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(57)【要約】
【課題】光の取出効率に優れる光反射層付光半導体素子
、および、光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製
造方法を提供すること。
【解決手段】光反射層付光半導体素子１６の製造方法は
、電極６が設けられる電極面３、電極面３に対向し、発
光層７が設けられる発光面４、および、電極面３と発光
面４との周端縁を連結する周側面５を有する複数の光半
導体素子１の発光面４を、仮固定シート２に互いに間隔
を隔てて仮固定する工程と、光反射シート１１を互いに
隣接する光半導体素子１の第１隙間１０に充填して、光
反射層１４を複数の光半導体素子１の周側面５に形成す
る工程と、複数の光半導体素子１の周側面５に付着する
光反射層１４を除去する工程と、互いに隣接する光半導
体素子１の間において、光反射層１４を切断する工程と
を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極が設けられる電極面、前記電極面に対向し、発光層が設けられる発光面、および、
前記電極面と前記発光面との周端縁を連結する連結面を有する複数の光半導体素子の前記
電極面を、仮固定シートに互いに間隔を隔てて仮固定する工程と、
　光反射シートを互いに隣接する前記光半導体素子の第１隙間に充填して、光反射層を前
記複数の光半導体素子の前記連結面に形成する工程と、
　前記複数の光半導体素子の前記発光面に付着する前記光反射層を除去する工程と、
　互いに隣接する前記光半導体素子の間において、前記光反射層を切断する工程と
を備えることを特徴とする、光反射層付光半導体素子の製造方法。
【請求項２】
　前記光反射シートは、前記光反射シートの厚み方向に投影したときに前記複数の光半導
体素子を含むように、前記厚み方向に対する直交方向に連続する形状を有していることを
特徴とする、請求項１に記載の光反射層付光半導体素子の製造方法。
【請求項３】
　電極が設けられる電極面、前記電極面に対向し、発光層が設けられる発光面、および、
前記電極面と前記発光面との周端縁を連結する連結面を有する複数の光半導体素子の前記
電極面を、仮固定シートに互いに間隔を隔てて仮固定する工程と、
　蛍光体層を、互いに隣接する前記光半導体素子の間に第２隙間が形成されるように、前
記複数の光半導体素子の前記発光面に形成する工程と、
　光反射シートを前記第２隙間に充填して、光反射層を、前記第２隙間に面する前記蛍光
体層の側面に形成する工程と、
　前記蛍光体層の表面に付着する前記光反射層を除去する工程と、
　互いに隣接する前記蛍光体層の間において、前記光反射層を切断する工程と
を備えることを特徴とする、光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製造方法。
【請求項４】
　前記蛍光体層を形成する工程では、前記複数の光半導体素子の前記連結面にも形成する
ことを特徴とする、請求項３に記載の光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製造方法
。
【請求項５】
　前記蛍光体層を形成する工程は、
　　厚み方向に投影したときに前記複数の光半導体素子を含むように、前記厚み方向に対
する直交方向に連続する形状を有する蛍光体シートを、互いに隣接する前記光半導体素子
の第１隙間に充填する工程と、
　　互いに隣接する前記光半導体素子の間において、前記蛍光体層を、前記第２隙間が形
成されるように、切断する工程と
を備えることを特徴とする、請求項３または４に記載の光反射層および蛍光体層付光半導
体素子の製造方法。
【請求項６】
　前記蛍光体層を形成する工程では、厚み方向に投影したときに前記複数の光半導体素子
の前記発光面に対応するパターンを有する蛍光体シートを、前記複数の光半導体素子の前
記発光面に配置し、
　前記光反射層を形成する工程では、前記複数の光半導体素子の前記連結面に形成するこ
とを特徴とする、請求項３または４に記載の光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製
造方法。
【請求項７】
　前記光反射シートは、前記光反射シートの厚み方向に投影したときに前記複数の光半導
体素子を含むように、前記厚み方向に対する直交方向に連続する形状を有していることを
特徴とする、請求項３～６のいずれか一項に記載の光反射層および蛍光体層付光半導体素
子の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光反射層付光半導体素子、および、光反射層および蛍光体層付光半導体素子
の製造方法、詳しくは、光反射層および光半導体素子を備える光反射層付光半導体素子の
製造方法、および、光反射層、蛍光体層および光半導体素子を備える、光反射層および蛍
光体層付光半導体素子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の発光素子のそれぞれの側面に、光反射性粒子を含有する被覆部材を配置す
る方法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１では、まず、複数の発光素子を、基板に、面方向に互いに間隔を隔ててフリ
ップチップ実装し、その後、ディスペンサ（液体定量吐出装置）により、光反射性粒子を
含有する液状の樹脂を、隣接する発光素子の間に、ポッティング（滴下）して、被覆部材
を複数の発光素子の側面に配置している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２３８８４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、被覆部材を、シートから形成することが試案されており、具体的には、被覆シー
トによって複数の発光素子を埋設することが試案されている。
【０００６】
　しかし、このような試案では、発光素子の上面に被覆部材が付着する。そうすると、発
光素子から上側に向かって発光された光は、被覆部材により反射され、そのため、効率的
に外部に取り出されないという不具合がある。
【０００７】
　本発明の目的は、光の取出効率に優れる光反射層付光半導体素子、および、光反射層お
よび蛍光体層付光半導体素子の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明（１）は、電極が設けられる電極面、前記電極面に対向し、発光層が設けられる
発光面、および、前記電極面と前記発光面との周端縁を連結する連結面を有する複数の光
半導体素子の前記電極面を、仮固定シートに互いに間隔を隔てて仮固定する工程と、光反
射シートを互いに隣接する前記光半導体素子の第１隙間に充填して、光反射層を前記複数
の光半導体素子の前記連結面に形成する工程と、前記複数の光半導体素子の前記発光面に
付着する前記光反射層を除去する工程と、互いに隣接する前記光半導体素子の間において
、前記光反射層を切断する工程とを備える、光反射層付光半導体素子の製造方法を含む。
【０００９】
　この方法によれば、複数の光半導体素子の発光面に付着する光反射層を除去するので、
複数の光半導体素子の発光面から発光された光を効率的に取り出すことができる。
【００１０】
　また、本発明（２）は、前記光反射シートは、前記光反射シートの厚み方向に投影した
ときに前記複数の光半導体素子を含むように、前記厚み方向に対する直交方向に連続する
形状を有している、（１）に記載の光反射層付光半導体素子の製造方法を含む。
【００１１】
　この方法によれば、光反射シートは、光反射シートの厚み方向に投影したときに複数の
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光半導体素子を含むように、厚み方向に対する直交方向に連続する形状を有しているので
、光反射シートを第１隙間に簡便に充填することができる。
【００１２】
　本発明（３）は、電極が設けられる電極面、前記電極面に対向し、発光層が設けられる
発光面、および、前記電極面と前記発光面との周端縁を連結する連結面を有する複数の光
半導体素子の前記電極面を、仮固定シートに互いに間隔を隔てて仮固定する工程と、蛍光
体層を、互いに隣接する前記光半導体素子の間に第２隙間が形成されるように、前記複数
の光半導体素子の前記発光面に形成する工程と、光反射シートを前記第２隙間に充填して
、光反射層を、前記第２隙間に面する前記蛍光体層の側面に形成する工程と、前記蛍光体
層の表面に付着する前記光反射層を除去する工程と、互いに隣接する前記蛍光体層の間に
おいて、前記光反射層を切断する工程とを備える、光反射層および蛍光体層付光半導体素
子の製造方法を含む。
【００１３】
　この方法によれば、蛍光体層の表面に付着する光反射層を除去するので、複数の光半導
体素子の発光面から発光され、蛍光体層によって波長変換された光を効率的に取り出すこ
とができる。
【００１４】
　また、本発明（４）は、光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製造方法において、
前記蛍光体層を形成する工程では、前記複数の光半導体素子の前記連結面にも形成する、
（３）に記載の光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製造方法を含む。
【００１５】
　この方法によれば、光反射層および蛍光体層付光半導体素子における光半導体素子の連
結面にも蛍光体層を形成するので、光半導体素子の連結面から発光された光を効率的に波
長変換することができ、その後、かかる光を、第２隙間に面する蛍光体層の側面に形成さ
れた光反射層によって、確実に反射させることができる。
【００１６】
　また、本発明（５）は、前記蛍光体層を形成する工程は、厚み方向に投影したときに前
記複数の光半導体素子を含むように、前記厚み方向に対する直交方向に連続する形状を有
する蛍光体シートを、互いに隣接する前記光半導体素子の第１隙間に充填する工程と、互
いに隣接する前記光半導体素子の間において、前記蛍光体層を、前記第２隙間が形成され
るように、切断する工程とを備える、（３）または（４）に記載の光反射層および蛍光体
層付光半導体素子の製造方法を含む。
【００１７】
　この方法によれば、蛍光体シートを第１隙間に簡便に充填し、次いで、第２隙間を簡単
に形成することができる。
【００１８】
　また、本発明（６）は、前記蛍光体層を形成する工程では、厚み方向に投影したときに
前記複数の光半導体素子の前記発光面に対応するパターンを有する蛍光体シートを、前記
複数の光半導体素子の前記発光面に配置し、前記光反射層を形成する工程では、前記複数
の光半導体素子の前記連結面に形成する、（３）または（４）に記載の光反射層および蛍
光体層付光半導体素子の製造方法を含む。
【００１９】
　この方法によれば、光反射層を複数の光半導体素子の連結面に形成するので、光半導体
素子の連結面から発光された光を光反射層によって効率的に反射させることができる。
【００２０】
　また、本発明（７）は、前記光反射シートは、前記光反射シートの厚み方向に投影した
ときに前記複数の光半導体素子を含むように、前記厚み方向に対する直交方向に連続する
形状を有している、（３）～（６）のいずれか一項に記載の光反射層および蛍光体層付光
半導体素子の製造方法を含む。
【００２１】



(5) JP 2016-174148 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

　この方法によれば、光反射シートは、光反射シートの厚み方向に投影したときに複数の
光半導体素子を含むように、厚み方向に対する直交方向に連続する形状を有しているので
