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(57)【要約】
【課題】　硬化前の流動性及び硬化後の硬度や強度など
の機械的特性、並びに、屈折率などの光学的特性が、発
光素子の封止部材や充填部材などとして好適な硬化性樹
脂材料－微粒子複合材料、及びその製造方法、その硬化
性樹脂材料－微粒子複合材料が硬化してなる樹脂－微粒
子複合体からなる光学材料、並びにその光学材料を用い
た発光装置を提供すること。
【解決手段】　まず、高屈折率無機材料からなる微粒子
の表面を、凝集を防止する表面処理剤で被覆する。次に
、架橋環式炭化水素及び／又はその置換体の基を有する
シリコーン樹脂材料と、上記微粒子と、ヒドロシリル化
反応触媒とを混合して、硬化性樹脂材料－微粒子複合材
料を調製する。シリコーン樹脂材料は、Ｃ＝Ｃ結合を２
つ以上有する単量体と、ＳiＨ基を２個以上有する単量
体とで構成し、これらを別々に前記微粒子と混合して、
貯蔵しておく。硬化処理に際して、両単量体を混合した
後、加熱して重合させる。
【選択図】　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屈折率の大きな無機材料からなる微粒子が、未硬化又は半硬化のシリコーン樹脂材料中
に分散している硬化性樹脂材料－微粒子複合材料であって、
　　前記シリコーン樹脂材料が、架橋環式炭化水素及び／又はその置換体の基を有し、
　　前記微粒子の表面に、前記微粒子同士が凝集するのを防止する表面処理が施されてい
　る、
硬化性樹脂材料－微粒子複合材料。
【請求項２】
　前記の架橋環式炭化水素及び／又はその置換体の基は、前記シリコーン樹脂材料のシロ
キサン結合からなる主鎖中に含まれている、請求項１に記載した硬化性樹脂材料－微粒子
複合材料。
【請求項３】
　前記架橋環式炭化水素が、ノルボルネン（ビシクロ[２,２,１]ヘプタン）及び／又はテ
トラシクロ[６,２,１,１3,6,０2,7]ドデカンである、請求項１に記載した硬化性樹脂材料
－微粒子複合材料。
【請求項４】
　前記シリコーン樹脂材料は、主として有機シロキサンの構造を有する部分からなる、請
求項１に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料。
【請求項５】
　前記シリコーン樹脂材料はフェニル基を含有する、請求項１に記載した硬化性樹脂材料
－微粒子複合材料。
【請求項６】
　前記シリコーン樹脂材料は、エポキシ基、カルボキシル基、ポリエーテル基、及びカル
ビノール基からなる群から選ばれた少なくとも１種の基を有する、請求項１に記載した硬
化性樹脂材料－微粒子複合材料。
【請求項７】
　前記シリコーン樹脂材料が、付加反応性炭素－炭素二重結合を１分子中に２つ以上有す
る第１のシロキサン系化合物、水素原子と結合しているケイ素原子を１分子中に２個以上
有する第２のシロキサン系化合物、及びヒドロシリル化反応触媒からなり、前記第１のシ
ロキサン系化合物と前記第２のシロキサン系化合物とは別々に貯蔵され、ヒドロシリル化
反応による硬化処理の前に混合される、請求項１に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合
材料。
【請求項８】
　前記硬化処理は加熱によって行われる、請求項７に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複
合材料。
【請求項９】
　前記ヒドロシリル化反応触媒が白金族系触媒である、請求項７に記載した硬化性樹脂材
料－微粒子複合材料。
【請求項１０】
　前記表面処理に用いられる表面処理剤が、前記微粒子の表面と共有結合或いはイオン結
合を形成する官能基と、前記シリコーン樹脂材料に親和性を有する有機基とをもち、前記
表面処理において前記微粒子の表面を被覆する、請求項１に記載した硬化性樹脂材料－微
粒子複合材料。
【請求項１１】
　前記表面処理剤の分子量が１×１０3以下である、請求項１０に記載した硬化性樹脂材
料－微粒子複合材料。
【請求項１２】
　前記表面処理剤に、必須の表面処理剤として、下記一般式（１）で示される化合物が少
なくとも１種類含まれている、請求項１０に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料。
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　　一般式（１）：Ｒ1－Ｘ1

（式中、Ｒ1は、前記有機基であり、アリール基、アリールオキシ基、及び、飽和又は不
飽和の脂肪族又は脂環族炭化水素基からなる群から選ばれた少なくとも１種からなり、前
記微粒子同士が凝集するのを防止する。Ｒ1の一部の水素原子が置換基によって置換され
ていてもよい。Ｘ1は、前記官能基であり、カルボキシル基－ＣＯＯＨ、ヒドロヒドロキ
シホスホリル基－ＰＨ(Ｏ)(ＯＨ)、ホスホノ基－ＰＯ(ＯＨ)2、スルフィノ基－ＳＯ(ＯＨ
)、スルホ基－ＳＯ2(ＯＨ)、メルカプト基－ＳＨ、及び、ハロゲン及び／又は有機性の基
で置換されたシラニル基である。）
【請求項１３】
　前記表面処理剤に、前記必須の表面処理剤に加えて、追加の表面処理剤として、下記一
般式（２）で示される化合物が少なくとも１種類含まれている、請求項１２に記載した硬
化性樹脂材料－微粒子複合材料。
　　一般式（２）：Ｒ2－Ｘ2

（式中、Ｒ2は、前記有機基であり、末端に付加反応性炭素-炭素二重結合を有する炭化水
素基からなる。Ｒ2は、一部の水素原子が置換基によって置換されていてもよく、また、
分子鎖中にエステル結合及び／又はエーテル結合を有していてもよい。Ｘ2は、前記官能
基であり、カルボキシル基－ＣＯＯＨ、ヒドロヒドロキシホスホリル基－ＰＨ(Ｏ)(ＯＨ)
、ホスホノ基－ＰＯ(ＯＨ)2、スルフィノ基－ＳＯ(ＯＨ)、スルホ基－ＳＯ2(ＯＨ)、メル
カプト基－ＳＨ、及び、ハロゲン及び／又は有機性の基で置換されたシラニル基である。
）
【請求項１４】
　粘度が８０℃において１００Ｐａ・ｓ以下である、請求項１に記載した硬化性樹脂材料
－微粒子複合材料。
【請求項１５】
　硬化して得られる樹脂－微粒子複合体のマルテンス硬さ（最大荷重／圧子の接触面積）
が２～２０Ｎ／ｍｍ2である、請求項１に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料。
【請求項１６】
　透明である、請求項１に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料。
【請求項１７】
　屈折率が１．５５以上である、請求項１に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料。
【請求項１８】
　前記無機材料は１．９以上の屈折率を有する、請求項１に記載した硬化性樹脂材料－微
粒子複合材料。
【請求項１９】
　前記無機材料は、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化セリウム、酸化ハフニウム、五
酸化ニオブ、五酸化タンタル、酸化インジウム、酸化スズ、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ
）、酸化亜鉛、及びケイ素の単体からなる群から選ばれた少なくとも１種類の無機物質か
らなる、請求項１８に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料。
【請求項２０】
　前記微粒子の粒径が２～２０ｎｍである、請求項１に記載した硬化性樹脂材料－微粒子
複合材料。
【請求項２１】
　発光装置の光路に屈折率調整部材を配置するための発光装置用充填材料として用いられ
る、請求項１に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料。
【請求項２２】
　屈折率の大きな無機材料からなる微粒子が、未硬化又は半硬化のシリコーン樹脂材料中
に分散している硬化性樹脂材料－微粒子複合材料であって、
　　前記シリコーン樹脂材料が、架橋環式炭化水素及び／又はその置換体の基を有し、
　　前記微粒子の表面に、前記微粒子同士が凝集するのを防止する表面処理が施されてい
　る、
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硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法であって、
　　表面処理剤を含む溶媒中において、前記微粒子の２次凝集を解消する分散処理を行い
　、前記微粒子の表面を前記表面処理剤で表面処理する工程を行った後に、
　　表面処理された前記微粒子と、前記の未硬化又は半硬化のシリコーン樹脂材料とを混
　合する工程を行う、
硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法。
【請求項２３】
　前記の架橋環式炭化水素及び／又はその置換体の基を、付加反応性炭素－炭素二重結合
を有する前駆体分子に対するヒドロシリル化反応によって、前記シリコーン樹脂材料中に
導入する、請求項２２に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法。
【請求項２４】
　前記シリコーン樹脂材料として、前記の架橋環式炭化水素及び／又はその置換体の基が
、シロキサン結合からなる主鎖中に含まれているシリコーン樹脂材料を用いる、請求項２
２に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法。
【請求項２５】
　前記シリコーン樹脂材料として、前記架橋環式炭化水素がノルボルネン（ビシクロ[２,
２,１]ヘプタン）、及び／又はテトラシクロ[６,２,１,１3,6,０2,7]ドデカンであるシリ
コーン樹脂材料を用いる、請求項２２に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造
方法。
【請求項２６】
　前記シリコーン樹脂材料として、主として有機シロキサンの構造を有する部分からなる
シリコーン樹脂材料を用いる、請求項２２に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の
製造方法。
【請求項２７】
　前記シリコーン樹脂材料として、フェニル基を含有するシリコーン樹脂材料を用いる、
請求項２２に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法。
【請求項２８】
　前記シリコーン樹脂材料として、エポキシ基、カルボキシル基、ポリエーテル基、及び
カルビノール基からなる群から選ばれた少なくとも１種の基を有するシリコーン樹脂材料
を用いる、請求項２２に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法。
【請求項２９】
　前記シリコーン樹脂材料として、付加反応性炭素－炭素二重結合を１分子中に２つ以上
有する第１のシロキサン系化合物、水素原子と結合しているケイ素原子を１分子中に２個
以上有する第２のシロキサン系化合物、及びヒドロシリル化反応触媒からなるシリコーン
樹脂材料を用い、前記第１のシロキサン系化合物と前記第２のシロキサン系化合物は別々
に貯蔵し、ヒドロシリル化反応による硬化処理の前に混合する、請求項２２に記載した硬
化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法。
【請求項３０】
　表面処理された前記微粒子と前記第１のシロキサン系化合物とを混合して第１の混合物
を調製する工程と、表面処理された前記微粒子と前記第２のシロキサン系化合物とを混合
して第２の混合物を調製する工程とを行い、前記第１の混合物と前記第２の混合物を別々
に貯蔵しておき、前記硬化処理の前に混合する、請求項２９に記載した硬化性樹脂材料－
微粒子複合材料の製造方法。
【請求項３１】
　前記硬化処理を加熱によって行う、請求項２９に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合
材料の製造方法。
【請求項３２】
　前記ヒドロシリル化反応触媒として白金族系触媒を用いる、請求項２９に記載した硬化
性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法。
【請求項３３】
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　前記表面処理剤として、前記微粒子の表面と共有結合或いはイオン結合を形成する官能
基と、前記シリコーン樹脂材料に親和性を有する有機基とをもち、前記表面処理において
前記微粒子の表面を被覆する表面処理剤を用いる、請求項２２に記載した硬化性樹脂材料
－微粒子複合材料の製造方法。
【請求項３４】
　前記表面処理剤として、分子量が１×１０3以下である表面処理剤を用いる、請求項３
３に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法。
【請求項３５】
　前記表面処理剤の必須の表面処理剤として、下記一般式（１）で示される化合物を少な
くとも１種類用いる、請求項３３に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法
。
　　一般式（１）：Ｒ1－Ｘ1

（式中、Ｒ1は前記有機基であり、アリール基、アリールオキシ基、或いは、飽和又は不
飽和の脂肪族又は脂環族炭化水素基からなる群から選ばれた少なくとも１種からなり、前
記微粒子同士が凝集するのを防止する。Ｒ1の一部の水素原子が置換基によって置換され
ていてもよい。Ｘ1は前記官能基であり、カルボキシル基－ＣＯＯＨ、ヒドロヒドロキシ
ホスホリル基－ＰＨ(Ｏ)(ＯＨ)、ホスホノ基－ＰＯ(ＯＨ)2、スルフィノ基－ＳＯ(ＯＨ)
、スルホ基－ＳＯ2(ＯＨ)、メルカプト基－ＳＨ、及び、ハロゲン及び／又は有機性の基
で置換されたシラニル基である。）
【請求項３６】
　前記表面処理剤の追加の表面処理剤として、前記必須の表面処理剤に加えて、下記一般
式（２）で示される化合物を少なくとも１種類用いる、請求項３５に記載した硬化性樹脂
材料－微粒子複合材料の製造方法。
　　一般式（２）：Ｒ2－Ｘ2

