樹脂
８０を充填し、その内部に搭載された複数の発光ダイオード３０、３０…及びその配線用
のワイヤ１５を浸漬させて固化し、かつ、その外周面を、例えば、凸状に形成し、もって
、所謂、光学素子を一体に形成したものである。なお、かかる構成によれば、複数の発光
素子による高い光出力を、変換効率良く得ることが可能となると共に、その出力光を拡散
して出射することから、特に、表示パネル、液晶表示装置のバックライト、照明装置など
の光源として利用するチップ部品型発光装置に適している。また、装置の外部からの異物
の侵入に対し、ワイヤや発光ダイオード３０を安全に保護することが可能となる。
【００３４】
　なお、上記した図７又は図８に示した変形例において、例えば、上記ベース基板１０に
開口した貫通穴１１、２１の内部に配置する複数の発光ダイオード３０、３０…を青色発
光ダイオードとした場合、リフレクター基板２０の表（上）面に取り付ける透明な板状部
材７０、又は、貫通穴１１、２１の内部に充填する透明な樹脂８０に、青色光を白色光に
変換する部材を混入することによれば、容易に、表示パネル、液晶表示装置のバックライ
ト、照明装置などの光源として好ましい白色光が得られるチップ部品型発光装置を得るこ
とが出来る。なお、かかる部材としては、例えば、エポキシ樹脂に微細なシリカ、ＹＡＧ
蛍光体を混入したものが挙げられる。
【００３５】
　また、上記のチップ部品型発光装置、及び、そのための配線基板では、特に、上記ベー
ス基板１０とリフレクター基板２０とを積層してなる基板の各端面に形成された端面電極
４０、４０の構造によれば、その上端面を半円形の導体層４１で閉止されていることから
、上記透明な樹脂８０を充填する際、貫通穴１１、２１から外部へ漏れ出しても、その電
極面にまで及ぶことがなく、確実に、端面電極４０、４０を得ることが出来る。
【００３６】
　更に、添付の図９は、上記ベース基板１０に開口した貫通穴１１の内部において、その
裏（底）面に設けられた放熱板（金属薄膜）１２の表面に、複数配置される発光ダイオー
ドの配列についての他の例が示されている。即ち、上記の実施例では、その一例として、
８個の発光ダイオード３０、３０…が、それぞれ、４行２列に配置されている。しかしな
がら、本発明は、上記の例に限定されることなく、この図に示すように、上記貫通穴１１
の内周面に沿って配置することも可能である。あるいは、これら８個の発光ダイオードが
、例えば、１個のブロック３０’として供給される場合には、添付の図１０のように、上
記貫通穴１１の内部において、その放熱板（金属薄膜）１２の表面のほぼ中央部に配置す
ることが出来る。更に、その他の方法で配列することも可能である。
【００３７】
　加えて、上記図２には、上記チップ部品型発光装置、及び、そのための配線基板におい
て、そのベース基板１０の上面に形成された複数の配線パターン１３、１３…の一例が示
されている。この図からも明らかなように、この実施例では、互いに隣接する配線パター
ン１４、１４が電気的に接続されている。より具体的には、それぞれ、互いに隣接する一
対の発光ダイオードの「＋」及び「－」の電極に接続される配線パターンが、「＋」「＋
」「－」「－」の順に配列されていることを意味する。なお、かかる配線パターン１３、
１３…の配列によれば、基板内に配置した複数の発光ダイオード３０、３０…をワイヤボ
ンディングなどによって配線パターン１４、１４…との間で電気的に接続した際、その後
、配線されたワイヤ１５、１５同士が互いに近接し、又は、接触しても、同極性であるこ
とから、短絡の発生から回避することが可能となるという効果を発揮する。
【００３８】
　なお、以上に種々述べた実施例においては、上記ベース基板１０及びリフレクター基板
２０に開口した貫通穴１１、２１は、円形であるとして説明したが、しかしながら、本発
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明はそれにのみ限定されるものではなく、これを、例えば、楕円形や方形に形成すること
も可能である。なお、その場合にも、上記と同様の効果が得られることは明らかであろう
。また、上記の実施例においては、上記ベース基板１０及びリフレクター基板２０に開口
した貫通穴１１、２１は、その内周面を垂直に形成するものとして説明したが、これにつ
いても、やはり、本発明はそれにのみ限定されるものではなく、例えば、基材に貫通穴１
１、２１を形成する際（上記図３（ｂ）又は図４（ｂ）を参照）、例えば、テーパドリル
等を利用することにより、その内周面を傾斜して形成することも可能である。
【００３９】
　また、上記の説明では、上記の構成になるチップ部品型発光装置、及び、そのための配
線基板において、特に、そのベース基板１０の貫通穴１１の内部に配置される複数の発光
素子を、その一例として、８個の発光ダイオード３０、３０…として説明した。しかしな
がら、本発明はこれに限定されることなく、２個又はそれ以上の個数（例えば、好ましく
は、４個、６個、９語、１０個等）でもよく、また、発光素子としては、上記の発光ダイ
オードに限らず、その他の半導体発光素子でもよいことは、当業者であれば明らかであろ
う。また、上記ベース基板１０の貫通穴１１の内部に配置される複数の発光素子を、光の
三原色である赤色、緑色、青色の発光ダイオードにより構成することも可能である。また
、その際、上記三色の発光ダイオードを組み合わせて上記ベース基板１０の貫通穴１１内
に配置することによれば、白色光を得ることが可能であり、あるいは、少なくともその２
種又はそれ以上を組み合わせ、もって、所望の色調の光を得ることも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の一実施の形態になるチップ部品型発光装置、及び、そのための配線基板
の構成を示す拡大斜視図である。
【図２】上記チップ部品型発光装置、及び、そのための配線基板を構成するベース基板の
構造を示す拡大斜視図である。
【図３】上記ベース基板の製造方法を示すための工程図であり、その製造過程の各段階に
おける断面構造を示す。
【図４】上記リフレクター基板の製造方法を示すための工程図であり、その製造過程の各
段階における断面構造を示す。
【図５】上記ベース基板の上面に上記リフレクター基板を積層接着して基板を製造する方
法を示す工程図であり、その製造過程の各段階における断面構造を示す。
【図６】上記により得られた基板に複数の発光素子を搭載してなるチップ部品型発光装置
の構造を示す断面図である。
【図７】上記チップ部品型発光装置、及び、そのための配線基板の変形例による構造を示
す断面図である。
【図８】上記チップ部品型発光装置、及び、そのための配線基板の他の変形例による構造
を示す断面図である。
【図９】上記チップ部品型発光装置における発光素子の配列について他の例を示す断面図
である。
【図１０】上記チップ部品型発光装置における発光素子の配列について更に他の例を示す
断面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　ベース基板
　１１　貫通穴
　１２　放熱板（厚い金属薄膜）
　１３　反射膜
　１４　配線パターン
　１５　配線用ワイヤ
　２０　リフレクター基板
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　２１　貫通穴
　２２　反射膜
　３０　発光ダイオード
　４０　端面電極

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

(11) JP 3956965 B2 2007.8.8



【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

(12) JP 3956965 B2 2007.8.8



フロントページの続き

(72)発明者  桜井　正幸
            東京都品川区西五反田一丁目３１番地１号　日立エーアイシー株式会社内

    審査官  岡田　吉美

(56)参考文献  特開平０７－２３５６９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２３７８５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３４４１０８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　３３／００　　　　

(13) JP 3956965 B2 2007.8.8


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