、光反射シートを第２隙間に簡便に充填することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の光反射層付光半導体素子の製造方法によれば、複数の光半導体素子の発光面か
ら発光された光を効率的に取り出すことができる。
【００２３】
　本発明の光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製造方法によれば、複数の光半導体
素子の発光面から発光され、蛍光体層によって波長変換された光を効率的に取り出すこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１Ａ～図１Ｅは、本発明の光反射層付光半導体素子の製造方法の一実施形態の
工程図であり、図１Ａは、仮固定工程、図１Ｂは、光反射シート充填工程、図１Ｃは、第
１付着部分除去工程、図１Ｄは、切断工程、図１Ｅは、剥離工程を示す。
【図２】図２は、図１Ａ～図１Ｅに示す方法により得られた光反射層付光半導体素子を備
える光半導体装置の断面図を示す。
【図３】図３は、第１実施形態の変形例であって、開口部が形成された光反射シートを用
いる態様を示す。
【図４】図４Ａ～図４Ｄは、本発明の光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製造方法
の一実施形態（第２実施形態）の工程図であり、図４Ａは、仮固定工程、図４Ｂは、蛍光
体シート充填工程、図４Ｃは、蛍光体層除去工程、図４Ｄは、光反射シート充填工程を示
す。
【図５】図５Ｅ～図５Ｇは、図４Ｄに引き続き、本発明の光反射層および蛍光体層付光半
導体素子の製造方法の一実施形態（第２実施形態）の工程図であり、図５Ｅは、第２付着
部分除去工程、図５Ｆは、切断工程、図５Ｇは、剥離工程を示す。
【図６】図６は、図４Ａ～図５Ｇに示す方法により得られた光反射層および蛍光体層付光
半導体素子を備える光半導体装置の断面図を示す。
【図７】図７は、第２実施形態の変形例であって、開口部が形成された光反射シートを用
いる態様を示す。
【図８】図８Ａ～図８Ｃは、本発明の光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製造方法
の他の実施形態（第３実施形態）の工程図であり、図８Ａは、仮固定工程、図８Ｂは、蛍
光体シート積層工程、図８Ｃは、光反射シート充填工程を示す。
【図９】図９Ｄ～図９Ｆは、図８Ｃに引き続き、本発明の光反射層および蛍光体層付光半
導体素子の製造方法の他の実施形態（第３実施形態）の工程図であり、図９Ｄは、第２付
着部分除去工程、図９Ｅは、切断工程、図９Ｆは、剥離工程を示す。
【図１０】図１０は、図８Ａ～図９Ｆに示す方法により得られた光反射層および蛍光体層
付光半導体素子を備える光半導体装置の断面図を示す。
【図１１】図１１Ａ～図１１Ｄは、本発明の光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製
造方法の一実施形態（第４実施形態）の工程図であり、図１１Ａが、蛍光体シート充填工
程、図１１Ｂが、蛍光体層除去工程、図１１Ｃが、光反射シート充填工程図１１Ｄが、剥
離シートを除去する工程を示す。
【図１２】図１２Ｅ～図１２Ｇは、図１１Ｄに引き続き、本発明の光反射層および蛍光体
層付光半導体素子の製造方法の一実施形態（第４実施形態）の工程図であり、図１２Ｅが
、第２付着部分除去工程、図１２Ｆが、切断工程、図１２Ｇが、剥離工程を示す。
【図１３】図１３は、図１１Ａ～図１２Ｇに示す方法により得られた光反射層および蛍光
体層付光半導体素子を備える光半導体装置の断面図を示す。
【図１４】図１４Ａ～図１４Ｃは、光反射シートの硬度の測定の工程図であり、図１４Ａ
は、軟物質硬度計および光反射シートをそれぞれ用意する工程、図１４Ｂは、センサーヘ
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ッドを光反射シートに対して初期荷重で負荷する工程、図１４Ｃは、センサーヘッドを光
反射シートに対して本荷重で負荷する工程を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　　＜第１実施形態＞
　図１Ａ～図１Ｅにおいて、紙面上下方向は、上下方向（第１方向、厚み方向の一例）で
あり、紙面上側が上側（第１方向一方側、厚み方向一方側）、紙面下側が下側（第１方向
他方側、厚み方向他方側）である。紙面左右方向は、左右方向（第１方向に直交する第２
方向、厚み方向に対する直交方向の一例）であり、紙面左側が左側（第２方向一方側）、
紙面右側が右側（第２方向他方側）である。紙厚方向は、前後方向（第１方向および第２
方向に直交する第３方向、厚み方向に対する直交方向の一例）であり、紙面手前側が前側
（第３方向一方側）、紙面奥側が後側（第３方向他方側）である。具体的には、各図の方
向矢印に準拠する。
【００２６】
　本発明の第１実施形態（光反射層付光半導体素子の製造方法の一実施形態）は、仮固定
工程（図１Ａ参照）と、光反射シート充填工程（図１Ｂ参照）と、第１付着部分除去工程
（図１Ｃ参照）と、切断工程（図１Ｄ参照）と、剥離工程（図１Ｅ参照）とを備える。以
下、各工程を説明する。
【００２７】
　１．　仮固定工程
　図１Ａに示すように、仮固定工程は、複数の光半導体素子１を、仮固定シート２に互い
に間隔を隔てて仮固定する工程である。
【００２８】
　光半導体素子１は、例えば、電気エネルギーを光エネルギーに変換するＬＥＤやＬＤで
ある。好ましくは、光半導体素子１は、青色光を発光する青色ＬＥＤ（発光ダイオード素
子）である。一方、光半導体素子１は、光半導体素子とは技術分野が異なるトランジスタ
などの整流器（半導体素子）を含まない。
【００２９】
　光半導体素子１は、前後方向および左右方向に沿う略平板形状を有している。光半導体
素子１は、電極面３と、発光面４と、連結面の一例としての周側面５とを有している。
【００３０】
　電極面３は、光半導体素子１における下面であって、電極６が形成されている面である
。
【００３１】
　発光面４は、光半導体素子１における上面であって、電極面３に対して上側に間隔を隔
てて対向配置されている。発光面４は、平坦な形状を有している。発光面４には、光半導
体素子１の上部に配置される発光層７が設けられている。なお、発光層７は、図１Ｂ～図
１Ｅにおいて、光半導体素子１と後述する光反射層１４との相対配置を明確にするために
、省略している。
【００３２】
　周側面５は、電極面３の周端縁と、対向面４の周端縁とを連結している。
【００３３】
　光半導体素子１の寸法は、適宜設定されており、具体的には、厚み（高さ）が、例えば
、０．１μｍ以上、好ましくは、０．２μｍ以上であり、また、例えば、５００μｍ以下
、好ましくは、２００μｍ以下である。光半導体素子１の前後方向および／または左右方
向における長さＬ１は、例えば、０．２ｍｍ以上、好ましくは、０．５ｍｍ以上であり、
また、例えば、３．００ｍｍ以下、好ましくは、２．００ｍｍ以下である。
【００３４】
　仮固定シート２は、支持板８と、支持板８の上に配置される感圧接着剤層９とを備えて
いる。
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【００３５】
　支持板８としては、例えば、ポリエチレンフィルム、ポリエステルフィルム（ＰＥＴな
ど）などのポリマーフィルム、例えば、セラミックスシート、例えば、金属箔などが挙げ
られる。支持板８の厚みは、例えば、１μｍ以上、好ましくは、１０μｍ以上であり、ま
た、例えば、２，０００μｍ以下、好ましくは、１，０００μｍ以下である。
【００３６】
　感圧接着剤層９は、支持板８の上面全面に配置されている。感圧接着剤層９は、支持板
８の上面において、シート形状を有している。感圧接着剤層９は、例えば、処理（例えば
、紫外線の照射や加熱など）によって感圧接着力が低減するような感圧接着剤から形成さ
れている。また、感圧接着剤層９には、感圧接着剤層９の機械強度を向上させるための支
持層（図示せず）が、感圧接着剤層９の厚み方向途中に介在されていてもよい。支持層と
しては、例えば、ポリエチレンフィルム、ポリエステルフィルム（ＰＥＴなど）などのポ
リマーフィルムなどが挙げられる。感圧接着剤層９の総厚みは、例えば、１μｍ以上、好
ましくは、１０μｍ以上であり、また、例えば、１，０００μｍ以下、好ましくは、５０
０μｍ以下である。
【００３７】
　仮固定工程では、図１Ａに示すように、複数の光半導体素子１を、前後方向および左右
方向に互いに間隔を隔てて、仮固定シート２の上に仮固定する。具体的には、複数の光半
導体素子１の電極面３を、次に述べる間隔Ｌ０およびピッチＬ２が確保されるように、感
圧接着剤層９の上面に感圧接着する。また、複数の光半導体素子１を、発光層７が上側に
向かうように、仮固定シート２に仮固定する。なお、図１Ａでは、電極６のみが、感圧接
着剤層９に接触しているが、電極６以外の電極面３が、感圧接着剤層９に接触してもよい
。
【００３８】
　互いに隣接する光半導体素子１の間の間隔（前後方向および／または左右方向における
間隔）Ｌ０は、例えば、０．０５ｍｍ以上、好ましくは、０．１ｍｍ以上であり、また、
例えば、１．５０ｍｍ以下、好ましくは、０．８０ｍｍ以下である。互いに隣接する光半
導体素子１のピッチＬ２、具体的には、上記した長さＬ１および間隔Ｌ０の和（Ｌ１＋Ｌ
０）は、例えば、０．２５ｍｍ以上、好ましくは、０．６０ｍｍ以上であり、また、例え
ば、３．００ｍｍ以下、好ましくは、２．００ｍｍ以下である。
【００３９】
　これにより、複数の光半導体素子１を、感圧接着剤層９を介して、支持板８に支持させ
る。また、互いに隣接する光半導体素子１の間には、第１隙間１０が形成される。
【００４０】
　第１隙間１０は、間隔Ｌ０に対応する寸法を有し、図１Ａにおいて図示されないが、平
面視において、略碁盤目形状を有している。
【００４１】
　２．　光反射シート充填工程
　図１Ｂに示すように、光反射シート充填工程を、仮固定工程（図１Ａ参照）の後に実施
する。
【００４２】
　光反射シート充填工程では、光反射シート１１を第１隙間１０に充填する。
【００４３】
　光反射シート１１は、図１Ａに示すように、光反射部材１３に備えられている。
【００４４】
　光反射部材１３は、剥離シート１２と、剥離シート１２に支持される光反射シート１１
とを備える。好ましくは、光反射部材１３は、剥離シート１２と、光反射シート１１との
みからなる。
【００４５】
　剥離シート１２は、上記した支持板８と同じ材料からなり、前後方向および左右方向に
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連続する層（平板）形状を有している。剥離シート１２の厚みは、例えば、１μｍ以上、
好ましくは、１０μｍ以上であり、また、例えば、２，０００μｍ以下、好ましくは、１
，０００μｍ以下である。剥離シート１２の前後方向長さおよび左右方向長さは、次に説
明する光反射シート１１のそれらに対して大きいかまたはそれらと同じ大きさに設定され
ている。
【００４６】
　光反射シート１１は、剥離シート１２の下面に配置されている。光反射シート１１は、
前後方向および左右方向に連続する層（平板）形状を有している。具体的には、光反射シ
ート１１は、光反射部材１３を、仮固定シート２に仮固定された複数の光半導体素子１の
上側に対向させて、そして、それらを厚み方向に投影したときに、複数の光半導体素子１
を含む大きさ（前後方向長さおよび左右方向長さ）に設定されている。
【００４７】
　また、光反射シート１１の体積Ｖ１（つまり、光反射シート１１の厚み×前後方向長さ
×左右方向長さ）は、好ましくは、第１隙間１０の総体積Ｖ０に対して大きいかまたはそ
れと同じに設定されている。より好ましくは、光反射シート１１の体積Ｖ１は、第１隙間
１０の総体積Ｖ０に対して大きい。この場合には、光反射シート１１を第１隙間１０に簡
易かつ確実に充填することができる。
【００４８】