（式中、Ｒ2は、前記有機基であり、末端に付加反応性炭素-炭素二重結合を有する炭化水
素基からなる。Ｒ2は、一部の水素原子が置換基によって置換されていてもよく、また、
分子鎖中にエステル結合及び／又はエーテル結合を有していてもよい。Ｘ2は、前記官能
基であり、カルボキシル基－ＣＯＯＨ、ヒドロヒドロキシホスホリル基－ＰＨ(Ｏ)(ＯＨ)
、ホスホノ基－ＰＯ(ＯＨ)2、スルフィノ基－ＳＯ(ＯＨ)、スルホ基－ＳＯ2(ＯＨ)、メル
カプト基－ＳＨ、及び、ハロゲン及び／又は有機性の基で置換されたシラニル基である。
）
【請求項３７】
　請求項１～２１のいずれか１項に記載した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料が硬化して
なる樹脂－微粒子複合体からなる、光学材料。
【請求項３８】
　屈折率調整材料、光学レンズ材料、光導波路材料、及び反射防止材料として用いられる
、請求項３７に記載した光学材料。
【請求項３９】
　発光装置用充填部材として用いられる、請求項３７に記載した光学材料。
【請求項４０】
　発光素子から出射された光が、請求項３７に記載した光学材料を介して外部に取り出さ
れるように構成されている、発光装置。
【請求項４１】
　前記発光素子と、前記発光素子を封止する封止部材とを具備する発光装置であって、前
記封止部材が前記光学材料からなる、請求項４０に記載した発光装置。
【請求項４２】
　反射カップの凹部に前記発光素子が配置され、前記発光素子に接して前記凹部を埋め込
むように前記封止部材が配置されており、前記発光素子から出射された光が、直接に、或
いは反射カップの壁面で反射されて、前記封止部材を構成する前記光学材料を介して外部
に取り出されるように構成されている、請求項４１に記載した発光装置。
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【請求項４３】
　前記発光素子、前記発光素子を封止する封止部材、及び前記発光素子と前記封止部材と
の間に存在する隙間を埋める充填部材を具備する発光装置であって、前記充填部材が前記
光学材料からなる、請求項４０に記載した発光装置。
【請求項４４】
　反射カップの凹部に前記発光素子が配置され、前記発光素子に接して前記凹部を埋め込
むように前記充填部材が配置され、前記充填部材に接して前記封止部材が配置されており
、前記発光素子から出射された光が、直接に、或いは反射カップの壁面で反射されて、前
記充填部材を構成する前記光学材料を介して外部に取り出されるように構成されている、
請求項４３に記載した発光装置。
【請求項４５】
　前記封止部材の表面に防汚層が設けられている、請求項４１又は４３に記載した発光装
置。
【請求項４６】
　前記防汚層はフッ素系樹脂からなる、請求項４５に記載した発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無機微粒子の添加によって樹脂の特性が変更された樹脂－微粒子複合体の材
料である硬化性樹脂材料－微粒子複合材料及びその製造方法、その硬化性樹脂材料－微粒
子複合材料が硬化してなる樹脂－微粒子複合体からなる光学材料、並びにその光学材料を
用いた発光装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、レンズや光透過性フィルムなどの一般光学部品や、オプトエレクトロニクス用の
精密光学部品の材料として、有機高分子樹脂からなる光学材料（以下、略して有機光学樹
脂と言う。）が用いられる傾向が強まっている。この理由として、有機光学樹脂が、無機
光学材料に比べて、軽量、安価で、壊れにくく、加工性や量産性に優れていることが挙げ
られる。
【０００３】
　例えば、有機光学樹脂は、発光ダイオード（ＬＥＤ）やレーザダイオード（ＬＤ）など
の発光素子を備えた発光装置（発光デバイス）の封止材料等として用いられている。これ
らの発光装置は、小型でありながら、高輝度であるため、自動車のストップランプ、信号
灯、野外用大型ディスプレイ等、種々の用途で用いられている。また、消費電力が少なく
、長寿命であることから、最近では携帯電話用液晶ディスプレイや大型液晶テレビのバッ
クライト光源等としても用いられている。
【０００４】
　図４は、上記発光装置の一般的な構造の一例を示す断面図である。図４に示すように、
発光装置１００では、反射カップ１１の凹部１２に発光素子１３が配置され、発光素子１
３に接して凹部１２を埋め込むように封止部材１１４が配置されている。発光素子１３か
ら出射された光は、封止部材１１４との境界面を通過した後、封止部材１１４内を通り、
直接に、或いは反射カップ１１の壁面で反射されて、外部に取り出される。
【０００５】
　封止部材１１４は、発光素子１３や配線が空気中の酸素や湿気やその他の腐食性ガスに
直接接触するのを防止することや、さらには発光素子が外力によって物理的な損傷を受け
るのを防止すること等を目的として設けられるもので、発光装置１００の特性や封止部材
１１４の設置目的に応じて、適宜適当な形状や厚さで配置される。例えば、一般的なＬＥ
Ｄでは、発光素子１３の上あるいは上方に、図４に示すような形状で適当な厚さに配置さ
れる。
【０００６】
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　封止部材１１４の材料としては、従来、エポキシ系樹脂、シリコーン系樹脂、アクリル
系樹脂等の透明樹脂が用いられているが、多くの場合、エポキシ系樹脂が用いられている
。しかし、エポキシ系樹脂は耐熱性および耐光性が不足し、近年需要が増大している高出
力の発光素子に用いるには問題がある。
【０００７】
　例えば、エポキシ系樹脂のガラス転移点Ｔｇは１００～１５０℃であり、ガラス転移点
Ｔｇ以上の温度では線膨張係数が増大する（Phys．Stat．Sol．(a)，194，No.2，380-388
（2002）参照。）。このため、エポキシ系樹脂を封止部材として用いた場合、発光素子の
発熱によってエポキシ系樹脂がガラス転移点Ｔｇ以上の温度に加熱されると、封止部材の
変形によって発光素子への配線が切断されるおそれが生じる。これを防止するためには、
発光素子の出力を、エポキシ系樹脂の温度がガラス転移点Ｔｇを越えない大きさに制限せ
ざるを得なくなる。
【０００８】
　また、エポキシ系樹脂は耐光性、特に紫外光や青色光に対する耐光性が不足している。
このため、高輝度ＬＥＤや青色発光ＬＥＤ等の封止に用いられた場合、ＬＥＤから放射さ
れる青色光に暴露されて黄色に変色し、時間の経過とともにＬＥＤの出力を低下させる原
因になる。
【０００９】
　そこで、最近、発光素子、特に高輝度ＬＥＤや青色発光ＬＥＤでは、エポキシ樹脂に代
わる封止材料として、シリコーン系樹脂が用いられるようになってきている。シリコーン
系樹脂は耐光性が良好であり、高輝度ＬＥＤや青色発光ＬＥＤ等の封止に用いられた場合
でも、ＬＥＤの出力を低下させる原因になりにくい。また、適度な柔軟性を有するので、
発光素子の発熱によって加熱され高温になった場合でも、発光素子への配線に加わる応力
を小さく抑えることができ、配線を切断してしまうことがない。
【００１０】
　但し、シロキサン骨格のみで構成されるシリコーン系樹脂では、強度が不足し、封止部
材自体が外力によって変形してしまい、発光素子の物理的な損傷を防止することができな
い場合があり得る。後述の特許文献１には、架橋環式構造の導入などによって、シリコー
ン系樹脂の硬度および強度を高めることができる例が示されている。
【００１１】
　一方、上記とは別の有機光学樹脂の問題点として、屈折率が小さいことが挙げられる。
例えば、実用化されているシリコーン系樹脂の屈折率は高々１．５程度であり、これより
やや大きいエポキシ系樹脂の屈折率でも１．５３～１．５７である。一般に屈折率が１．
７をこえる有機光学樹脂を得ることは難しい。これに対し、高輝度ＬＥＤや青色発光ＬＥ
Ｄなどのチップ基板として用いられることの多いサファイア基板の屈折率は、１．７６で
ある。このように、従来の発光装置では、発光素子１３と封止部材１１４との間に大きな
屈折率の差が存在するため、発光素子１３から出射された光の一部が発光素子１３と封止
部材１１４との界面において全反射され、全反射された光の多くが発光素子１３によって
吸収されるため、発光素子１３から光を取り出す効率が低く抑えられている。従って、発
光素子１３からの光取り出し効率を向上させるために、封止部材１１４の高屈折率化が求
められている。
【００１２】
　そこで、大きな屈折率を有する無機ナノ粒子を有機光学樹脂に分散させ、有機光学樹脂
を複合体化することによって、より大きな屈折率を有し、しかも、有機光学樹脂と同様に
、軽量、安価で、壊れにくく、加工性や量産性に優れている材料を実現しようとする研究
開発が行われている。近年、粒径が１μｍ以下のナノ粒子が注目されており、粒径が光の
波長の１／４以下のナノ粒子であれば、光を散乱させることが少ない。無機材料の中には
、金属酸化物などからなり、大きな屈折率を有するものがある。
【００１３】
　例えば、後述の特許文献２には、上述した有機光学樹脂－無機ナノ粒子複合体を介して