　具体的には、光反射シート１１の体積Ｖ１は、第１隙間１０の総体積Ｖ０に対して、例
えば、９５％以上、好ましくは、１０３％以上、また、例えば、１２０％以下、好ましく
は、１１０％以下である。
【００４９】
　光反射シート１１の厚みは、例えば、５０μｍ以上、好ましくは、１００μｍ以上であ
り、また、例えば、１，０００μｍ以下、好ましくは、４５０μｍ以下である。
【００５０】
　光反射シート１１は、例えば、光反射成分および樹脂を含有する光反射組成物から調製
されている。
【００５１】
　光反射成分としては、例えば、無機粒子、有機粒子などの光反射粒子が挙げられる。
【００５２】
　無機粒子としては、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、複合無機酸化
物粒子（ガラスなど）などの酸化物、例えば、鉛白（塩基性炭酸鉛）、炭酸カルシウムな
どの炭酸塩、例えば、カオリンなどの粘土鉱物などが挙げられる。好ましくは、酸化物が
挙げられる。
【００５３】
　有機粒子としては、例えば、アクリル系樹脂粒子、スチレン系樹脂粒子、アクリル－ス
チレン系樹脂粒子、シリコーン系樹脂粒子、ポリカーボネート系樹脂粒子、ベンゾグアナ
ミン系樹脂粒子、ポリオレフィン系樹脂粒子、ポリエステル系樹脂粒子、ポリアミド系樹
脂粒子、ポリイミド系樹脂粒子などが挙げられる。好ましくは、アクリル系樹脂粒子が挙
げられる。
【００５４】
　光反射成分の含有割合は、光反射組成物に対して、例えば、１質量％以上、好ましくは
、３質量％以上であり、また、例えば、８０質量％以下、好ましくは、７５質量％以下で
ある。
【００５５】
　樹脂は、光反射組成物において光反射成分を均一に分散させるマトリクスであって、例
えば、加熱されたときに光反射シート１１を第１隙間１０に充填できる粘度（後述）を光
反射シート１１に付与する成分である。樹脂としては、例えば、硬化性樹脂、熱可塑性樹
脂が挙げられる。好ましくは、硬化性樹脂が挙げられる。硬化性樹脂としては、２段反応
硬化性樹脂、１段反応硬化性樹脂などの熱硬化性樹脂が挙げられる。
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【００５６】
　２段反応硬化性樹脂は、２つの反応機構を有しており、第１段の反応で、Ａステージ状
態からＢステージ化（半硬化）し、次いで、第２段の反応で、Ｂステージ状態からＣステ
ージ化（完全硬化）することができる。つまり、２段反応硬化性樹脂は、適度の加熱条件
によりＢステージ状態となることができる熱硬化性樹脂である。Ｂステージ状態は、熱硬
化性樹脂が、液状であるＡステージ状態と、完全硬化したＣステージ状態との間の状態で
あって、硬化およびゲル化がわずかに進行し、圧縮弾性率がＣステージ状態の圧縮弾性率
よりも小さい半固体状態または固体状態である。
【００５７】
　１段反応硬化性樹脂は、１つの反応機構を有しており、第１段の反応で、Ａステージ状
態からＣステージ化（完全硬化）することができる。このような１段反応硬化性樹脂は、
第１段の反応の途中で、その反応が停止して、Ａステージ状態からＢステージ状態となる
ことができ、その後のさらなる加熱によって、第１段の反応が再開されて、Ｂステージ状
態からＣステージ化（完全硬化）することができる熱硬化性樹脂を含む。つまり、かかる
熱硬化性樹脂は、Ｂステージ状態となることができる熱硬化性樹脂を含む。また、１段反
応硬化性樹脂は、１段の反応の途中で停止するように制御できず、つまり、Ｂステージ状
態となることができず、一度に、Ａステージ状態からＣステージ化（完全硬化）する熱硬
化性樹脂を含むこともできる。
【００５８】
　好ましくは、熱硬化性樹脂としては、Ｂステージ状態となることができる熱硬化性樹脂
が挙げられる。
【００５９】
　Ｂステージ状態となることができる熱硬化性樹脂としては、例えば、シリコーン樹脂、
エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹
脂、不飽和ポリエステル樹脂などが挙げられる。Ｂステージ状態となることができる熱硬
化性樹脂としては、好ましくは、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂が挙げられ、より好まし
くは、シリコーン樹脂が挙げられる。
【００６０】
　シリコーン樹脂としては、例えば、フェニル基を分子内に含むフェニル系シリコーン樹
脂、例えば、メチル基を分子内に含むメチル系シリコーン樹脂などが挙げられる。
【００６１】
　Ｂステージ状態のフェニル系シリコーン樹脂は、加熱により、一旦、融解または液化し
た後、完全硬化する。一方、Ｂステージ状態のメチル系シリコーン樹脂は、加熱により、
一旦、軟化または可塑化した後、完全硬化する。
【００６２】
　Ｂステージ状態のフェニル系シリコーン樹脂は、Ｂステージ状態のメチル系シリコーン
樹脂に比べて、図１Ｂに示す光反射シート充填工程において第１付着部分１７（後述）を
形成し易い。
【００６３】
　つまり、Ｂステージ状態のシリコーン樹脂は、昇温とともに、粘度が次第に降下し、そ
の後、昇温を継続すると、粘度が次第に上昇し、Ｃステージ状態のシリコーン樹脂となる
。
【００６４】
　上記した熱硬化性樹脂は、同一種類または複数種類のいずれでもよい。
【００６５】
　樹脂の配合割合は、光反射組成物に対して、例えば、１０質量％以上、好ましくは、２
５質量％以上であり、また、例えば、９９質量％以下、好ましくは、９７質量％以下であ
る。
【００６６】
　光反射組成物には、添加剤を、適宜の割合で含有することもできる。



(10) JP 2016-174148 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

【００６７】
　光反射シート１１を形成するには、例えば、まず、光反射成分と、樹脂と、必要により
添加される添加剤とを配合して、光反射組成物のワニスを調製する。続いて、ワニスを、
剥離シート１２の表面に塗布する。その後、光反射組成物が、Ｂステージ状態となること
ができる熱硬化性樹脂を含有する場合には、光反射組成物を、Ｂステージ化する（半硬化
させる）。具体的には、光反射組成物を、加熱する。
【００６８】
　加熱温度は、例えば、５０℃以上、好ましくは、７０℃以上であり、また、例えば、１
２０℃以下、好ましくは、１００℃以下である。加熱時間は、例えば、５分以上、好まし
くは、１０分以上であり、また、例えば、２０分以下、好ましくは、１５分以下である。
【００６９】
　これにより、光反射シート１１を形成する。好ましくは、Ｂステージ状態の光反射シー
ト１１を、剥離シート１２の表面に形成する。
【００７０】
　光反射シート１１の６０℃における溶融粘度は、例えば、４０Ｐａ・ｓ以上であり、例
えば、１，０００Ｐａ・ｓ以下、好ましくは、３００Ｐａ・ｓ以下である。溶融粘度は、
Ｅ型粘度計を用いて測定される。
【００７１】
　６０℃における溶融粘度が上記した上限以下であれば、熱プレス（後述）によって、光
反射シート１１の粘度を十分に降下させて、光反射シート１１を第１隙間１０へ迅速かつ
確実に充填することができる。一方、６０℃における溶融粘度が上記した下限以上であれ
ば、光反射シート１１が過度に柔らかくなることを抑制して、光反射シート１１が、光半
導体素子１から離れるように外部に向かって流動することを抑制することができる。
【００７２】
　次いで、図１Ｂに示すように、光反射シート充填工程では、光反射部材１３を、仮固定
シート２および光半導体素子１に対して、圧着する。
【００７３】
　具体的には、光反射部材１３、仮固定シート２および光半導体素子１を、光反射シート
１１と光半導体素子１とが厚み方向に対向するように、プレス機にセットして、それらを
、例えば、熱プレスする。
【００７４】
　熱プレスの条件は、適宜設定される。熱プレスの温度は、６０℃以上、好ましくは、７
０℃以上であり、また、２００℃以下、好ましくは、１８０℃以下である。熱プレスの圧
力は、例えば、０．０１ＭＰａ以上、好ましくは、０．１０ＭＰａ以上であり、また、例
えば、１０．００ＭＰａ以下、好ましくは、５．００ＭＰａ以下である。熱プレスの時間
は、例えば、１分以上、好ましくは、３分以上であり、また、例えば、６０分以下、好ま
しくは、３０分以下である。また、熱プレスは、複数回実施することができる。
【００７５】
　この熱プレスによって、光反射シート１１（光反射組成物）が第１隙間１０に充填され
る。
【００７６】
　これによって、光反射組成物（光反射シート１１）からなる光反射層１４が、第１隙間
１０に充填された形状で、形成される。なお、光反射層１４において、第１隙間１０に充
填された部分は、第１充填部分３３である。
【００７７】
　光反射層１４（第１充填部分３３）は、光半導体素子１の周側面５を被覆している。つ
まり、光反射層１４は、複数の光半導体素子１の周側面５に形成されている。また、光反
射層１４は、光半導体素子１の電極面３において、電極６から露出する面も被覆している
。さらに、光反射層１４は、光半導体素子１の発光面４に、被覆して付着している。光反
射層１４において、発光面４に付着する部分は、第１付着部分１７である。
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【００７８】
　一方、光反射層１４は、平坦な上面１５を有している。詳しくは、第１付着部分１７の
上面１５と、第１充填部分３３の上に位置する部分（隣接する第１付着部分１７の間に位
置する部分）の上面１５とは、前後方向および左右方向に面一である。
【００７９】
　第１付着部分１７の厚みＴ１は、例えば、１μｍ以上であり、また、例えば、５００μ
ｍ以下、さらには２００μｍ以下である。
【００８０】
　その後、図１Ｂの矢印で示すように、剥離シート１２を光反射層１４から剥離する。具
体的には、剥離シート１２を、光反射層１４の上面１５から引き剥がす。
【００８１】
　そうすると、光反射層１４の上面１５が露出する。
【００８２】
　これによって、複数の光半導体素子１と、第１充填部分３３および第１付着部分１７を
有する光反射層１４とを備える光反射層付光半導体素子１６を、電極面３が仮固定シート
２に仮固定された状態で、得る。光反射層付光半導体素子１６の上面は、光反射層１４の
上面１５からなり、具体的には、光半導体素子１の発光面４が光反射層１４に被覆されて
いる。
【００８３】
　これによって、光半導体素子１と、光反射層１４とを備える光反射層付光半導体素子１
６を、仮固定シート２に仮固定された状態で、得る。
【００８４】
　３．　第１付着部分除去工程
　図１Ｃに示すように、第１付着部分除去工程を、光反射シート充填工程（図１Ｂ参照）
の後に実施する。
【００８５】
　第１付着部分除去工程では、第１付着部分１７を除去する。
【００８６】
　第１付着部分１７を除去するには、例えば、図１Ｃに示すように、（１）感圧接着シー
ト１８を用いる方法、例えば、図示しないが、（２）溶媒を用いる方法、例えば、図示し
ないが、（３）研磨部材を用いる方法が採用される。以下、各方法を説明する。
【００８７】
　　（１）感圧接着シート１８を用いる方法
　感圧接着シート１８は、感圧接着剤から調製されており、前後方向および左右方向に連
続するシート形状を有している。感圧接着シート１８の大きさは、例えば、感圧接着シー
ト１８を、厚み方向に投影したときに、第１付着部分１７を含むことができる大きさに設
定されている。感圧接着剤としては、例えば、アクリル系感圧接着剤、ゴム系感圧接着剤
、シリコーン系感圧接着剤、ウレタン系感圧接着剤、ポリアクリルアミド系感圧接着剤な
どが挙げられる。また、感圧接着シート１８は、支持材などで支持されていてもよい。感
圧接着シート１８の２５℃における粘着力（１８０℃剥離接着力）は、例えば、７．５（
Ｎ／２０ｍｍ）以上、好ましくは、１０．０（Ｎ／２０ｍｍ）以上であり、また、例えば
、１００（Ｎ／２０ｍｍ）以下、好ましくは、２０．０（Ｎ／２０ｍｍ）以下である。粘