(8) JP 2009-24116 A 2009.2.5

10

20

30

40

50

、ＬＥＤなどの発光素子からの光を取り出すように構成された発光装置が提案されている
。有機光学樹脂としては、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネ
ート樹脂等が例示され、高屈折率の無機材料としては、酸化カルシウム、酸化セリウム、
酸化ハフニウム、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム等が例示され、高屈折率の無
機ナノ粒子の添加によって、複合体の屈折率を１．５から１．８程度へ向上させることが
できると記載されている。
【００１４】
　また、後述の特許文献３には、ポリマーと無機粒子とをリンカー分子などによって一体
化させたブレンド材料によって屈折率が異なる種々の材料を形成し、これらの材料を積層
することによって、フォトニック結晶などの光学構造体を作製した例が報告されている。
　
【００１５】
【特許文献１】特開２００５－２７２６９７号公報（第４－７及び９頁）
【特許文献２】特開２００４－１５０６３号公報（第８－１０頁、図２及び３）
【特許文献３】特表２００４－５３７７６７号公報（第１２－１６頁、図３１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　シリコーン系樹脂を、発光素子の封止部材や、封止部材を用いない発光装置の充填部材
などとして用いる場合、シロキサン骨格のみで構成されるシリコーン系樹脂では、硬度お
よび強度が不足する場合がある。特許文献１には、架橋環式構造の導入などによって、シ
リコーン系樹脂の硬度および強度を適度に高めることができる例が示されている。しかし
、例示されているシリコーン系樹脂の屈折率は１．５程度であるため、光取り出し効率の
向上のためには、例示されている樹脂を高屈折率化することが望まれる。特許文献１には
、他の成分を配合することは任意であり、例えば、強度を向上させるためにヒュームドシ
リカ等の無機質充填剤を配合してもよいと記載されているが、屈折率の向上に関しては何
も述べられていない。
【００１７】
　また、シリコーン系樹脂に上記無機質充填剤を均一に分散させる構成や製造方法につい
て、何も述べられていない。通常、有機光学樹脂に無機微粒子を均一に分散させる方法と
しては、まず、適当な溶媒に無機微粒子を分散させた分散液を調製し、これに硬化前の硬
化性有機光学樹脂モノマーを均一に混合した後、モノマーを重合させ、有機光学樹脂－無
機微粒子複合体を形成する方法が用いられる。この際、無機微粒子は一般に有機材料に対
する親和性が乏しく、しかも、無機微粒子同士は凝集し合う力が極めて強いので、無機微
粒子同士が凝集し、上記複合体の透明性が損なわれてしまう懸念がある。このような凝集
を起こさせず、無機微粒子を有機光学樹脂中に均一に分散させるための追加的構成や製造
方法が必要であるのは明らかである。
【００１８】
　一方、特許文献２には、無機ナノ粒子を有機光学樹脂に分散させ、屈折率を向上させた
有機光学樹脂－無機ナノ粒子複合体が提案されている。しかし、特許文献２においても、
上記無機ナノ粒子を均一に分散させるための構成や製造方法について、何も述べられてい
ない。
【００１９】
　また、特許文献３には、ポリマーと無機粒子とを一体化させたブレンド材料によって、
屈折率が種々に異なる材料を形成することが提案されている。特許文献３では、ポリマー
中に無機ナノ粒子を分散させるための構成として、無機ナノ粒子表面を活性化させるリン
カー分子を用いる構成が示されている。しかし、特許文献３には、上記ブレンド材料を光
学素子の封止部材などとして用いることの可否に関する記述や、封止部材などとして用い
る場合に必要な特性、例えば、硬化前の上記ブレンド材料の流動性や、硬化後の上記ブレ
ンド材料の硬度や強度などに関する記述はない。既述したように、発光素子の封止部材な
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どとして用いるためには、硬化前の材料が、塗布や印刷や注入などの方法で配置できるよ
うに、好適な粘度を有する必要がある。しかも、硬化後の材料が、発光素子を保護できる
硬度、例えば、手で押した程度では容易には変形しない硬度をもち、かつ、熱応力により
発光素子から剥離したり、発光素子を破損したり、配線を断線する等の障害を生じないよ
うに、硬すぎないことが必要である。
【００２０】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであって、その目的は、硬化前の流動
性及び硬化後の硬度や強度などの機械的特性、並びに、屈折率などの光学的特性が、発光
素子の封止部材や充填部材などとして好適な硬化性樹脂材料－微粒子複合材料、及びその
製造方法、その硬化性樹脂材料－微粒子複合材料が硬化してなる樹脂－微粒子複合体から
なる光学材料、並びにその光学材料を用いた発光装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　即ち、本発明は、屈折率の大きな無機材料からなる微粒子が、未硬化又は半硬化のシリ
コーン樹脂材料中に分散している硬化性樹脂材料－微粒子複合材料であって、
　　前記シリコーン樹脂材料が、架橋環式炭化水素及び／又はその置換体の基を有し、
　　前記微粒子の表面に、前記微粒子同士が凝集するのを防止する表面処理が施されてい
　る、
硬化性樹脂材料－微粒子複合材料に係わるものである。なお、「架橋環式炭化水素（又は
その置換体）の基」とは、厳密には、「架橋環式炭化水素（又はその置換体）から１個又
は複数個の水素原子を取り除くことによって生じる構造を有する、１価又は多価の基」の
ことである。
【００２２】
　本発明は、また、前記した屈折率の大きな無機材料からなる微粒子が、未硬化又は半硬
化のシリコーン樹脂材料中に分散している硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法で
あって、
　　表面処理剤を含む溶媒中において、前記微粒子の２次凝集を解消する分散処理を行い
　、前記微粒子の表面を前記表面処理剤で表面処理する工程を行った後に、
　　表面処理された前記微粒子と、前記の未硬化又は半硬化のシリコーン樹脂材料とを混
　合する工程を行う、
硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法に係わるものである。
【００２３】
　本発明は、また、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料が硬化してなる樹脂－微粒子複
合体からなる、光学材料に係わり、また、発光素子から出射された光が、前記光学材料を
介して外部に取り出されるように構成されている、発光装置に係わるものである。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の硬化性樹脂材料－微粒子複合材料は、屈折率の大きな無機材料からなる微粒子
が、未硬化又は半硬化のシリコーン樹脂材料中に分散している硬化性樹脂材料－微粒子複
合材料であるが、前記シリコーン樹脂材料が前記架橋環式炭化水素及び／又はその置換体
の基を有している。前記架橋環式炭化水素及び／又はその置換体の基では、分子内回転に
よる環の変形が架橋によって制限されるため、架橋環の部分は硬い（rigidな）分子骨格
を有する。分子中にこのような硬い部分構造が存在する効果は、流動性を有している、未
硬化又は半硬化の前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料では比較的現れにくいが、重合に
よる硬化が進んだ前記樹脂－微粒子複合体では顕著に現れる。従って、前記架橋環式炭化
水素及び／又はその置換体の基を導入することによって、硬化前の前記硬化性樹脂材料－
微粒子複合材料の流動性をほとんど損なわずに、硬化後の前記樹脂－微粒子複合体の硬度
および強度を向上させることができる。
【００２５】
　さらに、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料では、前記微粒子同士が凝集するのを防
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止する表面処理が、前記微粒子の表面に施されているので、屈折率の大きな無機材料から
なる前記微粒子が、凝集することなく、未硬化又は半硬化のシリコーン樹脂材料中に均一
に分散する。このため、前記微粒子の添加によって、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材
料、及びこれから得られる前記樹脂－微粒子複合体の透明性を損なうことなく、それらの
屈折率を向上させることができる。
【００２６】
　以上の結果、本発明の硬化性樹脂材料－微粒子複合材料は、硬化前には、塗布法や印刷
法によって所定の位置に配置するのに適した流動性を有し、硬化後には、透明性が高く、
屈折率が向上し、発光素子の封止部材又は充填部材などとして用いるのに十分な硬度およ
び強度を有する前記樹脂－微粒子複合体を形成することができる。また、前記樹脂－微粒
子複合体は、従来のシリコーン樹脂と同様、化学的に安定で、耐光性が良好であり、軽量
、安価で、加工性や量産性に優れている。
【００２７】
　また、本発明の硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法は、
　　表面処理剤を含む溶媒中において、前記微粒子の２次凝集を解消する分散処理を行い
　、前記微粒子の表面を前記表面処理剤で表面処理する工程を行った後に、
　　表面処理された前記微粒子と、前記の未硬化又は半硬化のシリコーン樹脂材料とを混
　合する工程を行う
ので、前記微粒子の前記２次凝集を解消し、前記微粒子を前記未硬化又は半硬化のシリコ
ーン樹脂材料中に均一に分散させることができ、本発明の硬化性樹脂材料－微粒子複合材
料を確実に製造することができる。
【００２８】
　また、本発明の光学材料は、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料が硬化してなる前記
樹脂－微粒子複合体からなるので、上述したように、透明性が高く、シリコーン樹脂単独
の光学材料よりも大きな屈折率を有している。また、シリコーン樹脂単独の光学材料より
も硬度および強度が向上しており、発光素子の封止部材又は充填部材などとして用いるの
に十分な硬度および強度を有する。また、この光学材料は、従来のシリコーン樹脂と同様
、化学的に安定で、耐光性が良好であり、軽量、安価で、加工性や量産性に優れている。
【００２９】
　また、本発明の発光装置では、発光素子から出射された光が、本発明の光学材料を介し
て外部に取り出されるように構成されている。この際、前記光学材料は、透明性が高く、
シリコーン樹脂単独の光学材料よりも大きな屈折率を有しているので、前記発光素子から
の光取り出し効率を向上させることができる。
【００３０】
　また、前記光学材料は、シリコーン樹脂単独の光学材料よりも硬度および強度が向上し
ており、前記発光素子の封止部材などとして用いられた場合に、前記発光素子を保護する
性能が高いので、外力によって封止部材自体が変形して前記発光素子の損傷を防止できな
いなどということは起こらない。また、発光素子の発熱によって加熱されて高温になった
場合でも、流動性が増大しすぎて前記光学材料が前記発光装置から流出するといった現象
が発生することがなく、前記発光装置の長期的信頼性を確保することができる。一方、硬
くなりすぎることがない適度な硬度を有するので、発光素子への配線に加わる応力を小さ
く抑えることができ、配線を切断してしまうことがない。以上の結果、歩留まりよく、耐
久性に優れた発光装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本発明の硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法において、前記の架橋環式炭化水
素及び／又はその置換体の基を、付加反応性炭素－炭素二重結合(Ｃ＝Ｃ)を有する前駆体
分子に対するヒドロシリル化反応によって、前記シリコーン樹脂材料中に導入するのがよ
い。付加反応性とは、アルケンなどの炭素－炭素二重結合が一般的に有する、酸分子など
の付加を受けやすい反応性のことであるが、本発明では、特に、下記の反応式（１）で示
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されるように、ケイ素原子に水素原子が結合した基(ＳiＨ基)の付加を受け、二重結合を
形成している２個の炭素原子が、それぞれ、水素原子およびケイ素原子と結合を形成する
ヒドロシリル化反応を行う反応性を意味するものとする。
【００３２】
　反応式（１）：
【化１】

【００３３】
　本発明の硬化性樹脂材料－微粒子複合材料及びその製造方法において、前記の架橋環式
炭化水素及び／又はその置換体の基は、前記シリコーン樹脂材料のシロキサン結合からな
る主鎖に含まれるのがよい。前記架橋環式炭化水素及び／又はその置換体の基の導入位置
は、特に限定されるものではないが、シリコーン樹脂高分子の主鎖に含まれていると、分
子内回転によるシリコーン樹脂高分子の変形を制限する働きが、側鎖に含まれる場合より
も有効になるので、前記樹脂－微粒子複合体の硬度および強度を向上させる効果が大きく
なる。
【００３４】
　この際、前記架橋環式炭化水素が、ノルボルネン（ビシクロ[２,２,１]ヘプタン）及び
／又はテトラシクロ[６,２,１,１3,6,０2,7]ドデカンであるのがよい。ノルボルネンは、
下記の構造式（１）で示されるビシクロ[２,２,１]ヘプタンであり、コンパクトで歪みの
少ない環構造であるシクロヘキサン環に、メチレン基による適度な長さの橋かけが形成さ
れている。このため、ノルボルネン分子では、効果的に分子内回転による環の変形が抑制
され、硬く、安定な分子骨格が形成されているので、前記樹脂－微粒子複合体の硬度およ
び強度を向上させる効果が大きい。
【００３５】
　構造式（１）：

【化２】

【００３６】
　また、テトラシクロ[６,２,１,１3,6,０2,7]ドデカンの構造は、下記の構造式（２）で
示される。この分子はノルボルネンと類似した環構造をもち、ノルボルネンと同様に、前
記樹脂－微粒子複合体の硬度および強度を向上させる効果が大きい。
【００３７】
　構造式（２）：

【化３】

【００３８】
　これらの架橋環式炭化水素の基を前記シリコーン樹脂材料に導入する方法は、とくに制
限されないが、例えば、５－ビニルビシクロ[２,２,１]ヘプタ－２－エンにＳiＨ基を有
するシロキサン系化合物を作用させると、ヒドロシリル化反応によってノルボルネンの２
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価基を主鎖中に導入することができる。同様に、９－ビニルテトラシクロ[６,２,１,１3,

6,０2,7]ドデカ－４－エンにＳiＨ基を有するシロキサン系化合物を作用させると、テト
ラシクロ[６,２,１,１3,6,０2,7]ドデカンの２価基を主鎖中に導入することができる。
【００３９】
　また、前記シリコーン樹脂材料は、主として有機シロキサン、例えばジメチルシロキサ
ンの構造を有する部分からなるのがよい。有機シロキサンは化学的に安定な構造である。
また、前記シリコーン樹脂材料は、フェニル基を含有する構造部分、例えばメチルフェニ
ルシロキサンやジフェニルシロキサンの構造を有する部分からなるのがよい。フェニル基
を含有すると、前記シリコーン樹脂材料、ひいては前記樹脂－微粒子複合体の屈折率が高
くなるので好ましい。
【００４０】
　また、前記シリコーン樹脂材料は、エポキシ基、カルボキシル基、ポリエーテル基、及
びカルビノール基からなる群から選ばれた少なくとも１種の基を有するのがよい。これら
の基は、前記シリコーン樹脂材料と基板材料などとの結びつきを強化する働きをする。
【００４１】
　また、前記シリコーン樹脂材料が、付加反応性炭素－炭素二重結合(Ｃ＝Ｃ)を１分子中
に２つ以上有する第１のシロキサン系化合物、ＳiＨ基を１分子中に２個以上有する第２
のシロキサン系化合物、及びヒドロシリル化反応触媒とからなり、前記第１のシロキサン
系化合物と前記第２のシロキサン系化合物とは別々に貯蔵され、ヒドロシリル化反応によ
って前記第１のシロキサン系化合物と前記第２のシロキサン系化合物とを重合させる硬化
処理の前に、混合されるのがよい。このように、付加反応性炭素－炭素二重結合(Ｃ＝Ｃ)
とＳiＨ基とを別々のシロキサン系化合物に保有させ、両者を別々に貯蔵することによっ
て、貯蔵中にヒドロシリル化反応が進行してしまうことを完全に防止することができる。
この結果、長期間の保存が可能となり、いわゆるポットライフが長くなる。
【００４２】
　前記第１のシロキサン系化合物と前記第２のシロキサン系化合物とが次々に連結して高
分子を形成するには、各単量体が付加反応性炭素－炭素二重結合(Ｃ＝Ｃ)およびＳiＨ基
をそれぞれ２個以上保有していることが必要である。それ以外の制限はこれらの単量体に
ないが、適切な特性を有する単量体を用い、重合度を適切に調節することによって、硬化
前の前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の粘度、および硬化後の前記樹脂－微粒子複合
体の硬度を所望の大きさにするか、少なくとも近づけることができる。例えば、低分子量
の単量体分子を用いれば、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の粘度を低下させること
ができる。また、単量体１分子が保有する付加反応性炭素－炭素二重結合(Ｃ＝Ｃ)及び／
又はＳiＨ基の数を増加させることによって、三次元網目状に高分子鎖を連結して、前記
樹脂－微粒子複合体の硬度および強度を向上させることができる。
【００４３】
　前記架橋環式炭化水素の基は、前記第１のシロキサン系化合物と前記第２のシロキサン
系化合物とのいずれに含まれていてもよく、両方に含まれていてもよい。前記微粒子は、
前記第１のシロキサン系化合物と前記第２のシロキサン系化合物とのいずれに混合されて
いてもよく、両者に混合されていてもよい。両者に混合されている場合、前記第１のシロ
キサン系化合物に混合される微粒子と前記第２のシロキサン系化合物に混合される微粒子
とは、同じ種類の微粒子であってもよいし、異なる種類の微粒子であってもよい。前記ヒ
ドロシリル化反応触媒は、前記第１のシロキサン系化合物に混合されているのがよい。こ
れは、前記ヒドロシリル化反応触媒が前記第２のシロキサン系化合物に混合されていると
、前記微粒子の前記表面処理剤と前記第２のシロキサン系化合物との間でヒドロシリル化
反応が進行し、貯蔵中にゲル化してしまう恐れがあるからである。
【００４４】
　前記第１のシロキサン系化合物が保有する付加反応性炭素－炭素二重結合(Ｃ＝Ｃ)を含
む基として、ビニル基、アリル基、プロペニル基、イソプロペニル基、ブテニル基、ヘキ
セニル基、シクロヘキセニル基、オクテニル基などを挙げることができる。これらの基が
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含まれる位置は、前記第１のシロキサン系化合物の末端でも側鎖でもよい。
【００４５】
　また、前記第２のシロキサン系化合物において、ＳiＨ基が含まれる位置は、前記第２
のシロキサン系化合物の末端でも側鎖でもよい。
【００４６】
　前記第１のシロキサン系化合物および前記第２のシロキサン系化合物の構成の一例を、
それぞれ、下記一般式（３）および（４）に示す。これらは分子骨格が直鎖状である例で
あるが、分子骨格が枝分かれを有していてもよい。また、下記一般式（３）および（４）
は、分子を構成している構造単位を示すのみで、それらの結合順などの構造を示すもので
はない。
【００４７】
　前記第１のシロキサン系化合物の一般式（３）：
【化４】

（一般式（３）中、Ｘは付加反応性炭素－炭素二重結合(Ｃ＝Ｃ)を含む基を表し、Ｔは架
橋環式炭化水素の２価の基を表す。また、ＲA～ＲCはアルキル基またはシクロアルキル基
を表す。ｌおよび（ｍ＋ｎ）は１以上の整数であり、ｍ、ｎ、ｐおよびｑは０以上の整数
である。また、１分子中にＸは２個以上含まれる。）
【００４８】
　前記第２のシロキサン系化合物一般式（４）：

【化５】

（一般式（４）中、ＺはＳiＨ基を含む基を表し、Ｔは架橋環式炭化水素の２価の基を表
す。また、ＲA～ＲCはアルキル基またはシクロアルキル基を表す。ｌおよび（ｍ＋ｎ）は
１以上の整数であり、ｍ、ｎ、ｐおよびｒは０以上の整数である。また、１分子中にＺは
２個以上含まれる。なお、Ｔ、ＲA～ＲC、ｌ、ｍ、ｎ、ｐは、一般式（３）と同じ記号を
用いたが、これは便宜上であって、これらが示す構造又は数値は、一般式（３）における
構造又は数値と同じであってもよいし、異なっていてもよい。ｐは、少なくとも、一般式
（３）および（４）のいずれか一方で１以上である。）
【００４９】
　前記第１のシロキサン系化合物と前記第２のシロキサン系化合物からなる前記硬化性樹
脂材料－微粒子複合材料の前記硬化処理は、加熱によってヒドロシリル化反応による重合
を促進することによって行われるのがよい。また、前記ヒドロシリル化反応触媒が白金族
系触媒であるのがよく、具体的には、塩化白金酸、白金アセチルアセトネート、塩化白金
酸とオクタノールとの錯体、白金のビニルシロキサンとの錯体を挙げることができる。白
金族系触媒の添加量は、白金の質量が、オルガノシロキサン系化合物の全質量に対して０
．５～２００ｐｐｍであるのが好ましい。白金族系触媒の添加量が多すぎると、前記樹脂
－微粒子複合体が黄変または茶変する等の問題が生じることがある。
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【００５０】
　また、本発明の硬化性樹脂材料－微粒子複合材料及びその製造方法において、前記表面
処理に用いられる表面処理剤が、前記微粒子の表面と共有結合或いはイオン結合を形成す
る官能基と、前記シリコーン樹脂材料に親和性を有する有機基とをもち、前記表面処理に
おいて前記微粒子の表面を被覆するのがよい。前記表面処理剤は界面活性剤あるいは分散
剤として機能する。前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料における前記微粒子の良好な分
散状態は、前記表面処理剤と前記シリコーン樹脂材料とを適切に選択することにより、達
成することができる。
【００５１】
　この際、前記表面処理剤の分子量が１×１０3以下であるのがよい。前記表面処理剤の
分子量が１×１０3を超えると、低屈折率成分である前記表面処理剤の割合が大きくなり
すぎ、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料における、高屈折率成分である前記微粒子の
体積充填率を十分に大きくすることができない。この結果、前記硬化性樹脂材料－微粒子
複合材料の屈折率、ひいては前記樹脂－微粒子複合体の屈折率を所望の値に向上させるこ
とができなくなるおそれがある。なお、前記微粒子の体積充填率とは、前記硬化性樹脂材
料－微粒子複合材料における前記微粒子の体積の割合のことである。また、前記表面処理
剤の分子量は、例えば、ゲル浸透クロマトグラフィー（ＧＰＣ）を用いて測定する。この
際、分子量が既知のポリスチレンを用いて検量線を作成し、これを基準として分子量を決
定するのがよい。
【００５２】
　そして、前記表面処理剤に、必須の表面処理剤として、下記一般式（１）で示される化
合物が少なくとも１種類含まれているのがよい。
　　一般式（１）：Ｒ1－Ｘ1

（式中、Ｒ1は、前記有機基であり、アリール基、アリールオキシ基、及び、飽和又は不
飽和の脂肪族又は脂環族炭化水素基からなる群から選ばれた少なくとも１種からなり、前
記微粒子同士が凝集するのを防止する。Ｒ1の一部の水素原子が置換基によって置換され
ていてもよい。Ｘ1は、前記官能基であり、カルボキシル基－ＣＯＯＨ、ヒドロヒドロキ
シホスホリル基－ＰＨ(Ｏ)(ＯＨ)、ホスホノ基－ＰＯ(ＯＨ)2、スルフィノ基－ＳＯ(ＯＨ
)、スルホ基－ＳＯ2(ＯＨ)、メルカプト基－ＳＨ、及び、ハロゲン及び／又は有機性の基
で置換されたシラニル基である。）
【００５３】
　さらに、前記表面処理剤に、前記必須の表面処理剤に加えて、追加の表面処理剤として
、下記一般式（２）で示される化合物が少なくとも１種類含まれているのがよい。
　　一般式（２）：Ｒ2－Ｘ2