着力は、感圧接着シート１８を２０ｍｍ幅に切り出し、これを、シリコーンウェハーに感
圧接着し、その後、感圧接着シート１８を、剥離速度１００ｍｍ／分、剥離角度１８０℃
で剥離試験したときの接着力として測定される。
【００８８】
　感圧接着シート１８を用いる方法では、感圧接着シート１８の感圧接着面（感圧接着シ
ート１８が支持材が支持されている場合には、まず、支持材によって支持される面に対す
る逆側面）を、第１付着部分１７を含む光反射層１４の上面１５に対向配置し、第１付着
部分１７に感圧接着し、続いて、第１付着部分１７を、発光面４から引き剥がす。具体的
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には、図１Ｂの右側部分に示すように、まず、感圧接着シート１８を下降させ、続いて、
図１Ｂの中央部分に示すように、感圧接着シート１８を第１付着部分１７に対して感圧接
着し、その後、図１Ｂの左側部分に示すように、感圧接着シート１８を第１付着部分１７
とともに、上昇させる（引き上げる）。
【００８９】
　第１付着部分１７は、第１付着部分１７と発光面４との界面で剥離し、感圧接着シート
１８に追従する。また、第１付着部分１７の剥離が一回で完了しない時には、上記動作を
複数回繰り返し、これによって第１付着部分１７の剥離を完了させる。このとき、光反射
層１４において、第１充填部分３３の上に位置する部分も、第１付着部分１７とともに、
感圧接着シート１８に追従する。つまり、光反射層１４において、第１付着部分１７と、
第１充填部分３３の上に位置する部分とが、除去される。すなわち、光反射層１４におい
て、前後方向および左右方向に投影したときに、発光面４より上に位置する部分３４（上
層部分３４）が、除去される。光反射層１４の上層部分３４の除去によって、第１充填部
分３３の上面１５は、発光面４と、前後方向および左右方向に面一となる。つまり、第１
充填部分３３の上面１５と、発光面４とが、同一平面を形成する。
【００９０】
　その後、樹脂が熱硬化性樹脂（Ｂステージの熱硬化性樹脂）である場合には、光反射層
１４を、加熱して硬化（完全硬化）させる。
【００９１】
　加熱温度は、例えば、１００℃以上、好ましくは、１２０℃以上であり、また、例えば
、２００℃以下、好ましくは、１５０℃以下である。また、加熱時間が、例えば、１０分
以上、好ましくは、３０分以上であり、また、例えば、１８０分以下、好ましくは、１２
０分以下である。
【００９２】
　　（２）溶媒を用いる方法
　この方法では、具体的には、溶媒、および、感圧接着シート１８を併用する。
【００９３】
　溶媒としては、例えば、第１付着部分１７を形成する光反射組成物を完全または部分的
に溶解または分散させることができる溶媒が選択される。具体的には、溶媒としては、有
機溶媒、水系溶媒が挙げられる。有機溶媒としては、例えば、メタノール、エタノールな
どのアルコール、例えば、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン、例えば、ヘキサ
ンなどの脂肪族炭化水素、例えば、トルエンなどの芳香族炭化水素、例えば、テトラヒド
ロフランなどのエーテルなどが挙げられる。好ましくは、アルコール、芳香族炭化水素が
挙げられる。
【００９４】
　感圧接着シート１８は、（１）で説明した感圧接着シート１８が挙げられる。
【００９５】
　この方法では、まず、樹脂が熱硬化性樹脂（Ｂステージの熱硬化性樹脂）である場合に
は、光反射層１４を、加熱して硬化（完全硬化）させる。
【００９６】
　この方法では、次いで、上記した溶媒を布に吸収させ、その布によって、硬化した光反
射層１４の上面１５を拭く。なお、この溶媒によって、光反射層１４の上面１５を拭いて
も、第１付着部分１７が残存する。
【００９７】
　その後、残存する第１付着部分１７を（１）で説明した感圧接着シート１８を用いて除
去する。
【００９８】
　これによって、第１付着部分１７を含む上層部分３４が除去される。
【００９９】
　　（３）研磨部材を用いる方法
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　研磨部材としては、バフなどの布、ブラシ、ウォーターブラストなどが挙げられる。
【０１００】
　研磨部材によって、光反射層付光半導体素子１６における光反射層１４の上面１５を研
磨する。これによって、第１付着部分１７を含む上層部分３４が除去される。
【０１０１】
　（３）の方法では、研磨部材による上面１５の研磨のタイミングは、樹脂が熱硬化性樹
脂（Ｂステージの熱硬化性樹脂）である場合には、光反射層１４の硬化の前後のいずれで
あってもよい。
【０１０２】
　４．　切断工程
　図１Ｄに示すように、切断工程を、第１付着部分除去工程（図１Ｃ参照）の後に実施す
る。
【０１０３】
　切断工程では、互いに隣接する光半導体素子１の間において、光反射層１４を切断する
。つまり、切断工程では、第１充填部分３３を切断する。これにより、光反射層付光半導
体素子１６において、複数の光半導体素子１を個片化する。
【０１０４】
　光反射層１４（第１充填部分３３）を切断するには、例えば、円盤状のダイシングソー
（ダイシングブレード）１９を用いるダイシング装置、例えば、カッターを用いるカッテ
ィング装置、例えば、レーザー照射装置などの切断装置が用いられる。好ましくは、ダイ
シング装置が用いられる。ダイシングソー１９の刃厚Ｔ３は、例えば、１０μｍ以上、好
ましくは、２０μｍ以上であり、また、例えば、２００μｍ以下、好ましくは、１００μ
ｍ以下である。
【０１０５】
　光反射層１４（第１充填部分３３）の切断によって、光反射層１４には、互いに隣接す
る光半導体素子１の間において、前後方向および左右方向に沿って整列する切断溝２０が
形成される。切断溝２０は、光反射層１４を厚み方向に貫通している。切断溝２０は、図
１Ｄにおいて図示されないが、平面視において、略碁盤目形状を有している。なお、切断
溝２０は、図１Ｄにおける部分拡大図に示すように、感圧接着剤層９にも形成されていて
もよい。その場合には、切断溝２０の下端部は、感圧接着剤層９の厚み方向途中に到達す
る。つまり、光反射層１４および感圧接着剤層９の両方に、切断溝２０が切り込まれてい
る。切断溝２０の幅Ｗ１は、切断装置（好ましくは、ダイシングソー１９の刃厚Ｔ３）に
対応しており、具体的には、例えば、１０μｍ以上、好ましくは、２０μｍ以上であり、
また、例えば、２００μｍ以下、好ましくは、１００μｍ以下である。
【０１０６】
　切断溝２０によって、光反射層１４（第１充填部分３３）には、切断溝２０に面する側
面３２が形成される。
【０１０７】
　これにより、個片化された１つの光半導体素子１と、周側面５を被覆し、発光面４を露
出し、切断溝２０により仕切られた光反射層１４とを備える光反射層付光半導体素子１６
を、仮固定シート２に支持された状態で、得る。
【０１０８】
　５．　剥離工程
　図１Ｅに示すように、剥離工程を、切断工程（図１Ｄ参照）の後に実施する。
【０１０９】
　剥離工程では、まず、図１Ｅの下向き矢印で示すように、支持板８を感圧接着剤層９か
ら剥離する。
【０１１０】
　支持板８を感圧接着剤層９から剥離するには、例えば、紫外線の照射や加熱など処理を
、支持板８および感圧接着剤層９の界面に対して、実施する。すると、感圧接着剤層９の
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支持板８に対する感圧接着力が低減し、これによって、支持板８が除去される。
【０１１１】
　これによって、前後方向および左右方向に互いに間隔（幅Ｗ１）を隔てて整列配置され
た複数の光反射層付光半導体素子１６が、感圧接着剤層９に支持された状態で、得られる
。
【０１１２】
　その後、図１Ｅの上向き矢印で示すように、光反射層付光半導体素子１６を感圧接着剤
層９から剥離する。
【０１１３】
　光反射層付光半導体素子１６を感圧接着剤層９から剥離するには、コレットおよびそれ
に接続される吸引ポンプを備えるピックアップ装置（図示せず）などを用いる。具体的に
は、コレットを、発光面４に接触させ、続いて、吸引ポンプを駆動させ、次いで、コレッ
トを引き上げる。
【０１１４】
　これによって、１つの光半導体素子１と、光半導体素子１の周側面５を被覆し、発光面
４を露出する光反射層１４とを備える光反射層付光半導体素子１６を得る。好ましくは、
光反射層付光半導体素子１６は、光半導体素子１と、光反射層１４とのみからなる。
【０１１５】
　図１Ｅの破線で示すように、光反射層付光半導体素子１６では、光反射層１４の側面３
２が側方に露出し、発光面４と、発光面４の周囲に位置する光反射層１４の上面１５とが
、上側に露出し、電極６の下面が下側に露出している。光半導体素子１の発光面４は、光
反射層１４の上面１５と面一である。
【０１１６】
　この光反射層付光半導体素子１６は、次に説明する光半導体装置６０（図２参照）では
なく、つまり、光半導体装置６０に備えられる基板５０を含まない。つまり、光反射層付
光半導体素子１６は、電極６が、基板５０に設けられる端子５１と電気的に接続されてい
ない。つまり、光反射層付光半導体素子１６は、光半導体装置６０の一部品、すなわち、
光半導体装置６０を作製するための部品であり、部品単独で流通し、産業上利用可能なデ
バイスである。
【０１１７】
　６．　光半導体装置の製造
　その後、図２に示すように、光反射層付光半導体素子１６の電極６を、基板５０の上面
に設けられた端子５１に電気的に接続する。具体的には、光反射層付光半導体素子１６を
基板５０にフリップチップ実装する。
【０１１８】
　これによって、光反射層付光半導体素子１６と、基板５０とを備える光半導体装置６０
を得る。つまり、光半導体装置６０は、基板５０と、基板５０に実装される光半導体素子
１と、光半導体素子１の周側面５を被覆する光反射層１４とを備える。光半導体装置６０
は、好ましくは、基板５０と、光半導体素子１と、光反射層１４とのみからなる。光半導
体装置６０では、発光層７が、光半導体素子１の上部に位置しており、発光面４が光反射
層１４から上方に露出している。
【０１１９】
　７．　第１実施形態の作用効果
　この方法によれば、図１Ｃに示すように、複数の光半導体素子１の発光面４に付着する
光反射層１４、つまり、第１付着部分１７を除去するので、複数の光半導体素子１の発光
面４から発光された光を効率的に取り出すことができる。
【０１２０】
　また、この方法によれば、図１Ａに示すように、光反射シート１１は、厚み方向に投影
したときに複数の光半導体素子１を含むように、前後方向および左右方向に連続する形状
を有しているので、図１Ｂに示すように、光反射シート１１を第１隙間１０（図１Ａ参照
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）に簡便に充填することができる。
【０１２１】
　８．　変形例
　第１実施形態の「４．　第２付着部分除去工程」における（１）の方法では、まず、感
圧接着シート１８を用いて、光反射層１４における第２付着部分３１を除去した後、光反
射層１４に含有される樹脂が熱硬化性樹脂（Ｂステージの熱硬化性樹脂）である場合には
、光反射層１４を、加熱して硬化（完全硬化）させている。しかし、例えば、まず、光反
射層１４を加熱して硬化（完全硬化）させ、その後、感圧接着シート１８を用いて、光反
射層１４における第２付着部分３１を除去することもできる。
【０１２２】
　第１実施形態の「４．　第２付着部分除去工程」における（２）の方法では、溶媒、お
よび感圧接着シート１８を併用している。しかし、溶媒により、光反射層１４における第
２付着部分３１を十分に除去できる場合には、溶媒のみによって、光反射層１４における
第２付着部分３１を除去することもできる。
【０１２３】
　第１実施形態では、図１Ａに示すように、光反射シート１１を、剥離シート１２の下面
において、前後方向および左右方向に連続する層（平板）形状を有しているが、図３に示