（式中、Ｒ2は、前記有機基であり、末端に付加反応性炭素-炭素二重結合を有する炭化水
素基からなる。Ｒ2は、一部の水素原子が置換基によって置換されていてもよく、また、
分子鎖中にエステル結合及び／又はエーテル結合を有していてもよい。Ｘ2は、前記官能
基であり、カルボキシル基－ＣＯＯＨ、ヒドロヒドロキシホスホリル基－ＰＨ(Ｏ)(ＯＨ)
、ホスホノ基－ＰＯ(ＯＨ)2、スルフィノ基－ＳＯ(ＯＨ)、スルホ基－ＳＯ2(ＯＨ)、メル
カプト基－ＳＨ、及び、ハロゲン及び／又は有機性の基で置換されたシラニル基である。
）
【００５４】
　上述したＸ1およびＸ2のうち、カルボキシル基、ヒドロヒドロキシホスホリル基、ホス
ホノ基、スルフィノ基、およびスルホ基は、前記微粒子の表面とイオン結合する。メルカ
プト基は、前記微粒子の表面と共有結合する。ハロゲン及び／又は有機性の基で置換され
たシラニル基は、前記微粒子の表面のヒドロキシ基－ＯＨと反応して、前記微粒子の表面
に－Ｏ－Ｓi－結合を形成して結合する。その他に、前記表面処理剤は、前記微粒子の表
面と配位結合あるいは水素結合を形成する官能基を有するものであってよい。
【００５５】
　前記微粒子の表面を被覆し、前記微粒子同士の凝集を防止するために、前記Ｒ1は、炭
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素数６～１８程度の大きさを有しているのがよい。具体的には、前記必須の表面処理剤と
して、ヘキサン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、ドデカン酸、テトラ
デカン酸、ペンタデカン酸、ヘキサデカン酸、ヘプタデカン酸、オクタデカン酸、オレイ
ン酸、リノール酸、シクロヘキサンカルボン酸、安息香酸、アセチル安息香酸、ジフェニ
ル－４－安息香酸、フェニル酢酸、ジフェニル酢酸、メチル安息香酸、ブチル安息香酸、
フェノキシ酢酸、フェノキシ安息香酸、フェニルブタン酸、フェニル酪酸、ジフェニルホ
スフィン酸、フェニルホスホン酸、ベンゼンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、
デカンチオール、ドデカンチオール、およびオクタデカンチオールなどを挙げることがで
きる。
【００５６】
　また、がシラン置換体である場合、オクチルトリメトキシシラン、オクチルジメチルメ
トキシシラン、オクチルトリエトキシシラン、オクチルメチルジエトキシシラン、オクチ
ルトリクロロシラン、ドデシルトリエトキシシラン、ドデシルトリクロロシラン、４－フ
ェニルブチルジメチルクロロシラン、４－フェニルブチルトリクロロシラン、３－フェノ
キシプロピルトリクロロシラン、３－フェノキシプロピルジメチルクロロシラン、および
ｍ－フェノキシフェニルジメチルクロロシランなどを挙げることができる。
【００５７】
　なお、４－フェニルブチルジメチルクロロシラン、４－フェニルブチルトリクロロシラ
ン、３－フェノキシプロピルトリクロロシラン、３－フェノキシプロピルジメチルクロロ
シラン、ｍ－フェノキシフェニルジメチルクロロシラン、およびスチリルエチルトリメト
キシシランなどのシラン置換体は、屈折率が高いので、硬化性樹脂材料－微粒子複合材料
の屈折率を高くするのに好適である。これらシラン置換体は、用いるシリコーン樹脂材料
に応じて複数を任意の比率で配合して用いることができる。
【００５８】
　前記必須の表面処理剤で前記表面処理を行っただけでは、前記微粒子と前記シリコーン
樹脂材料との結びつきが弱い場合がある。このような場合、硬化が始まり、前記第１およ
び前記第２のシロキサン系化合物間の結びつきが強まり、シリコーン樹脂の高次の網目状
構造が形成されると、樹脂材料のみが高分子化して、前記微粒子が排除され、前記微粒子
同士の凝集が生じ、白濁することがある。このような場合に、前記追加の表面処理剤が有
効である。
【００５９】
　前記追加の表面処理剤は、前記Ｒ2の末端に付加反応性炭素－炭素二重結合(Ｃ＝Ｃ)を
有している。このため、前記第２のシロキサン系化合物が有するＳiＨ基とのヒドロシリ
ル化反応によって、シリコ－ン樹脂と効率よく結合することができ、前記微粒子とシリコ
－ン樹脂との間を架橋する働きをすることができる。このようにして、前記追加の表面処
理剤は、前記微粒子と前記シリコーン樹脂との結びつきを強め、硬化反応時に起こる前記
微粒子同士の凝集と、その結果起こる白濁を抑制する働きをする。
【００６０】
　前記追加の表面処理剤として、アクリル酸、メタクリル酸、３－ブテン酸、５－ヘキセ
ン酸、６－ヘプテン酸、９－デセン酸、３－ビニル安息香酸、および４－ビニル安息香酸
などを挙げることができる。また、前記追加の表面処理剤がシラン置換体である場合、７
－オクテニルジメチルクロロシラン、７－オクテニルトリメトキシシラン、およびスチリ
ルエチルトリメトキシシランなどを挙げることができる。
【００６１】
　前記樹脂－微粒子複合体の硬度を調整する目的で、前記第１のシロキサン系化合物およ
び前記第２のシロキサン系化合物と重合しない非重合性シロキサン系化合物を前記シリコ
ーン樹脂材料に含めることができる。非重合性シロキサン系化合物の例として、ジオルガ
ノポリシロキサンを挙げることができる。特にフェニル基を含むジオルガノポリシロキサ
ンは、前記樹脂－微粒子複合体の屈折率が高くなるので好ましい。非重合性シロキサン系
化合物の添加量は、前記第１のシロキサン系化合物および前記第２のシロキサン系化合物
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の合計を１００重量部としたとき、８０重量部以下とすることが好ましい。また、非重合
性シロキサン系化合物の分子量は、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の流動性が損な
われない範囲で選択するのがよい。
【００６２】
　また、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の粘度が８０℃で１００Ｐａ・ｓ以下であ
るのがよい。このようであれば、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料は、薄膜コーティ
ング、印刷、注入等の方法で配置するのに適したものとなる。なお、本発明において、粘
度は、コーンプレート型の回転式粘度計を用いて測定した数値である。
【００６３】
　前記第１のシロキサン系化合物および前記第２のシロキサン系化合物の粘度として、１
×１０-2～１０Ｐａ・ｓ、好ましくは１×１０-2～５Ｐａ・ｓ、より好ましくは１×１０
-2～２．５Ｐａ・ｓを例示することができる。これらのシロキサン系化合物の粘度が大き
すぎる場合には、前記微粒子を分散させた前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の流動性
が損なわれ、発光素子を封止することが困難になる場合がある。上記のシロキサン系化合
物の数平均分子量としては、２×１０2～２×１０4を例示することができる。なお、シロ
キサン系化合物の分子量は、ＧＰＣを用いた方法に基づき測定することができる。
【００６４】
　また、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料が硬化して得られる前記樹脂－微粒子複合
体のマルテンス硬さ（最大荷重／圧子の接触面積）が２～２０Ｎ／ｍｍ2であるのがよい
。この点に関しては、本発明の光学材料及び発光装置の項で説明する。なお、前記樹脂－
微粒子複合体の硬さは、公知の硬さ試験機によって測定することができるが、本発明にお
いて硬さとは、Fischer社製の微小硬さ計ＰＩＣＯＤＥＮＴＯＲ　ＨＭ５００を用いて測
定したマルテンス硬さを意味するものとする。この際、最大荷重は１００ｍＮであり、圧
子として４角錐形状のダイヤモンドを用いるものとする。
【００６５】
　本発明の硬化性樹脂材料－微粒子複合材料は透明であるのがよい。このようであれば、
硬化して得られる樹脂－微粒子複合体を光学材料として好適に用いることができる。なお
、本発明において「透明である」とは、後述の実施例において説明する光透過率の測定方
法に基づいて測定された、厚さ０．５ｍｍの試料の光透過率が、可視光及び／又は近赤外
光に対して８０％以上であることを意味するものとする。
【００６６】
　また、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の屈折率が可視光域において１．５５以上
であるのがよい。この場合、この硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の屈折率は、既存のエ
ポキシ樹脂の屈折率と同等以上となり、屈折率の高い光学樹脂材料として高い利用価値を
もつことになる。なお、硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の屈折率は、前記微粒子の種類
と体積充填率とに基づき制御が可能であり、可視光域において屈折率１．５５以上を達成
することができる。なお、屈折率は、例えばアッベ屈折率計あるいはＶブロック方式の屈
折率計を用いて測定する。
【００６７】
　また、前記微粒子を構成する前記無機材料は、可視光域において１．９以上の屈折率を
有するのがよい。この前記無機材料は、酸化チタン(ＴiＯ2)、酸化ジルコニウム(ＺrＯ2)
、酸化セリウム(ＣeＯ2)、酸化ハフニウム(ＨfＯ2)、五酸化ニオブ(Ｎb2Ｏ5)、五酸化タ
ンタル(Ｔa2Ｏ5)、酸化インジウム(Ｉn2Ｏ3)、酸化スズ(ＳnＯ2)、酸化インジウムスズ(
ＩＴＯ)、酸化亜鉛(ＺnＯ)、及びケイ素の単体からなる群から選ばれた少なくとも１種類
の無機物質からなるのがよい。前記微粒子は、これら無機化合物のうちの２種類以上の前
記微粒子が混合された状態で構成されていてもよい。なお、上記の無機化合物を構成する
金属元素の窒化物によって、前記微粒子を構成することもできる。
【００６８】
　また、前記微粒子の粒径（Ｒ）が２～２０ｎｍであるのがよく、好ましくは２～１０ｎ
ｍであることが望ましい。ここで言う前記微粒子の粒径は、ミクロトームを用いて前記硬
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化性樹脂材料－微粒子複合材料の薄片を作製し、これを透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）によ
って観察し、前記微粒子の観察像の粒径を計測することによって得られた測定値である。
透過型電子顕微鏡にて観察された前記微粒子の立体形状が球形ではない（平面形状が円形
ではない）場合には、観察された前記微粒子の平面形状の面積と同じ面積を有する円形を
想定し、その円形の直径を粒径とするものとする。球形ではない前記微粒子の立体形状の
例として、ロッド状、回転楕円体状、直方体などを挙げることができる。
【００６９】
　前記微粒子の粒径（Ｒ）の平均値をＲave、標準偏差をσとしたとき、前記微粒子の粒
径（Ｒ）の上限が２０ｎｍであり、好ましくは１０ｎｍであるとは、
　　Ｒave＋２σ≦２０ｎｍ
であり、好ましくは
　　Ｒave＋２σ≦１０ｎｍ
であることを意味するものとする。
【００７０】
　前記微粒子の粒径を２０ｎｍ以下に限定することで、レイリー散乱に起因した樹脂－微
粒子複合体における光透過率の低下を抑制することができ、実用上、透明な樹脂－微粒子
複合体を得ることができる。光透過率は、光路長が長くなるに伴って指数関数的に減少す
るので、光路長が長くなる程、小さな微粒子を用いることが好ましい。なお、前記硬化性
樹脂材料－微粒子複合材料中において前記微粒子の凝集体が形成されると、凝集体のサイ
ズが実効的な粒子サイズとなるので、光の散乱を抑えるためには、既述したように、前記
微粒子が凝集体を形成しないように表面処理された状態で分散していることが必要である
。
【００７１】
　なお、前記微粒子の粒径が２ｎｍより小さくなると、前記微粒子の比表面積が著しく大
きくなり、前記微粒子の表面を被覆するために必要になる表面処理剤の量が多くなりすぎ
る。このような場合、被覆された前記微粒子において、屈折率の小さい表面処理剤の割合
が大きくなりすぎ、前記微粒子を添加しても硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の屈折率を
それほど高めることができなくなる。また、粒径が２ｎｍより小さくなると、少量の前記
微粒子の添加で前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の粘度が著しく増加する。これらの
理由から、前記微粒子の粒径は２ｎｍ以上であるのがよい。
【００７２】
　本発明の前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の屈折率は、以下の考え方に基づき、前
記微粒子の充填量によって調節することができる。すなわち、高屈折率の前記微粒子が樹
脂材料中に均一に分散した前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の屈折率は、Maxwell-Ga
rnet理論に基づく下記の関係式（１）を用いて見積もることができる（C. F. Bohren and
 D. R. Huffman, "Adsorpiton and Scattering of Light by Small Particles", John Wi
ley & Sons, New York, 1983, pp 213 参照）。但し、関係式（１）においては、前記微
粒子を被覆する表面処理剤はないものと仮定している。
【００７３】
　数式（１）：
【数１】

（式中、
εav ：前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料全体の平均比誘電率
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εp　：前記微粒子の比誘電率
εm　：樹脂の比誘電率
η　：前記微粒子の体積充填率
である。）
【００７４】
　屈折率ｎは、ｎ＝ε1/2で表されるので、式（１）を用いて、前記硬化性樹脂材料－微
粒子複合材料全体の平均屈折率を見積もることができる。例えば、屈折率２．５のアナタ
ーゼ型の酸化チタン・ナノ粒子を前記微粒子として用い、屈折率１．５のシリコーン樹脂
中に分散させた場合には、前記微粒子の体積充填率ηを０．０６および０．１５としたと
き、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料全体（平均）の屈折率は、１．５５および１．
６３となる。
【００７５】
　この例のように、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料に含有させる前記微粒子の体積
充填率ηを変えることによって、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料全体の屈折率を調
整することが可能である。それ故、予め前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の目標の屈
折率に応じて前記微粒子の構成材料を選定し、更には、体積充填率ηを設定すればよい。
ここで、前記微粒子の体積充填率ηは、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料を加熱して
有機成分を燃焼した後の残渣（前記微粒子）の量から求めることができる。加熱重量変化
は、例えば、ＴＧ測定により測定することができる。最終的に得られた前記硬化性樹脂材
料－微粒子複合材料における前記微粒子の体積充填率の値は、例えば、０．０１～０．４
であることが好ましい。
【００７６】
　また、粒径が光の波長よりも十分に小さい場合のレイリー散乱に基づく前記硬化性樹脂
材料－微粒子複合材料における光透過率は、以下の数式（２）及び（３）から得ることが
できる。
【００７７】
　数式（２）：
【数２】

【００７８】
　数式（３）：

【数３】

（式中、
Ｃsca：散乱断面積（単位：ｎｍ2）
αsca：消光率（単位：ｎｍ-1）
ｎm ：マトリクス（シリコーン樹脂）の屈折率
ｎp ：球状粒子（前記微粒子）の屈折率
ｒ　：球状粒子（前記微粒子）の半径（＝Ｒave／２）
λ　：空気中の光の波長
である。）
【００７９】
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　従って、例えば、屈折率２．５のアナターゼ型の酸化チタン・ナノ粒子を前記微粒子と
して用い、屈折率１．５のシリコーン樹脂中に分散させた場合には、体積充填率ηが０．
１５のとき、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の光が通過する部分の厚さｔ＝０．５
ｍｍにおいて透明であるためには、前記微粒子の粒径Ｒを６ｎｍ以下にしなければならな
い。また、屈折率２．２の酸化ジルコニウム・ナノ粒子を前記微粒子として用い、屈折率
１．５のシリコーン樹脂中に分散させた場合には、体積充填率ηが０．１５のとき、前記
硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の光が通過する部分の厚さｔ＝０．５ｍｍにおいて透明
であるためには、前記微粒子の粒径Ｒを８ｎｍ以下にしなければならない。このように前
記微粒子の粒径Ｒ及び体積充填率ηは、用いるマトリクス樹脂材料の屈折率及び前記微粒
子の屈折率により、所望の透明性が得られるように適宜選択されることが望ましい。
【００８０】
　また、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料には、耐熱性、耐光性を維持する目的で、
公知の酸化防止剤や光安定剤が、硬化性樹脂材料－微粒子複合材料に含まれていてもよい
。
【００８１】
　本発明の硬化性樹脂材料－微粒子複合材料は、前記樹脂材料単独の場合と同様に、透明
、軽量、安価で、加工性や量産性に優れており、しかも、前記樹脂単独の場合よりも大き
な屈折率を有するため、発光装置の光路に屈折率調整部材を設けるための発光装置用充填
材料として好適に用いられ、発光装置からの光出射効率を向上させることができる。
【００８２】
　本発明の前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法において、前記表面処理剤に
よる前記微粒子の表面処理は、液相中において行う。具体的には、まず、前記微粒子を有
機溶媒中に展開し、次に、前記必須の表面処理剤と、必要なら前記追加の表面処理剤を添
加する。有機溶媒は、前記表面処理剤が溶解するものであればよい。前記表面処理剤の添
加量は、前記微粒子表面を一層だけ被覆する量よりも少し過剰な量とすることが望ましい
。
【００８３】
　次に、この混合物に対して、公知の分散機を用いた分散処理を行う。これによって、前
記微粒子の２次凝集体が解砕される。前記微粒子が、液相合成されたものであって、未乾
燥のものであれば、２次凝集が緩やかであるため、解砕が容易であり、好適である。また
、前記表面処理剤は、分散機による解砕処理の際に前記微粒子表面に吸着される。分散機
による解砕処理の温度は、室温から８０℃までの間であることが望ましい。
【００８４】
　その後、前記表面処理剤で被覆された前記微粒子を、前記微粒子が一様に分散した分散
液あるいは沈殿物として回収する。分散液あるいは沈殿物の違いは、使用する有機溶媒の
種類による。また、得られた分散液に貧溶媒を添加して前記微粒子を再凝集させ、遠心分
離により沈殿物として回収することも可能である。沈殿物として回収する場合には、遠心
分離による沈殿分離、洗浄用の有機溶媒による洗浄を繰り返して余剰の前記表面処理剤を
除去した後、真空乾燥して回収すればよい。
【００８５】
　また、本発明の前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の製造方法において、前記表面処
理剤によって表面処理された前記微粒子と、前記第１のシロキサン系化合物及び／又は前
記第２のシロキサン系化合物との混合は、具体的には、以下の２通りの方法の何れかによ
って行うことができる。すなわち、第１の方法は、シロキサン系化合物、および必要に応
じて添加される添加成分と共通の良溶媒中に前記微粒子を分散させた後、シロキサン系化
合物および添加成分を添加し、攪拌、混合した後、溶媒のみを加熱減圧下で除去する方法
である。この際、シロキサン系化合物および添加成分は蒸気圧が低いため、ほとんど蒸発
することはない。第２の方法は、微粒子の乾燥粉と、シロキサン系化合物および添加成分
とを直接混合し、公知の混練機を用いて均一に混ぜ合わせる方法である。
【００８６】
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　そして、表面処理された前記微粒子と前記第１のシロキサン系化合物とを混合して第１
の混合物を調製する工程と、表面処理された前記微粒子と前記第２のシロキサン系化合物
とを混合して第２の混合物を調製する工程とを行い、前記第１の混合物と前記第２の混合
物を別々に貯蔵しておき、前記硬化処理の前に混合するのがよい。この際、前記第１のシ
ロキサン系化合物に混合される微粒子と前記第２のシロキサン系化合物に混合される微粒
子とは、同じ種類の微粒子であってもよいし、異なる種類の微粒子であってもよい。前記
ヒドロシリル化反応触媒は、前記第１のシロキサン系化合物に混合されているのがよい。
【００８７】
　ヒドロシリル化触媒が添加され、前記第１のシロキサン系化合物と前記第２のシロキサ
ン系化合物とが均一に混合された前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料は、温度８０～１
５０℃に加熱することによってヒドロシリル化反応を促進し、前記第１のシロキサン系化
合物と前記第２のシロキサン系化合物とを重合させて、硬化させる。加熱雰囲気は大気雰
囲気とすることができ、具体的な加熱方法としては、公知のオーブンを用いて１５０℃に
て５時間保持するといった方法を例示することができる。
【００８８】
　この際、前記表面処理剤に前記追加の表面処理剤が含まれていると、前記追加の表面処
理剤が末端に付加反応性炭素－炭素二重結合(Ｃ＝Ｃ)を有するため、効率よくその一部の
分子がヒドロシリル化反応によって前記第２のシロキサン系化合物と一体化する。このた
め、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料における前記微粒子の分散性が維持されたまま
、硬化が起こり、前記微粒子の位置が固定化されるので、硬化時における前記微粒子同士
の凝集を効果的に防止することができる。
【００８９】
　本発明の光学材料は、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料が硬化してなる樹脂－微粒
子複合体からなり、屈折率調整材料、光学レンズ材料、光導波路材料、及び反射防止材料
として用いられるのがよい。例えば、前記屈折率調整材料としては発光装置用の封止部材
や充填部材として用いることができる。
【００９０】
　前記樹脂－微粒子複合体は、固体状あるいはゲル状である。なお、本発明で前記樹脂－
微粒子複合体がゲル状であるとは、柔軟性を有し、しかも、塑性変形しない性状であるこ
とを意味するものとする。
【００９１】
　前記樹脂－微粒子複合体の硬さは、２～２０Ｎ／ｍｍ2であるのがよい。前記樹脂－微
粒子複合体は、前記架橋環式炭化水素の基を含まないシリコーン樹脂からなる光学材料よ
りも硬度および強度が向上している。上記の条件を満たすことによって、前記発光素子の
封止部材などとして用いられた場合に、前記発光素子を保護する性能が十分高くなり、外
力によって封止部材自体が変形して前記発光素子の損傷を防止できないなどということは
起こらない。また、発光素子の発熱によって加熱されて高温になった場合でも、流動性が
増大しすぎて前記光学材料が前記発光装置から流出するといった現象が発生することがな
く、前記発光装置の長期的信頼性を確保することができる。
【００９２】
　前記樹脂－微粒子複合体の線膨張係数は、２０～１５０℃において５×１０-4以下であ
るのがよい。前記樹脂－微粒子複合体は、線膨脹係数が大きすぎず、適度な硬さを有する
。上記の条件を満たすことによって、前記発光素子の封止部材などとして用いられた場合
に、発光装置の動作時、発光素子の発熱に起因して前記樹脂－微粒子複合体が高温になっ
た場合でも、発光素子への配線に加わる応力を小さく抑えることができ、配線を切断して
しまうことがない。なお、線膨張係数は熱機械分析装置（ＴＭＡ）を用いて測定すること
ができる。
【００９３】
　以上の結果、歩留まりよく、耐久性に優れた発光装置を提供することができ、前記発光
装置の長期的信頼性を確保することができる。耐久性に優れた発光装置を提供することが
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できる。
【００９４】
　本発明の発光装置は、前記発光素子と、前記発光素子を封止する封止部材とを具備する
発光装置であって、前記封止部材が前記光学材料からなるのがよい。この際、反射カップ
の凹部に前記発光素子が配置され、前記発光素子に接して前記凹部を埋め込むように前記
封止部材が配置されており、前記発光素子から出射された光が、直接に、或いは反射カッ
プの壁面で反射されて、前記封止部材を構成する前記光学材料を介して外部に取り出され
るように構成されているのがよい。
【００９５】
　また、前記発光素子、前記発光素子を封止する封止部材、及び前記発光素子と前記封止
部材との間に存在する隙間を埋める充填部材を具備する発光装置であって、前記充填部材
が前記光学材料からなるのがよい。この際、上記発光装置が、反射カップの凹部に前記発
光素子が配置され、前記発光素子に接して前記凹部を埋め込むように前記充填部材が配置
され、前記充填部材に接して前記封止部材が配置されており、前記発光素子から出射され
た光が、直接に、或いは反射カップの壁面で反射されて、前記充填部材を構成する前記光
学材料を介して外部に取り出されるように構成されているのがよい。
【００９６】
　これらの発光装置において、前記封止部材の表面に防汚層が設けられているのがよい。
この防汚層は、フッ素系樹脂、例えば、パーフルオロポリエーテル基を有するアルコキシ
シラン化合物などからなるのがよい。
【００９７】
　以下、図面を参照しながら、本発明の好ましい実施の形態に基づく発光装置についてよ
り具体的に説明するが、本発明の発光装置はこれらの例に限定されるものではない。
【００９８】
実施の形態１
　図１は、本発明の実施の形態１に基づく発光装置１０の構造を模式的に示す断面図であ
る。発光装置１０は、請求項４０および４１に記載した発光装置に対応する。発光装置１
０は、図４に示した従来の一般的な発光装置１００と同様の構造を有し、反射カップ１１
の凹部１２に発光素子１３が配置され、発光素子１３に接して凹部１２を埋め込むように
封止部材１４が配置されており、発光素子１３から出射された光が、直接に、或いは反射
カップ１１の壁面で反射されて、封止部材１４を介して外部に取り出されるように構成さ
れている。封止部材１４は、発光素子１３の上あるいは上方に、発光装置１０の目的に応
じて適宜適当な形状や厚さで配置される。例えば、図１に示すように、反射カップ１１の
凹部１２の蓋として砲弾形状で配置される。
【００９９】
　従来の発光装置１００と異なる発光装置１０の特徴は、封止部材１４を構成する光学材
料が、本発明の、樹脂－微粒子複合体からなる光学材料であることである。この光学材料
は高屈折率材料の微粒子の添加によって、透明で高い屈折率を有するため、発光素子１３
から出射された光が発光素子１３と封止部材１４との界面において全反射されることが抑
えられ、この結果、光取り出し効率が従来の発光装置１００よりも向上している。
【０１００】
　発光装置１０を構成する発光素子１３として、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）およ
び半導体レーザを挙げることができる。ここで、発光ダイオードとしては、赤色光（例え
ば、波長６４０ｎｍの光）を発光する赤色発光ダイオード、緑色光（例えば、波長５３０
ｎｍの光）を発光する緑色発光ダイオード、青色光（例えば、波長４５０ｎｍの光）を発
光する青色発光ダイオード、白色発光ダイオード（例えば、紫外または青色発光ダイオー
ドと蛍光体粒子とを組み合わせて白色光を出射する発光ダイオード）を例示することがで
きる。発光ダイオードは、所謂フェイスアップ構造を有していてもよいし、フリップチッ
プ構造を有していてもよい。即ち、発光ダイオードは、基板、および、基板上に形成され
た発光層から構成されており、発光層から光が外部に出射される構造としてもよいし、発
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光層からの光が基板を通過して外部に出射される構造としてもよい。
【０１０１】
　より具体的には、発光ダイオード（ＬＥＤ）は、例えば、基板上に形成された第１導電
型（例えばｎ型）を有する化合物半導体層からなる第１クラッド層、第１クラッド層上に
形成された活性層、活性層上に形成された第２導電型（例えばｐ型）を有する化合物半導
体層からなる第２クラッド層が積層された構造を有し、第１クラッド層に電気的に接続さ
れた第１電極、および、第２クラッド層に電気的に接続された第２電極を備えている。発
光ダイオードを構成する層は、発光波長に依存して、周知の化合物半導体材料から構成す
ればよい。
【０１０２】
　なお、封止部材１４の代わりに光取り出しレンズを取り付けた発光装置とすることもで
きる。また、後述するように、封止部材１４の表面に防汚層を設けてもよい。
【０１０３】
実施の形態２
　図２は、本発明の実施の形態２に基づく発光装置２０の構造を模式的に示す断面図であ
る。発光装置２０は、請求項４２及び４３に記載した発光装置に対応する。発光装置２０
は、反射カップ１１の凹部１２に発光素子１３が配置され、発光素子１３に接して凹部１
２を埋め込むように充填部材２１が配置され、充填部材２１に接して封止部材２２が配置
されており、発光素子１３から出射された光が、直接に、或いは反射カップ１１の壁面で
反射されて、充填部材２１および封止部材２２を介して外部に取り出されるように構成さ
れている。
【０１０４】
　従来の発光装置と異なる発光装置２０の特徴は、充填部材２１を構成する光学材料が、
本発明の、樹脂－微粒子複合体からなる光学材料であることである。この光学材料は高屈
折率材料の微粒子２３の添加によって、透明で高い屈折率を有するため、発光素子１３か
ら出射された光が発光素子１３と充填部材２１との界面において全反射されることが抑え
られ、この結果、光取り出し効率が向上する。この界面の形状が凸形の曲面であるのは、
封止部材２２の屈折率が、充填部材２１を構成する光学材料の屈折率よりも低い場合に、
界面における全反射を抑える効果が、平坦面である場合よりも高いからである。
【０１０５】
　しかも、光学材料が固体状で適度な硬さを有しているが故に、動作中に発光素子１３が
高い温度になった場合においても、光学材料の流動性が増大して発光装置２０の凹部１２
から流出するといった現象が発生することがなく、発光装置２０の長期的信頼性を確保す
ることができる。また、光学材料は耐光性および耐熱性の良好なものである。これらのこ
とから、本発明による光学材料を用いることで、発光装置２０に高い耐久性を付与するこ
とができる。
【０１０６】
　封止部材２２は、発光素子１３の上あるいは上方に、発光装置２０の目的に応じて適宜
適当な形状や厚さで配置される。例えば、図２に示すように、充填部材２１を封入するよ
うに、反射カップ１１の凹部１２の蓋として砲弾形状で配置される。封止部材２２は、透
明材料からなるが、充填部材２１との界面における光反射を抑制するという観点から、充
填部材２１を構成する光学材料と同程度の高屈折率材料（例えば、屈折率１．６のポリカ
ーボネート樹脂）からなるのが好ましい。
【０１０７】
　封止部材２２を構成する材料として、具体的には、エポキシ系樹脂、シリコーン系樹脂
、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、スピロ化合物、ポリメチルメタクリレートおよ
びその共重合体、ジエチレングリコールビスアリルカーボネート（ＣＲ－３９）、（臭素
化）ビスフェノールＡのモノ（メタ）アクリレートのウレタン変性モノマーの重合体およ
びその共重合体、ポリエステル系樹脂（例えばポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエ
チレンナフタレート樹脂）、不飽和ポリエステル、アクリロニトリル－スチレン共重合体
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、塩化ビニル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂を挙げることができる
。なお、封止部材は、これらの材料の少なくとも１種類の材料から構成されていればよい
。また、耐熱性を考慮した場合、アラミド系樹脂の使用も可能である。この場合、後述す
るフッ素系樹脂からなる防汚層を形成する際の加熱温度の上限が２００℃以上となり、フ
ッ素系樹脂の選択自由度を高めることができる。
【０１０８】
　なお、封止部材２２の代わりに光取り出しレンズを取り付けた発光装置とすることもで
きる。また、後述するように、封止部材２２の表面に防汚層を設けてもよい。
【０１０９】
　実施の形態１および２に示した発光装置１０および２０は、光の出射を必要とする如何
なる分野においても使用することができ、このような分野として、例えば、液晶表示装置
のバックライト［面状光源装置を含み、直下型およびエッジライト型（サイドライト型と
も呼ばれる）の２形式が知られている］、自動車、電車、船舶、航空機等の輸送手段にお
ける灯具や灯火（例えば、ヘッドライト、テールライト、ハイマウントストップライト、
スモールライト、ターンシグナルランプ、フォグライト、室内灯、メーターパネル用ライ
ト、各種のボタンに内蔵された光源、行き先表示灯、非常灯、非常口誘導灯等）、建築物
における各種の灯具や灯火（外灯、室内灯、照明具、非常灯、非常口誘導灯等）、街路灯
、信号機や看板、機械、装置等における各種の表示灯具、トンネルや地下通路等における
照明具や採光部を挙げることができる。
【０１１０】
　また、封止部材１４および２２や、光取り出しレンズ３４の表面に防汚層を形成するこ
ともできる。防汚層の厚さは特に限定されないが、透明性の関係から０．５～５０ｎｍ、
好ましくは１～２０ｎｍであることが望ましい。防汚層を構成する材料は、フッ素系樹脂
などがよく、基本的にはパーフルオロポリエーテル基を有していればよく、好ましくはア
ルコキシシラニル基を有していればよい。
【０１１１】
　防汚層を構成する材料は、本質的にはパーフルオロポリエーテル基以外の分子構造につ
いての制限はないが、実際的には、合成の行い易さ、つまり実現性の観点からの要請に基
づく制限は存在する。すなわち、防汚層を構成するのに好ましいフッ素系樹脂として、下
記の一般式（７）で示されるパーフルオロポリエーテル基を有するアルコキシシラン化合
物を例示することができる。
　　Ｒf(ＣＯ－Ｕ－Ｒ4－Ｓi(ＯＲ5)3)j・・・（７）
（式中、Ｒfはパーフルオロポリエーテル基であり、Ｕは２価の原子または基であり、Ｒ4