すように、第１隙間１０に対応するパターン形状を有することもできる。
【０１２４】
　図３に示すように、光反射シート１１には、開口部２１が複数形成されている。
【０１２５】
　開口部２１は、厚み方向に投影したときに、光半導体素子１の外形形状と同一の形状を
有している。一方、光反射シート１１は、厚み方向に投影したときに、第１隙間１０の形
状と同一の形状を有している。
【０１２６】
　この変形例においても、図１Ｂに示す光反射シート充填工程では、光反射層１４が、発
光面４に付着して、第１付着部分１７を形成する。
【０１２７】
　一方、第１実施形態における図１Ａに示す光反射シート１１は、変形例における図３に
示す光反射シート１１に比べて、第１付着部分１７（図１Ｂ参照）を生じ易く、つまり、
本発明の課題を生じ易い。
【０１２８】
　また、第１実施形態では、図１Ｃおよび図１Ｄに示すように、第１付着部分除去工程（
図１Ｃ参照）の後に、切断工程（図１Ｄ参照）を実施している。しかし、例えば、切断工
程（図１Ｄ参照）の後に、第１付着部分除去工程（図１Ｃ参照）を実施することもできる
。
【０１２９】
　好ましくは、図１Ｃおよび図１Ｄに示される第１実施形態のように、第１付着部分除去
工程（図１Ｃ参照）の後に、切断工程（図１Ｄ参照）を実施する。
【０１３０】
　一方、変形例のように、切断工程（図１Ｄ参照）の後に、第１付着部分除去工程（図１
Ｃ参照）を、「（１）感圧接着シート１８を用いる方法」および／または「（３）研磨部
材を用いる方法」により実施すれば、切断工程によって形成された切断溝２０（図１Ｄ参
照）に、感圧接着シート１８の感圧接着剤、および／または、研磨部材が入り込み、第１
充填部分３３（周側面５を被覆する光反射層１４）が、感圧接着シート１８、および／ま
たは、研磨部材によって除去されるおそれがある。他方、第１実施形態であれば、上記し
たおそれを解消できる。
【０１３１】
　また、切断工程（図１Ｄ参照）の後に、第１付着部分除去工程（図１Ｃ参照）を、「（
２）溶媒を用いる方法」により実施すれば、切断工程によって形成された切断溝２０に、



(16) JP 2016-174148 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

溶媒が入り込み、残存するおそれがあり、また、そのため、溶媒を除去する工程が別途必
要となる。他方、第１実施形態であれば、上記したおそれを解消できる。
【０１３２】
　また、例えば、光反射シート充填工程において、図１Ｂに示すように、Ｂステージ（半
硬化）状態の、第１付着部分１７を含む光反射層１４を形成する際に、光反射シート１１
の充填温度と時間とを制御することにより、「（２）溶媒を用いる方法」が採用できる。
具体的には、Ｂステージの光反射シート１１の硬度を、例えば、９５以上、９９以下に設
定する。光反射シート１１の硬度は、例えば、軟物質硬度計（シチズンセイミツ製：ＣＨ
－Ｒ０１。センサーヘッドの直径：２ｍｍ）を用いて算出される。具体的には、図１４Ａ
に示すように、軟物質硬度計７１を用意する。軟物質硬度計７１は、上下方向に延びるプ
ランジャー７４と、プランジャー７４の下端部に設けられるセンサーヘッド７２と、プラ
ンジャー７４を収容するシリンダー７３と、センサーヘッド７２に接続され、センサーヘ
ッド７２の位置を検知可能に構成される処理装置（図示せず）を備える。センサーヘッド
７２の略球形状を有している。
【０１３３】
　そして、図１４Ｂに示すように、まず、シリンダー７３の下端部と、センサーヘッド７
２の下端部とを、剥離シート１２の上に配置された光反射シート１１の表面に、接触させ
る。
【０１３４】
　続いて、プランジャー７４の駆動に基づいて、プランジャー７４で光反射シート１１に
対して初期荷重８．３ｍＮで、５秒間かける。この際、センサーヘッド７２の下端部の位
置が処理装置（図示せず）に入力される。
【０１３５】
　次いで、図１４Ｃに示すように、プランジャー７４の駆動に基づいて、センサーヘッド
７２で光反射シート１１に対して本荷重１５０ｍＮで、２０秒間かける。すると、プラン
ジャー７４が光反射シート１１に対して沈み込む。この際、センサーヘッド７２の下端部
の位置が処理装置（図示せず）に入力される。
【０１３６】
　そして、図１４Ｃに示すように、センサーヘッド７２を光反射シート１１に対して本荷
重をかけた際に、光反射シート１１の表面からセンサーヘッド７２が沈み込んだ距離ｄを
測定し、以下の式に基づいて、硬度を算出する。
【０１３７】
　　硬度＝［１－｛センサーヘッド７２が沈み込んだ距離ｄ（本荷重の沈み込み－初期荷
重の沈み込み）（μｍ）／３００（基準値）（μｍ）｝］×１００
　１つの光反射シート１１に対して５回測定し、その平均値を硬度として得る。
【０１３８】
　光反射シート１１の充填時間は、充填温度に応じて適宜設定される。光反射シート１１
の充填温度が１００℃のときには、光反射シート１１の充填時間が、例えば、２５０秒以
上、６００秒以下である。光反射シート１１の充填温度が９０℃のときには、光反射シー
ト１１の充填時間が、例えば、４００秒以上、７５０秒以下である。光反射シート１１の
充填温度が８０℃のときには、光反射シート１１の充填時間が、例えば、８００秒以上、
１，０００秒以下である。
【０１３９】
　この方法によれば、「（２）溶媒を用いる方法」により第１付着部分１７を除去すると
き（後述）に、第１付着部分１７をより確実に除去することができる。
【０１４０】
　第１実施形態において、図１Ｅに示すように、剥離工程を実施しているが、剥離工程を
実施しなくてもよい。つまり、図１Ｄに示すように、個片化された１つの光半導体素子１
と、光反射層１４とを備え、仮固定シート２（支持板８および感圧接着剤層９）に支持さ
れた状態の複数の光反射層付光半導体素子１６も、光半導体装置６０を作製するための部
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品であり、部品単独で流通し、産業上利用可能なデバイスとして用いられる。
【０１４１】
　さらに、図１Ｅにおける剥離工程における支持板８のみを除去することもできる。つま
り、図１Ｅの実線で示すように、感圧接着剤層９のみに支持された状態の複数の光反射層
付光半導体素子１６も、光半導体装置６０を作製するための部品であり、部品単独で流通
し、産業上利用可能なデバイスとして用いられる。
【０１４２】
　また、図示しないが、図１Ｅに示す光反射層付光半導体素子１６における発光面４に、
蛍光体層などを設置することもできる。
【０１４３】
　　＜第２実施形態＞
　第２実施形態において、第１実施形態と同じ部材および工程については、同一の参照符
号を付し、その詳細な説明を省略する。
【０１４４】
　本発明の第２実施形態（光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製造方法の一実施形
態）は、仮固定工程（図４Ａ参照）と、蛍光体層形成工程（図４Ｂおよび図４Ｃ参照）と
、光反射シート充填工程（図４Ｄ参照）と、第２付着部分除去工程（図５Ｅ参照）と、切
断工程（図５Ｆ参照）と、剥離工程（図５Ｇ参照）とを備える。以下、各工程を説明する
。
【０１４５】
　１．　仮固定工程
　図４Ａに示すように、仮固定工程は、複数の光半導体素子１を、仮固定シート２に互い
に間隔を隔てて仮固定する工程である。
【０１４６】
　２．　蛍光体層形成工程
　図４Ｂおよび図４Ｃに示すように、蛍光体層形成工程を、仮固定工程（図４Ａ参照）の
後に実施する。
【０１４７】
　蛍光体層形成工程では、蛍光体層２６を、互いに隣接する光半導体素子１の間に第２隙
間２３が形成されるように、複数の光半導体素子１の発光面４および周側面５に形成する
。
【０１４８】
　蛍光体層２６を形成するには、まず、例えば、図４Ａに示すように、蛍光体シート２４
を用意する。蛍光体シート２４は、蛍光体部材２５に備えられている。
【０１４９】
　蛍光体部材２５は、剥離シート１２と、剥離シート１２に支持される蛍光体シート２４
とを備える。好ましくは、蛍光体部材２５は、剥離シート１２と、蛍光体シート２４との
みからなる。
【０１５０】
　蛍光体シート２４は、剥離シート１２の下面に形成されており、前後方向および左右方
向に連続する層（平板）形状を有している。蛍光体シート２４は、例えば、蛍光体および
樹脂を含有する蛍光組成物から調製されている。
【０１５１】
　蛍光体は、光半導体素子１から発光される光を波長変換する。蛍光体としては、例えば
、青色光を黄色光に変換することのできる黄色蛍光体、青色光を赤色光に変換することの
できる赤色蛍光体などが挙げられる。
【０１５２】
　黄色蛍光体としては、例えば、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）２ＳｉＯ４；Ｅｕ、（Ｓｒ，Ｂａ
）２ＳｉＯ４：Ｅｕ（バリウムオルソシリケート（ＢＯＳ））などのシリケート蛍光体、
例えば、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ（ＹＡＧ（イットリウム・アルミニウム・ガーネット）
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：Ｃｅ）、Ｔｂ３Ａｌ３Ｏ１２：Ｃｅ（ＴＡＧ（テルビウム・アルミニウム・ガーネット
）：Ｃｅ）などのガーネット型結晶構造を有するガーネット型蛍光体、例えば、Ｃａ－α
－ＳｉＡｌＯＮなどの酸窒化物蛍光体などが挙げられる。
【０１５３】
　赤色蛍光体としては、例えば、ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ、ＣａＳｉＮ２：Ｅｕなどの窒
化物蛍光体などが挙げられる。
【０１５４】
　蛍光体として、好ましくは、黄色蛍光体、より好ましくは、ガーネット型蛍光体が挙げ
られる。
【０１５５】
　蛍光体の形状としては、例えば、球状、板状、針状などが挙げられる。
【０１５６】
　蛍光体の最大長さの平均値（球状である場合には、平均粒子径）は、例えば、０．１μ
ｍ以上、好ましくは、１μｍ以上であり、また、例えば、２００μｍ以下、好ましくは、
１００μｍ以下でもある。
【０１５７】
　蛍光体は、単独使用または併用することができる。
【０１５８】
　蛍光体の配合割合は、蛍光組成物に対して、例えば、５質量％以上、好ましくは、１０
質量％以上であり、また、例えば、８０質量％以下、好ましくは、７０質量％以下である
。
【０１５９】
　樹脂は、蛍光組成物において蛍光体を均一に分散させるマトリクスであって、例えば、
加熱されたときに蛍光体シート２４を第１隙間１０に充填できる粘度を蛍光体シート２４
に付与する成分である。樹脂は、第１実施形態において光反射組成物に含まれる樹脂と同
一である。樹脂の配合割合は、蛍光体（および次に説明する光反射成分および／または添
加剤）の配合割合の残部である。
【０１６０】
　蛍光組成物には、光反射成分および／または添加剤を、適宜の割合で含有することもで
きる。
【０１６１】
　蛍光体シート２４を形成するには、例えば、蛍光体と、樹脂と、必要により添加される
光反射成分および／または添加剤とを配合して、蛍光組成物のワニスを調製する。続いて
、ワニスを、剥離シート１２の表面に塗布する。その後、蛍光組成物が、Ｂステージ状態
となることができる熱硬化性樹脂を含有する場合には、蛍光組成物を、Ｂステージ化する
（半硬化させる）。具体的には、蛍光組成物を、加熱する。これにより、蛍光体シート２
４を形成する。蛍光体シート２４の物性（貯蔵剪断弾性率Ｇ’など）は、第１実施形態に
おける光反射組成物の物性から適宜選択される。蛍光体シート２４の厚みは、例えば、５
０μｍ以上、好ましくは、１００μｍ以上であり、また、例えば、１，０００μｍ以下、
好ましくは、４５０μｍ以下である。蛍光体シート２４は、図１Ａに示すように、光反射
部材１３を、仮固定シート２に仮固定された複数の光半導体素子１の上側に対向し、そし