はアルキレン基であり、Ｒ5はアルキル基であり、ｊ＝１または２である。）
【０１１２】
　化学式（７）で示されるアルコキシシラン化合物の分子量は、特に制限されないが、安
定性、取り扱い易さ等の点から、数平均分子量で４×１０2～１×１０4、好ましくは５×
１０2～４×１０3である。
【０１１３】
　パーフルオロポリエーテル基Ｒfは、１価または２価のパーフルオロポリエーテル基で
あり、このようなパーフルオロエーテル基の具体的な構造を一般式（８）～（１１）に示
すが、これらに限定されるものではない。一般式（８）～（１１）中、ｐおよびｑは１～
５０の整数であることが好ましく、ｋ～ｎは、それぞれ、１以上の整数を示す。また、ｌ
／ｍの値は、０．５～２．０の範囲にあることが好ましい。
【０１１４】
　ｊ＝２である場合、一般式（７）におけるパーフルオロポリエーテル基Ｒfとして、下
記の一般式（８）を例示することができる。
　　－ＣＦ2－(ＯＣ2Ｆ4)p－(ＯＣＦ2)q－ＯＣＦ2－・・・（８）
【０１１５】
　また、ｊ＝１である場合、一般式（７）におけるパーフルオロポリエーテル基Ｒfとし
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て、下記の一般式（９）～（１１）を例示することができる。但し、全てのアルキル基の
水素原子がフッ素原子に置換されている必要はなく、部分的に水素原子が含まれていても
よい。
　　Ｆ(ＣＦ2ＣＦ2ＣＦ2)k－　　　　　　　　　　・・・（９）
　　ＣＦ3(ＯＣＦ(ＣＦ3)ＣＦ2)l(ＯＣＦ2)m－　　・・・（１０）
　　Ｆ(ＣＦ(ＣＦ3)ＣＦ2)n－　　　　　　　　　・・・（１１）
【０１１６】
　また、パーフルオロポリエーテル基を含む防汚層を構成する材料として、例えば、末端
に極性基を持つパーフルオロポリエーテル（特開平９－１２７３０７号公報参照。）、特
定構造を有するパーフルオロポリエーテル基を有するアルコキシシラン化合物を含有する
防汚膜形成用組成物（特開平９－２５５９１９号公報参照。）、パーフルオロポリエーテ
ル基を有するアルコキシシラン化合物を各種材料と組み合わせて得られる表面改質剤（特
開平９－３２６２４０号公報、特開平１０－２６７０１号公報、特開平１０－１２０４４
２号公報、および特開平１０－１４８７０１号公報参照。）を用いることもできる。
【０１１７】
　Ｕは、パーフルオロポリエーテル基ＲfとＲ4とを連結する、２価の原子または原子団で
あり、特に制限はないが、合成上、炭素以外の－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｓ－といった原子ま
たは原子団が好ましい。Ｒ4は炭化水素基であり、炭素数は２～１０の範囲であることが
好ましい。具体的には、Ｒ4としてメチレン基、エチレン基、プロパン－１，３－ジイル
基等のアルキレン基や、フェニレン基を例示することができる。Ｒ5はアルコキシ基を構
成するアルキル基であり、通常は炭素数が３以下、つまり、イソプロピル基、プロピル基
、エチル基、およびメチル基を例示することができる。但し、炭素数は４以上であっても
よい。
【０１１８】
　防汚層の形成のためには、通常、フッ素系樹脂（例えば、一般式（７）で示したアルコ
キシシラン化合物）を、溶媒に希釈して用いる。この溶媒としては、特に限定されないが
、使用に当たっては、組成物の安定性、封止部材の表面に対する濡れ性、揮発性等を考慮
して決める必要がある。具体的には、エチルアルコール等のアルコール系溶剤やアセトン
等のケトン系溶剤、あるいはヘキサン等の炭化水素系溶剤等を例示することができ、更に
は、これらの単独あるいは２種以上の混合物を溶媒として用いることができる。
【０１１９】
　あるいは又、フッ素系樹脂を溶解する溶媒は、使用にあたっての組成物の安定性、封止
部材の表面に対する濡れ性、揮発性等を考慮して決定すればよく、例えば、フッ素化炭化
水素系溶媒が用いられる。フッ素化炭化水素系溶媒は、脂肪族炭化水素、環式炭化水素、
エーテル等の炭化水素系溶媒の水素原子の一部または全部をフッ素原子で置換した化合物
である。例えば、日本ゼオン社製の商品名ＺＥＯＲＯＲＡ－ＨＸＥ（沸点７８℃）、パー
フルオロヘプタン（沸点８０℃）、パーフルオロオクタン（沸点１０２℃）、アウトジモ
ント社製の商品名Ｈ－ＧＡＬＤＥＮ－ＺＶ７５（沸点７５℃）、Ｈ－ＧＡＬＤＥＮ－ＺＶ
８５（沸点８５℃）、Ｈ－ＧＡＬＤＥＮ－ＺＶ１００（沸点９５℃）、Ｈ－ＧＡＬＤＥＮ
－Ｃ（沸点１３０℃）、Ｈ－ＧＡＬＤＥＮ－Ｄ（沸点１７８℃）等のハイドロフルオロポ
リエーテル、あるいは、ＳＶ－１１０（沸点１１０℃）、ＳＶ－１３５（沸点１３５℃）
等のパーフルオロポリエーテル、住友３Ｍ社製のＦＣシリーズ等のパーフルオロアルカン
等を挙げることができる。そして、これらのフッ素化炭化水素系溶媒の中でも、上記フッ
素系化合物を溶解する溶媒として、ムラのない、膜厚が均一な防汚層を得るために、沸点
が７０～２４０℃の範囲のものを選択し、中でも、ハイドロフルオロポリエーテル（ＨＦ
ＰＥ）若しくはハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）を選択し、これらの１種を単独で、
または２種以上を混合して用いることが好ましい。沸点が低すぎると、例えば塗布ムラに
なり易い傾向があり、一方、沸点が高すぎると、乾燥し難くなり、均一な防汚層の形成が
困難となる傾向にある。ＨＦＰＥまたはＨＦＣは、上記フッ素系化合物に対する溶解性が
優れており、優れた塗布面を得ることができる。
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【０１２０】
　そして、上記フッ素系樹脂を溶媒に希釈したものを、封止部材の表面に塗布し、例えば
加熱することによって溶媒を揮発させると共に、封止部材を構成する材料と防汚層を構成
するフッ素系樹脂との結合を生じさせることで、封止部材の表面に防汚層を形成すること
ができる。塗布方法としては、通常のコーティング作業で用いられる各種の方法が適用可
能であるが、スピン塗布、スプレー塗布等を好ましく用いることができる。また、作業性
の点から紙、布等の材料に液を含浸させて、塗布する方法を採用してもよい。加熱温度は
、封止部材の耐熱性等を考慮して選定すればよく、例えばポリエチレンテレフタレート樹
脂を封止部材として用いた場合には、３０～８０℃の範囲が適当である。
【０１２１】
　一般式（７）で示されるアルコキシシラン化合物は、パーフルオロポリエーテル基を分
子中に有することにより、撥水性を有し、耐汚染性が向上している。従って、このアルコ
キシシラン化合物を含有する防汚層の形成によって、更に、封止部材の表面に耐摩耗性、
耐汚染性等の特性を付与することができる。
【０１２２】
　なお、封止部材を構成する材料と、防汚層を構成する材料との間の反応を促進するため
の触媒として、酸、塩基、リン酸エステル、および、アセチルアセトンからなる群から選
択された少なくとも１種類の材料を防汚層を構成する材料に添加することが好ましい。触
媒として、具体的には、塩酸等の酸、アンモニア等の塩基、あるいは、リン酸ジラウリル
エステル等のリン酸エステルを例示することができる。触媒の添加量として、１×１０-3

～１ｍｍｏｌ／Ｌを挙げることができる。酸または塩基を添加する場合には、アセチルア
セトンのようなカルボニル化合物を添加すると、その反応性が高まることから、防汚層を
形成するための組成物にカルボニル化合物を添加することが推奨される。このようなカル
ボニル化合物の添加量は、１×１０-1～１×１０2ｍｍｏｌ／Ｌ程度とすることができる
。このように、触媒を添加することによって、加熱（乾燥）温度を低くしても、封止部材
と防汚層との間に強い結合を形成することができる。その結果、製造プロセス的に有利に
なると共に、封止部材を構成する材料の選定範囲が広がる。
【０１２３】
　次に、実施の形態２で示した発光装置２０の封止部材２２の表面に防汚層を形成した実
例について説明する。
【０１２４】
　フッ素系樹脂として、両末端にパーフルオロポリエーテル基を有する、下記の一般式（
１２）で示されるアルコキシシラン化合物（平均分子量は約４０００）
　　Ｒf(ＣＯ－ＮＨ－Ｃ3Ｈ6－Ｓi(ＯＣＨ2ＣＨ3)3)2・・・（１２）
２重量部を、フッ素系溶剤であり、沸点が１３０℃のハイドロフルオロポリエーテル（ソ
ルベイソレクシス社製、商品名Ｈ－ＧＡＬＤＥＮ）２００重量部に溶解し、更に、触媒と
して、リン酸のパーフルオロポリエーテルエステル０．０８重量部を加えて均一な溶液と
した後、更に、メンブランフィルターで瀘過を行い、防汚層形成用の組成物を得た。そし
て、封止部材２２の表面に、防汚層形成用の組成物をスプレーを用いて塗布した後、温度
７０℃で１時間乾燥させ、封止部材２２の表面に防汚層が形成された発光装置２０を得た
。
【０１２５】
　得られた発光装置２０の封止部材２２にコーンスターチを振りかけ、エアガンでコーン
スターチの除去を試みた後、光学顕微鏡にて封止部材２２の表面を観察したところ、コー
ンスターチは完全に除去されていた。
【０１２６】
　また、フッ素系樹脂として下記の一般式（１３）で示される樹脂（平均分子量約２００
０）
　　Ｒf＝－ＣＨ2ＣＦ2(ＯＣ2Ｆ4)p(ＯＣＦ2)qＯＣＦ2－・・・（１３）
を用い、それ以外は上記と同様にして発光装置２０を得た。得られた発光装置２０の封止
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学顕微鏡にて封止部材２２の表面を観察したところ、コーンスターチは完全に除去されて
いた。
【０１２７】
　また、フッ素系樹脂として下記の一般式（１４）で示される樹脂（平均分子量約６５０
）
　　ＣＦ3(ＣＦ2)8ＣＨ2Ｓi(ＯＣ2Ｈ5)3・・・（１４）
を用い、それ以外は上記と同様にして発光装置２０を得た。得られた発光装置２０の封止
部材２２にコーンスターチを振りかけ、エアガンでコーンスターチの除去を試みた後、光
学顕微鏡にて封止部材２２の表面を観察したところ、コーンスターチは完全に除去されて
いた。
【実施例】
【０１２８】
　以下、本発明の実施例について説明するが、本発明は下記実施例に何ら限定されるもの
ではない。
【０１２９】
実施例１
　実施例１では、前記微粒子として酸化ジルコニウムＺrＯ2（屈折率２．２）のナノ粒子
を用い、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料、前記樹脂－微粒子複合体、および発光装
置を作製し、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の粘度および屈折率、前記樹脂－微粒
子複合体のマルテンス硬さ、光透過率、および線膨張率、並びに発光装置の輝度向上率を
測定した例について具体的に説明する。
【０１３０】
　実施例１では、前記第１のシロキサン系化合物として、主としてメチルフェニルシロキ
サンからなり、両末端に付加反応性炭素－炭素二重結合(Ｃ＝Ｃ)を有し、主鎖中に前記架
橋環式炭化水素であるノルボルネンの２価の基を含むシロキサン系化合物(Ｉ)（屈折率＝
１．５４、粘度＝８．０Ｐａ・ｓ）を用いた。シロキサン系化合物(Ｉ)の構成を示す化学
式を下記の化学式（１）に示す。なお、化学式（１）は、分子を構成している構造単位を
示すのみで、それらの結合順などの構造を示すものではない。
【０１３１】
　シロキサン系化合物(Ｉ)の化学式（１）：
【化６】