て、それらを厚み方向に投影したときに、複数の光半導体素子１を含む大きさ（前後方向
長さおよび左右方向長さ）に設定されている。
【０１６２】
　次いで、図４Ｂに示すように、蛍光体層形成工程では、蛍光体部材２５を、仮固定シー
ト２に対して、熱プレスする。
【０１６３】
　熱プレスによって、蛍光体シート２４（蛍光組成物）が、第１隙間１０に充填される（
蛍光体シート充填工程）。蛍光体シート２４（具体的には、次に説明する蛍光体層２６）
において、第１隙間１０に充填された部分は、第２充填部分３５である。
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【０１６４】
　これに伴って、複数の光半導体素子１に対向する蛍光体シート２４は、複数の光半導体
素子１の発光面４を被覆する。これによって、蛍光体シート２４から、蛍光体層２６が、
複数の光半導体素子１の発光面４および周側面５に形成される。
【０１６５】
　蛍光体層２６は、複数の光半導体素子１を埋設している。また、蛍光体層２６は、前後
方向および左右方向において連続する形状を有している。さらに、蛍光体層２６は、平坦
な表面の一例としての上面２７を有している。なお、蛍光体層２６は、光半導体素子１の
電極面３において、電極６から露出する面も被覆する。
【０１６６】
　その後、図４Ｃに示すように、蛍光体層形成工程では、互いに隣接する光半導体素子１
の間において、蛍光体層２６を切断する。
【０１６７】
　蛍光体層２６を切断するには、所定幅（刃厚Ｔ４）を有する円盤状のダイシングソー（
ダイシングブレード）２８（図４Ｂ参照）によって、互いに隣接する光半導体素子１の間
における蛍光体層２６、つまり、第２充填部分３５を切削する。
【０１６８】
　ダイシングソー２８は、径方向内側から外側にむかうに従って、同一幅（同一刃厚Ｔ４
）を有している。ダイシングソー２８の刃厚Ｔ４は、第１実施形態において光反射層１４
を切断したダイシングソー１９の刃厚Ｔ３（図１Ｄ参照）より厚く、具体的には、ダイシ
ングソー１９の刃厚Ｔ３に対して、例えば、１５０％以上、好ましくは、２００％以上、
より好ましくは、３００％以上であり、また、例えば、１０，０００％以下である。より
具体的には、ダイシングソー２８の刃厚Ｔ４は、次に説明する第２隙間２３の幅Ｗ２（図
４Ｃ参照）に対応して適宜設定され、例えば、１００μｍ以上、好ましくは、２００μｍ
以上であり、また、例えば、２，０００μｍ以下、好ましくは、１，０００μｍ以下であ
る。
【０１６９】
　または、エッチングによって、互いに隣接する光半導体素子１の間における蛍光体層２
６を切断する（蛍光体層除去工程）。
【０１７０】
　これによって、図４Ｃに示すように、互いに隣接する光半導体素子１の間において、蛍
光体層２６に第２隙間２３が形成される。第２隙間２３は、蛍光体層２６を厚み方向に貫
通している。具体的には、第２隙間２３は、蛍光体層２６において、第２充填部分３５と
、第２充填部分３５の上に位置する部分とに、形成される。第２隙間２３は、図示されな
いが、平面視において、略碁盤目形状を有している。また、第２隙間２３において、その
下端部における開口断面形状および開口断面積と、上端部における開口断面および開口断
面積とは、同一である。
【０１７１】
　なお、上記した蛍光体層２６の切断によって、周側面５に形成される蛍光体層２６の幅
Ｗ３が所望寸法に調節される。つまり、周側面５に形成される蛍光体層２６の切断では、
蛍光体層２６の幅Ｗ３が所定の寸法となるように、蛍光体層２６を外形加工する。周側面
５に形成される蛍光体層２６の幅Ｗ３は、例えば、５０μｍ以上、好ましくは、１００μ
ｍ以上であり、また、例えば、２，０００μｍ以下、好ましくは、１，０００μｍ以下で
ある。蛍光体層２６の幅Ｗ３は、厚み方向にわたって、同一である。
【０１７２】
　第２隙間２３の幅Ｗ２は、例えば、１００μｍ以上、好ましくは、２００μｍ以上であ
り、また、例えば、２，０００μｍ以下、好ましくは、１，０００μｍ以下である。第２
隙間２３の幅Ｗ２は、厚み方向にわたって、同一である。
【０１７３】
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　これによって、蛍光体層２６が、複数の光半導体素子１の発光面４および周側面５を被
覆するパターンで、複数の光半導体素子１に対応して、複数形成される。複数の蛍光体層
２６のそれぞれは、下方に向かって開放される、断面略Ｕ字形状を有している。
【０１７４】
　３．　光反射シート充填工程
　図４Ｄに示すように、光反射シート充填工程を、蛍光体層形成工程（図４Ｂおよび図４
Ｃ）の後に実施する。
【０１７５】
　光反射シート充填工程では、光反射シート１１（図４Ｃ参照）を第２隙間２３に充填す
る。
【０１７６】
　光反射シート１１は、第１実施形態の光反射シート１１と同一である。
【０１７７】
　具体的には、光反射部材１３、仮固定シート２、光半導体素子１および蛍光体層２６を
、光反射シート１１と蛍光体層２６とが対向するように、プレス機にセットして、それら
を、例えば、熱プレスする。
【０１７８】
　このプレスによって、光反射シート１１（光反射組成物）が第２隙間２３に充填される
。これによって、光反射組成物（光反射シート１１）からなる光反射層１４が、第２隙間
２３に充填された形状で、形成される。なお、光反射層１４において、第２隙間２３に充
填された部分は、第３充填部分３７である。
【０１７９】
　光反射層１４（第３充填部分３７）は、光半導体素子１の周側面５に形成される蛍光体
層２６の周側面２９を被覆している。また、光反射層１４は、光半導体素子１の発光面４
に形成される蛍光体層２６の上面２７に、被覆して付着している。光反射層１４において
、蛍光体層２６の上面２７に付着する部分は、第２付着部分３１である。また、光反射層
１４は、平坦な上面１５を有している。
【０１８０】
　光反射層１４の上面１５において、第２付着部分３１と、第３充填部分３７の上に位置
する部分とは、前後方向および左右方向に面一である。
【０１８１】
　第２付着部分３１の厚みＴ２は、例えば、１μｍ以上であり、また、例えば、５０μｍ
以下、さらには２００μｍ以下である。
【０１８２】
　その後、図４Ｄの矢印で示すように、剥離シート１２を光反射層１４から剥離する。具
体的には、剥離シート１２を、光反射層１４の上面１５から引き剥がす。
【０１８３】
　そうすると、光反射層１４の上面１５が露出する。これによって、複数の光半導体素子
１と、光半導体素子１の発光面４および周側面５に形成された蛍光体層２６と、第３充填
部分３７および第２付着部分３１を有する光反射層１４とを備える光反射層および蛍光体
層付光半導体素子３０を、光半導体素子１の電極面３が仮固定シート２に仮固定された状
態で、得る。
【０１８４】
　４．　第２付着部分除去工程
　図５Ｅに示すように、第２付着部分除去工程を、光反射シート充填工程（図４Ｄ参照）
の後に実施する。
【０１８５】
　第２付着部分除去工程では、第２付着部分３１を、除去する。
【０１８６】
　このとき、光反射層１４において、第３充填部分３７の上に位置する部分も、第２付着
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部分３１とともに、除去される。すなわち、光反射層１４において、前後方向および左右
方向に投影したときに、蛍光体層２６の上面２７より上に位置する部分３６（上層部分３
６）が、除去される。
【０１８７】
　第２付着部分３１を除去する方法は、第１実施形態において例示した第１付着部分１７
を除去する方法と同一である。具体的には、（１）感圧接着シート１８を用いる方法、例
えば、図示しないが、（２）溶媒を用いる方法、例えば、図示しないが、（３）研磨部材
を用いる方法が採用される。
【０１８８】
　（１）の方法では、まず、感圧接着シート１８を用いて、光反射層１４における第２付
着部分３１を除去した後、光反射層１４に含有される樹脂が熱硬化性樹脂（Ｂステージの
熱硬化性樹脂）である場合には、光反射層１４を、加熱して硬化（完全硬化）させる。
【０１８９】
　（２）の方法では、溶媒、および感圧接着シート１８が併用される。
【０１９０】
　つまり、（２）の方法では、まず、光反射層１４に含有される樹脂が熱硬化性樹脂（Ｂ
ステージの熱硬化性樹脂）である場合には、光反射層１４を、加熱して硬化（完全硬化）
させる。
【０１９１】
　この方法では、次いで、上記溶媒を布に吸収させ、その布によって、硬化した光反射層
１４の上面１５を拭く。なお、この溶媒によって、光反射層１４の上面１５を拭いても、
第２付着部分３１が残存する。
【０１９２】
　その後、残存する第２付着部分３１を（１）で説明した感圧接着シート１８を用いて除
去する。
【０１９３】
　（３）の方法では、研磨部材による上面１５の研磨のタイミングは、樹脂が熱硬化性樹
脂（Ｂステージの熱硬化性樹脂）である場合には、光反射層１４の硬化の前後のいずれで
あってもよい。
【０１９４】
　そして、光反射層１４の上層部分３６の除去によって、第３充填部分３７の上面１５は
、蛍光体層２６の上面２７と、前後方向および左右方向に面一となる。つまり、光反射層
１４から露出する蛍光体層２６の上面２７と、光反射層１４の第３充填部分３７の上面１
５とは、同一平面を形成する。
【０１９５】
　５．　切断工程
　図５Ｆに示すように、切断工程を、第２付着部分除去工程（図５Ｅ参照）の後に実施す
る。
【０１９６】
　切断工程では、互いに隣接する光半導体素子１の間において、光反射層１４を切断する
。具体的には、第３充填部分３７（図５Ｅ参照）を切断する。光反射層１４を切断する方
法は、第１実施形態のそれと同一である。なお、切断溝２０は、図５Ｆでは、図示されな
いが、感圧接着剤層９にも形成されていてもよい。その場合には、切断溝２０の下端部は
、感圧接着剤層９の厚み方向途中に到達する。つまり、光反射層１４および感圧接着剤層
９の両方に、切断溝２０が切り込まれている。
【０１９７】
　光反射層１４（第３充填部分３７）には、互いに隣接する光半導体素子１の間において
、前後方向および左右方向に沿って整列する切断溝２０が形成される。
【０１９８】
　６．　剥離工程



(22) JP 2016-174148 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

　図５Ｇに示すように、剥離工程を、切断工程（図５Ｆ参照）の後に実施する。
【０１９９】
　剥離工程では、まず、図５Ｇの下向き矢印で示すように、支持板８を感圧接着剤層９か
ら剥離する。これによって、前後方向および左右方向に互いに間隔（幅Ｗ１）を隔てて整
列配置された複数の光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０が、感圧接着剤層９に支
持された状態で、得られる。
【０２００】
　その後、図５Ｇの上向き矢印で示すように、光反射層および蛍光体層付光半導体素子３
０を感圧接着剤層９から剥離する。光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０を感圧接
着剤層９から剥離する方法は、第１実施形態において例示した方法と同一である。
【０２０１】
　これによって、１つの光半導体素子１と、光半導体素子１の発光面４および周側面５を
被覆する蛍光体層２６と、蛍光体層２６の周側面２９を被覆する光反射層１４とを備える
光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０を得る。好ましくは、光反射層および蛍光体
層付光半導体素子３０は、光半導体素子１と、蛍光体層２６と、光反射層１４とのみから
なる。
【０２０２】
　光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０では、光反射層１４の側面３２が側方に露