【０１３２】
　また、前記第２のシロキサン系化合物として、主としてメチルフェニルシロキサンから
なり、両末端および主鎖中にＳiＨ基を有するシロキサン系化合物(II)（屈折率＝１．５
１、粘度＝０．４０Ｐａ・ｓ）を用いた。シロキサン系化合物(II)の構成を示す化学式を
下記の化学式（２）に示す。
【０１３３】
　シロキサン系化合物(II)の化学式（２）：
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【化７】

【０１３４】
　また、前記表面処理剤には、前記必須の表面処理剤としてアリールオキシ基を含むカル
ボン酸である４－フェノキシ安息香酸を用い、前記追加の表面処理剤として末端に付加反
応性炭素－炭素二重結合(Ｃ＝Ｃ)を有する９－デセン酸を用いた。また、前記ヒドロシリ
ル化反応触媒として、白金族系触媒である白金のビニルシロキサン錯体を用いた。
【０１３５】
（１）ナノ粒子表面の処理
　ゾル－ゲル法で合成された粒径５ｎｍのＺrＯ2ナノ粒子１ｇをトルエン１０ｍＬに加え
、これに４－フェノキシ安息香酸１ｇと９－デセン酸０．１ｇとを添加し、ディスパーを
用いて室温で攪拌した。次に、エタノール４０ｍＬを加えた後、遠心分離を行ってナノ粒
子を沈殿させ、沈殿物を採取した。そして、この沈殿物にトルエン１０ｍＬを加えてディ
スパーで分散させた後、エタノール４０ｍＬを加え、再度、遠心分離を行ってナノ粒子を
沈殿させ、沈殿物を採取した。この洗浄と遠心分離との処理工程を３回繰り返した後、沈
殿物を回収し、真空下にて乾燥して、４－フェノキシ安息香酸および９－デセン酸によっ
て表面を被覆されたＺrＯ2ナノ粒子を得た。なお、ＺrＯ2ナノ粒子の粒径が５ｎｍである
とは、粒径の平均値をＤave、標準偏差をσとしたとき、Ｄave＋２σの値が５ｎｍを越え
ることはないことを意味する。
【０１３６】
（２）シリコーン系化合物－微粒子複合材料の調製
　次に、上記の表面処理したＺrＯ2ナノ粒子をトルエンに所定量添加し、ディスパーにて
トルエン中でＺrＯ2ナノ粒子を分散させた。これに、ＺrＯ2ナノ粒子の体積充填率が１０
％になるようにシロキサン系化合物(Ｉ)を加え、さらに白金のビニルシロキサン錯体を、
白金の質量がメチルフェニルシロキサンの質量に対して１０ｐｐｍになるように加え、攪
拌機にて均一に混合した。次に、この混合液からエバポレーター（設定温度４０℃）を用
いてトルエンを除去した。このようにして、４-フェノキシ安息香酸および９-デセン酸で
被覆されたＺrＯ2ナノ粒子が、シロキサン系化合物(Ｉ)中に分散したシリコーン系化合物
－微粒子複合材料（１）を得た。
【０１３７】
　同様に、表面処理したＺrＯ2ナノ粒子をトルエンに所定量添加し、ディスパーにてトル
エン中でＺrＯ2ナノ粒子を分散させた。これに、ＺrＯ2ナノ粒子の体積充填率が１０％に
なるようにシロキサン系化合物(II)を加え、攪拌機にて均一に混合した。次に、この混合
液からエバポレーター（設定温度４０℃）を用いてトルエンを除去した。このようにして
、４-フェノキシ安息香酸および９-デセン酸で被覆されたＺrＯ2ナノ粒子がシロキサン系
化合物(II)中に分散したシリコーン系化合物－微粒子複合材料（２）を得た。
【０１３８】
（３）硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の作製
　次に、シリコーン系化合物－微粒子複合材料（１）とシリコーン系化合物－微粒子複合
材料（２）とを１：１の質量比で配合し、攪拌、混合した後、脱泡した。
【０１３９】
（４）硬化処理：樹脂－微粒子複合体の作製
　得られた硬化性樹脂材料－微粒子複合材料を大気中、１５０℃にて５時間加熱すること
により、シロキサン系化合物(Ｉ)とシロキサン系化合物(II)とを重合させ、樹脂－微粒子
複合体を得た。
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【０１４０】
　上述した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の屈折率を、アッベ屈折率計（ＡＴＡＧＯ社
製：型番ＮＡＲ－４Ｔ）を用いて２５℃にて測定した。測定波長はナトリウムＤ線（５８
９ｎｍ）とした。また、コーンプレート型の回転式粘度計を用いて、硬化性樹脂材料－微
粒子複合材料の粘度を８０℃にて測定した。また、光路長０．５ｍｍの石英セルに硬化性
樹脂材料－微粒子複合材料を封入し、１５０℃にて５時間、大気中で加熱して硬化させた
後、得られた樹脂－微粒子複合体の光透過率を、ＵＶ－可視分光光度計（日立ハイテク社
製：型番Ｕ－３４１０）を用い、波長３５０～８００ｎｍの範囲で測定した。樹脂－微粒
子複合体のマルテンス硬さは、微小硬さ計（Fischer社製：商品名　ＰＩＣＯＤＥＮＴＯ
Ｒ、型番ＨＭ５００）を用いて測定した。光透過率の測定結果を図３に示す。また、用い
た材料を表１に、その他の測定結果を表２にまとめて示す。
【０１４１】
　Ｄ線で測定した硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の屈折率は１．６であった。また、硬
化性樹脂材料－微粒子複合材料の粘度は、８０℃にて４０Ｐａ・ｓであった。これは、硬
化性樹脂材料－微粒子複合材料を薄膜コーティング、印刷、注入等の方法で配置するのに
適した大きさである。また、図１に示すように、実施例１による樹脂－微粒子複合体の、
波長３５０～８００ｎｍの可視光域における光透過率は８５％以上であった。また、樹脂
－微粒子複合体のマルテンス硬さは７Ｎ／ｍｍ2であった。微粒子を添加していないシリ
コーン樹脂単独の場合のマルテンス硬さは、１１０Ｎ／ｍｍ2である。樹脂－微粒子複合
体のマルテンス硬さがシリコーン樹脂単独の場合より小さいのは、微粒子によってシリコ
ーン樹脂材料同士の高分子化が抑制された結果だと考えられる。なお、この樹脂－微粒子
複合体の硬度は、実用上十分な硬度である。ちなみに、ジメチルシロキサン骨格をもつシ
リコーン樹脂のマルテンス硬さは１Ｎ／ｍｍ2未満である。
【０１４２】
　表１中、粒子充填率は、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料における前記微粒子の体
積の割合のことである。被覆剤の体積を含まない、ＺrＯ2ナノ粒子単独の体積で求めた数
値である。被覆されたＺrＯ2ナノ粒子（粒径５ｎｍ）において、ＺrＯ2ナノ粒子の質量分
率はおよそ７０～８０％であり、残りのおよそ２０～３０％が表面処理剤の質量分率であ
った。
【０１４３】
（５）発光装置の作製
　発光素子として、発光波長４５５ｎｍの青色発光ダイオードを用い、実施の形態２で説
明した発光装置２０を試作し、その輝度を測定した。その結果、屈折率１．５の封止部材
１１４を用いて作製した従来の発光装置１００（図４参照。）の輝度を基準（１００％）
として、輝度が１１％向上した。
【０１４４】
実施例２～４
　実施例２～４では、前記第２のシロキサン系化合物として、下記の化学式（３）で示さ
れるシロキサン系化合物(III)を用いた。
【０１４５】
　シロキサン系化合物(III)の化学式（３）：
【化８】

【０１４６】
　また、表面処理剤は、前記必須の表面処理剤および前記追加の表面処理剤として下記の
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　　　　　　［前記必須の表面処理剤］＋［前記追加の表面処理剤］
　　実施例２：４－フェノキシ安息香酸＋９－デセン酸
　　実施例３：４－フェニル酪酸＋９－デセン酸
　　実施例４：４－フェニルブチルトリクロロシラン＋７－オクテニルトリメトキシシラ
ン
【０１４７】
　それ以外は実施例１と同様にして、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料、前記樹脂－
微粒子複合体、並びに発光装置を作製し、前記硬化性樹脂材料－微粒子複合材料の粘度お
よび屈折率、前記樹脂－微粒子複合体のマルテンス硬さ、光透過率、および線膨張率、並
びに発光装置の輝度向上率を測定した。用いた材料を表１に、測定結果を表２にまとめて
示す。
【０１４８】
比較例１
　比較例１では、表面処理剤を用いず、それ以外は実施例１と同様にして、硬化性樹脂材
料－微粒子複合材料を作製した。得られた硬化性樹脂材料－微粒子複合材料では、ＺrＯ2

ナノ粒子がシリコーン樹脂材料中で著しく凝集しており、全可視光域において透過率は１
％以下であり、屈折率は測定不可能であった。
【０１４９】
【表１】
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【０１５０】
　以上のように、本実施例の樹脂－微粒子複合体は高い透明性を有し、屈折率が高いこと
から、従来の部材に比べて発光装置の輝度を向上させることが可能になった。また、適度
な硬さを有し、更に線膨張係数が大きすぎないことから、発光装置に優れた耐久性を付与
することができる。
【０１５１】
　なお、実施例１～４において、白金族系触媒を、シロキサン系化合物(Ｉ)に添加する代
わりに、シロキサン系化合物(II)または(III)に添加しても、最終的に得られた樹脂－微
粒子複合体の特性に相違は認められなかった。
【０１５２】
　以上、本発明を実施の形態および実施例に基づいて説明したが、本発明はこれらの例に
何ら限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能であることは
言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１５３】
　本発明の硬化性樹脂材料－微粒子複合材料及びその製造方法、その硬化性樹脂材料－微
粒子複合材料が硬化してなる、無機微粒子の添加によって樹脂の特性が向上した樹脂－微
粒子複合体からなる光学材料、並びにその光学材料を用いた発光装置は、光の入出射を必
要とするすべての分野において応用することができ、光学装置、とりわけ発光装置の特性
の向上に寄与することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】本発明の実施の形態１に基づく発光装置の構造を模式的に示す断面図である。
【図２】本発明の実施の形態２に基づく発光装置の構造を模式的に示す断面図である。
【図３】本発明の実施例１によって得られた樹脂－微粒子複合体の光透過率を示すグラフ
である。
【図４】従来の発光装置の構造の一例を模式的に示す断面図である。
【符号の説明】
【０１５５】
１０…発光装置、１１…反射カップ、１２…凹部、１３…発光素子、１４…封止部材、
１５…高屈折率微粒子、２０…発光装置、２１…充填部材、２２…封止部材、
２３…高屈折率微粒子、１００…発光装置、１１４…封止部材
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