出し、蛍光体層２６の上面２７と、上面２７の周囲に位置する光反射層１４の上面１５と
が、上側に露出し、電極６の下面が下側に露出している。蛍光体層２６の上面２７は、光
反射層１４の上面１５と面一となる。
【０２０３】
　この光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０は、光半導体装置６０（図６参照）で
はなく、つまり、光半導体装置６０に備えられる基板５０を含まない。つまり、光反射層
および蛍光体層付光半導体素子３０は、電極６が、基板５０に設けられる端子５１と電気
的に接続されていない。さらに、光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０は、光半導
体装置６０の一部品、すなわち、光半導体装置６０を作製するための部品であり、部品単
独で流通し、産業上利用可能なデバイスである。
【０２０４】
　７．　光半導体装置の製造
　その後、図６に示すように、光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０の電極６を、
基板５０の上面に設けられた端子５１に電気的に接続する。具体的には、光反射層および
蛍光体層付光半導体素子３０を基板５０にフリップチップ実装する。
【０２０５】
　これによって、光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０と、基板５０とを備える光
半導体装置６０を得る。つまり、光半導体装置６０は、基板５０と、基板５０に実装され
る光半導体素子１と、光半導体素子１の発光面４および周側面５を被覆する蛍光体層２６
と、蛍光体層２６の周側面２９を被覆する光反射層１４とを備える。光半導体装置６０は
、好ましくは、基板５０と、光半導体素子１と、蛍光体層２６と、光反射層１４とのみか
らなる。また、光半導体装置６０では、蛍光体層２６および光反射層１４が、基板５０に
接触している。
【０２０６】
　８．　第２実施形態の作用効果
　この方法によれば、図５Ｅに示すように、蛍光体層２６の上面２７に付着する光反射層
１４、つまり、第２付着部分３１を除去するので、複数の光半導体素子１の発光面４から
発光され、蛍光体層２６によって波長変換された光を蛍光体層２６の上面２７から効率的
に取り出すことができる。
【０２０７】
　また、この方法によれば、図４Ｂに示すように、蛍光体シート２４を第１隙間１０に簡
便に充填し、次いで、図４Ｃに示すように、第２隙間２３を簡単に形成することができる
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。
【０２０８】
　また、この方法によれば、図４Ａに示す蛍光体シート２４は、厚み方向に投影したとき
に複数の光半導体素子１を含むように、前後方向および左右方向に連続する形状を有して
いるので、図４Ｂに示すように、蛍光体シート２４を第１隙間１０に簡便に充填すること
ができる。
【０２０９】
　９．　変形例
　第２実施形態の「４．　第２付着部分除去工程」における（１）の方法では、まず、感
圧接着シート１８を用いて、光反射層１４における第２付着部分３１を除去した後、光反
射層１４に含有される樹脂が熱硬化性樹脂（Ｂステージの熱硬化性樹脂）である場合には
、光反射層１４を、加熱して硬化（完全硬化）させている。しかし、例えば、まず、光反
射層１４を加熱して硬化（完全硬化）させ、その後、感圧接着シート１８を用いて、光反
射層１４における第２付着部分３１を除去することもできる。
【０２１０】
　第２実施形態の「４．　第２付着部分除去工程」における（２）の方法では、溶媒、お
よび感圧接着シート１８を併用している。しかし、溶媒により、光反射層１４における第
２付着部分３１を十分に除去できる場合には、溶媒のみによって、光反射層１４における
第２付着部分３１を除去することもできる。
【０２１１】
　第２実施形態では、蛍光体層形成工程を、図４Ａに示すように、蛍光体シート２４を用
いて実施しているが、例えば、蛍光体シート２４を用いず、蛍光組成物のワニスを、第１
隙間１０に対して、ポッティングすることによって、図４Ｂに示すような、前後方向およ
び左右方向において連続する形状を有する蛍光体層２６を形成することができる。その後
、図４Ｃに示すように、蛍光体層２６を切断する。
【０２１２】
　第２実施形態では、図４Ｃに示すように、光反射シート１１を、剥離シート１２の下面
全面において、前後方向および左右方向に連続する層（平板）形状を有しているが、図７
に示すように、第２隙間２３に対応するパターン形状を有することもできる。
【０２１３】
　光反射シート１１には、開口部２１が複数形成されている。
【０２１４】
　開口部２１は、厚み方向に投影したときに、蛍光体層２６の外形形状と同一の形状を有
している。光反射シート１１は、厚み方向に投影したときに、第２隙間２３の形状と同一
の形状を有している。
【０２１５】
　この変形例においても、光反射シート充填工程では、図４Ｄに示すように、光反射層１
４が、蛍光体層２６の上面２７に付着して、第２付着部分３１を形成する。
【０２１６】
　一方、第２実施形態における図４Ｃに示す光反射シート１１は、変形例における図７に
示す光反射シート１１に比べて、第２付着部分３１を生じ易く、つまり、本発明の課題を
生じ易い。
【０２１７】
　また、第２実施形態では、図５Ｅおよび図５Ｆに示すように、第２付着部分除去工程（
図５Ｅ参照）の後に、切断工程（図５Ｆ参照）を実施している。しかし、例えば、切断工
程（図５Ｆ参照）の後に、第２付着部分除去工程（図５Ｅ参照）を実施することもできる
。
【０２１８】
　好ましくは、図５Ｅおよび図５Ｆに示すように、第２付着部分除去工程（図５Ｅ参照）
の後に、切断工程（図５Ｆ参照）を実施する（第２実施形態）。
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【０２１９】
　一方、変形例のように、切断工程（図５Ｆ参照）の後に、付着部分除去工程（図５Ｅ参
照）を、「（１）感圧接着シート１８を用いる方法」および／または「（３）研磨部材を
用いる方法」により実施すれば、切断工程によって形成された切断溝２０に、感圧接着シ
ート１８の感圧接着剤、および／または、研磨部材が入り込み、第３充填部分３７（蛍光
体層２６の周側面２９を被覆する光反射層１４）が、感圧接着シート１８、および／また
は、研磨部材によって除去されるおそれがある。他方、第２実施形態であれば、上記した
おそれを解消できる。
【０２２０】
　また、切断工程（図５Ｆ参照）の後に、第２付着部分除去工程（図５Ｅ参照）を、「（
２）溶媒を用いる方法」により実施すれば、切断工程によって形成された切断溝２０に、
溶媒が入り込み、残存するおそれがあり、また、そのため、溶媒を除去する工程が別途必
要となる。他方、第２実施形態であれば、上記したおそれを解消できる。
【０２２１】
　また、例えば、光反射シート充填工程において、Ｂステージ（半硬化）状態の、第２付
着部分３１を含む光反射層１４を形成する際に、光反射シート１１の充填温度と時間とを
制御することにより、を形成した後、第２付着部分除去工程を実施し、その後、光反射層
１４をＣステージ（完全硬化）させることもできる。この場合には、第２付着部分除去工
程では、好ましくは、「（２）溶媒を用いる方法」が採用される。具体的には、Ｂステー
ジの光反射シート１１の硬度を、例えば、９５以上、９９以下に設定する。硬度の測定は
、上記と同一である。光反射シート１１の充填温度および充填時間は、上記と同一である
。「（２）溶媒を用いる方法」により第１付着部分１７を除去するとき（後述）、第１付
着部分１７を確実に除去することができる。
【０２２２】
　第２実施形態において、図５Ｇに示すように、剥離工程を実施しているが、剥離工程を
実施しなくてもよい。つまり、図５Ｆに示すように、個片化された１つの光半導体素子１
と、光反射層１４と、蛍光体層２６とを備え、仮固定シート２（支持板８および感圧接着
剤層９）に支持された状態の複数の光反射層付光半導体素子１６も、光半導体装置６０を
作製するための部品であり、部品単独で流通し、産業上利用可能なデバイスとして用いら
れる。
【０２２３】
　さらに、図５Ｇの実線で示されるように、剥離工程における支持板８のみを除去するこ
ともできる。つまり、感圧接着剤層９のみに支持された状態の複数の光反射層付光半導体
素子１６も、光半導体装置６０を作製するための部品であり、部品単独で流通し、産業上
利用可能なデバイスとして用いられる。
【０２２４】
　　＜第３実施形態＞
　第３実施形態において、第１～第２実施形態と同じ部材および工程については、同一の
参照符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【０２２５】
　本発明の第３実施形態（光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製造方法の他の実施
形態）は、仮固定工程（図８Ａ参照）と、蛍光体シート積層工程（図８Ｂ参照）と、光反
射シート充填工程（図８Ｃ参照）と、第２付着部分除去工程（図９Ｄ参照）と、切断工程
（図９Ｅ参照）と、剥離工程（図９Ｆ参照）とを備える。
【０２２６】
　１．蛍光体シート積層工程
　図８Ｂに示すように、蛍光体シート積層工程を、仮工程（図８Ａ参照）の後に実施する
。
【０２２７】
　蛍光体シート積層工程では、図８Ａに示すように、まず、厚み方向に投影したときに複
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数の光反射シート１１の発光面４に対応するパターンを有する蛍光体シート２４を用意す
る。
【０２２８】
　蛍光体シート２４は、厚み方向に投影したときに、第１隙間１０と同一パターンを有す
る第２開口部３８を有する。これにより、蛍光体シート２４は、第２開口部３８により仕
切られており、光反射シート１１の発光面４と同一寸法およびパターン形状を有する。
【０２２９】
　また、蛍光体シート２４は、蛍光体セラミックプレートから調製されていてもよい。そ
の際には、蛍光体部材２５は、蛍光体シート２４のみからなっており、蛍光体部材２５は
、剥離シート１２（図８Ａの仮想線参照）を備えなくてもよい。
【０２３０】
　次いで、蛍光体シート積層工程では、図８Ｂに示すように、蛍光体シート２４を、発光
面４に積層する。
【０２３１】
　これにより、蛍光体シート２４は、光半導体素子１の発光面４を被覆する蛍光体層２６
として形成される。また、第２隙間２３が、光半導体素子１の第１隙間１０と、第１隙間
１０の上側に連通し、蛍光体層２６の第２開口部３８（図８Ａ参照）とから形成される。
蛍光体層２６の周側面２９と、光半導体素子１の周側面５とは、ともに、第２隙間２３に
面しており、厚み方向に面一に形成されている。
【０２３２】
　２．光反射シート充填工程
　図８Ｃに示すように、光反射シート充填工程を、蛍光体シート積層工程（図８Ｂ参照）
の後に実施する。
【０２３３】
　光反射シート充填工程では、光反射シート１１（図８Ｂ参照）を第２隙間２３に充填す
る。
【０２３４】
　これによって、光反射層１４は、光半導体素子１の周側面５と、蛍光体層２６の周側面
２９とに連続して被覆する第３充填部分３７を有している。また、光反射層１４は、蛍光
体層２６の上面２７に被覆して付着しており、第２付着部分３１とを有している。さらに
、光反射層１４は、光半導体素子１の電極面３において、電極６から露出する面も被覆す
る。
【０２３５】
　３．第２付着部分除去工程、切断工程および剥離工程
　その後、図９Ｄに示す第２付着部分除去工程と、図９Ｅに示す切断工程と、図９Ｆに示
す剥離工程とを順に実施する。
【０２３６】
　これにより、図９Ｆの仮想線で示すように、光半導体素子１の発光面４を被覆する蛍光
体層２６と、蛍光体層２６の周側面２９、および、光半導体素子１の周側面５を被覆する
光反射層１４とを備える光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０を得る。
【０２３７】
　その後、図１０に示すように、光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０の電極６を
、基板５０の端子５１に電気的に接続する。これにより、基板５０と、基板５０に実装さ
れる光半導体素子１と、光半導体素子１の発光面４を被覆する蛍光体層２６と、蛍光体層
２６の周側面２９、および、光半導体素子１の周側面５を被覆する光反射層１４とを備え
る光半導体装置６０を得る。
【０２３８】
　４．第３実施形態の作用効果
　この方法によれば、図９Ｆに示すように、光反射層１４を複数の光半導体素子１の周側
面５に形成するので、光半導体素子１の周側面５から発光された光を光反射層１４によっ
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て効率的に反射させることができる。
【０２３９】
　　＜第４実施形態＞
　第４実施形態において、第１～第３実施形態と同じ部材および工程については、同一の
参照符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【０２４０】
　第２実施形態では、図４Ｂに示すように、「２．　蛍光体層形成工程」において、径方
向内側から外側に向かうに従って、同一刃厚Ｔ４を有する第２ダイシングソー（ダイシン
グブレード）２８を用いて、蛍光体層２６を切断する。
【０２４１】
　しかし、第４実施形態では、図１１Ｂに示すように、径方向内側から外側に向かうに従
って刃厚が狭くなる第２ダイシングソー（ダイシングブレード）４３を用いて、蛍光体層
２６を切断する。
【０２４２】
　本発明の第４実施形態（光反射層および蛍光体層付光半導体素子の製造方法の一実施形
態）は、仮固定工程（図１１Ａ参照）と、蛍光体層形成工程（図１１Ａ～図Ｃ参照）と、
光反射シート充填工程（図１１Ｄ参照）と、第２付着部分除去工程（図１２Ｅ参照）と、
切断工程（図１２Ｆ参照）と、剥離工程（図１２Ｇ参照）とを備える。第２実施形態と異
なる工程を説明する。
【０２４３】
　１．蛍光体層形成工程
　蛍光体層形成工程は、蛍光体層２６を複数の光半導体素子１の発光面４および周側面５
に形成する工程（１）（図１１Ａ参照）、複数の光半導体素子１および蛍光体層２６を第
２固定シート４０に転写する工程（２）（図１１Ｂ参照）、および、第２固定シート４０
に支持された蛍光体層２６を切断する工程（３）（図１１Ｃ参照）を備える。蛍光体層形
成工程では、工程（１）、工程（２）および工程（３）を順次実施する。
【０２４４】
　１－１．工程（１）
　図１１Ａに示すように、工程（１）は、第２実施形態における「蛍光体層形成工程」（
図４Ｂおよび図４Ｃ参照）と同一である。
【０２４５】
　１－２．第２工程（２）
　図１１Ｂに示すように、第２固定シート４０は、第２支持板４１と、第２支持板４１の
上に配置される第２感圧接着剤層４２とを備える。第２固定シート４０は、複数の光半導
体素子１および蛍光体層２６を仮固定シート２から転写される転写シートである。
【０２４６】
　第２支持板４１および第２感圧接着剤層４２のそれぞれは、第２実施形態で例示した支
持板８および感圧接着剤層９のそれぞれと同一である。
【０２４７】
　複数の光半導体素子１および蛍光体層２６を第２固定シート４０に転写するには、図１
１Ａに示すように、まず、複数の光半導体素子１および蛍光体層２６の上側に、第２固定
シート４０を配置する。第２固定シート４０において、第２感圧接着剤層４２は、蛍光体
層２６に向かっている。
【０２４８】
　次いで、図１１Ａの矢印で示すように、第２固定シート４０を蛍光体層２６に近接させ
て、第２感圧接着剤層４２と蛍光体層２６とを接触させる。その後、複数の光半導体素子
１および蛍光体層２６を感圧接着剤層９（仮固定シート２）から剥離する。
【０２４９】
　これによって、図１１Ｂに示すように、複数の光半導体素子１および蛍光体層２６は、
仮固定シート２から第２固定シート４０に転写される。これにより、複数の光半導体素子
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１および蛍光体層２６が、第２固定シート４０に支持された状態で得られる。光半導体素
子１における電極６および電極側面３は、上側に向かう。また、電極６は、上側に露出し
ている。一方、発光面４は、下側に向かっている。
【０２５０】
　１－３．工程（３）
　図１１Ｃに示すように、工程（３）では、蛍光体層２６を、第２ダイシングソー（ダイ
シングブレード）４３を用いて、蛍光体層２６（第２充填部分３５）を切断する。
【０２５１】
　第２ダイシングソー４３は、中心から径方向外側に向かって刃厚が次第に狭くなる形状
を有する。また、第２ダイシングソー４３は、径方向外側に向かって幅狭となるテーパー
面を有する。また、第２ダイシングソー４３は、断面略Ｖ字形状を有する。第２ダイシン
グソー４３のテーパー面の、径方向に沿う仮想面に対する角度αは、例えば、１０度以上
、好ましくは、３０度以上であり、また、例えば、６０度以下、好ましくは、８０度以下
である。
【０２５２】
　工程（３）では、まず、第２ダイシングソー４３を蛍光体層２６の上側に配置し、続い
て、第２ダイシングソー４３を下降させて、第２ダイシングソー４３の先端部（径方向外
端部）を蛍光体層２６の上面に接触させる。続いて、第２ダイシングソー４３の先端部を
、蛍光体層２６の厚み方向全部を貫通して、さらに、第２感圧接着剤層４２に接触するま
で、下降させる。続いて、第２ダイシングソー４３を前後方向および左右方向に移動させ
る。
【０２５３】
　これによって、下側に向かうに従って、開口断面積が小さくなる第２隙間２３が形成さ
れる。第２隙間２３は、第２ダイシングソー４３のテーパー面に対応する形状を有する。
つまり、第２隙間２３は、開口断面積が下側に向かうに従って小さくなる形状を有する。
具体的には、第２隙間２３は、断面視において、厚み方向に沿って延びる２つの対向辺間
の間隔が下側に向かうに従って狭くなる形状を有する。詳しくは、第２隙間２３は、下側
に向かって尖る断面略三角形状を有する。
【０２５４】
　また、第２隙間２３は、蛍光体層２６の厚み方向を貫通する。さらに、第２隙間２３の
下端部は、図１１Ｃの部分拡大図に示すように、第２感圧接着剤層４２の厚み方向途中に
到達していてもよい。つまり、蛍光体層２６および第２感圧接着剤層４２の両方に、第２
隙間２３が切り込まれていてもよい。
【０２５５】
　そのため、蛍光体層２６の周側面２９は、上側（電極６側）に向かうに従って左右方向
内側（隣接する光半導体素子１の間における光半導体素子１側）に傾斜するテーパー面で
ある。
【０２５６】
　隣接する光半導体素子１の周側面２９の下端部間の距離（幅）Ｗ４は、例えば、５０μ
ｍ以上、好ましくは、１００μｍ以上であり、また、例えば、６００μｍ以下、好ましく
は、４００μｍ以下である。
【０２５７】
　２．光反射シート充填工程
　図１１Ｄに示すように、光反射シート充填工程では、光反射シート１１（図１１Ｃ参照
）を第２隙間２３に充填する。
【０２５８】
　光反射層１４において、第２隙間２３に充填された部分である第３充填部分３７は、第
２隙間２３と同一形状（下底より長い上底を有する断面略台形状）を有する。また、光反
射層１４は、電極側面３に対向する蛍光体層２６の上面２７に付着する第２付着部分３１
を有する。
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【０２５９】
　３．第２付着部分除去工程、切断工程および剥離工程
　その後、図１２Ｅに示す第２付着部分除去工程と、図１２Ｆに示す切断工程と、図１２
Ｇに示す剥離工程とを順に実施する。
【０２６０】
　これによって、複数の光半導体素子１と、光半導体素子１の電極側面３、発光面４およ
び周側面５を被覆する蛍光体層２６と、蛍光体層２６の周側面２９を被覆する光反射層１
４とを備える、光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０が、第２固定シート４０に仮
固定された状態で得られる。
【０２６１】
　これによって、１つの光半導体素子１と、光半導体素子１の電極側面３、発光面４およ
び周側面５を被覆する蛍光体層２６と、蛍光体層２６の周側面２９を被覆する光反射層１
４とを備える光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０を得る。好ましくは、光反射層
および蛍光体層付光半導体素子３０は、光半導体素子１と、蛍光体層２６と、光反射層１
４とのみからなる。
【０２６２】
　光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０では、光反射層１４の側面３２は、側方に
露出している。蛍光体層２６の上面２７と、上面２７の周囲に位置する光反射層１４の上
面１５と、電極６とは、上側に露出しており、それらは、面一である。また、蛍光体層２
６の下面と、光反射層１４の下面とは、下側に露出しており、それらは、面一である。
【０２６３】
　光反射層１４の内側面は、蛍光体層２６の周側面２９に対応するテーパー面である。光
反射層１４の外側面３２は、厚み方向に沿う垂直面である。光反射層１４の上端部（光半
導体素子１の電極側面３側端部）の幅Ｗ５は、蛍光体層２６の厚みをＴ５とした場合に、
下記式で表される。
【０２６４】
　　Ｗ５＝（Ｔ５×ｔａｎα）＋Ｗ６
　（αは、蛍光体層２６の周側面（外面）２９と、光反射層１４の周側面（外面）との成
す角度α（図１３参照）であり、上記した第２ダイシングソー４３（図１１Ｂ参照）のテ
ーパー面の、径方向に沿う仮想面に対する角度αと同一である。Ｗ６は、光反射層１４の
下端部の幅であり、光半導体素子１の発光面４側端部の幅である。）
　具体的には、光反射層１４の上端部の幅Ｗ５は、例えば、２５μｍ以上、好ましくは、
５０μｍ以上であり、また、例えば、３００μｍ以下、好ましくは、２００μｍ以下であ
る。
【０２６５】
　４．　光半導体装置の製造
　その後、図１３に示すように、光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０の電極６を
、基板５０の上面に設けられた端子５１に電気的に接続する。具体的には、光反射層およ
び蛍光体層付光半導体素子３０を基板５０にフリップチップ実装する。
【０２６６】
　これによって、光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０と、基板５０とを備える光
半導体装置６０を得る。つまり、光半導体装置６０は、基板５０と、基板５０に実装され
る光半導体素子１と、光半導体素子１の電極側面３、発光面４および周側面５を被覆する
蛍光体層２６と、蛍光体層２６の周側面２９を被覆する光反射層１４とを備える。光半導
体装置６０は、好ましくは、基板５０と、光半導体素子１と、蛍光体層２６と、光反射層
１４とのみからなる。また、光半導体装置６０では、蛍光体層２６および光反射層１４が
、基板５０に接触している。
【０２６７】
　５．　第４実施形態の作用効果
　この方法によれば、図１１Ｂおよび図１１Ｃに示すように、第２ダイシングソー（ダイ
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面略台形状を有する第２隙間２３を形成し、図１１Ｄに示すように、第２隙間２３に、光
反射層１４の第３充填部分３７を形成する。これによって、光反射層１４の内側面を、容
易にテーパー面とすることができる。
【０２６８】
　また、この光反射層および蛍光体層付光半導体素子３０では、光反射層１４の内側面が
上記したテーパー面であるので、輝度を向上させることができる。
【０２６９】
　６．　第４実施形態の変形例
　第４実施形態では、図１１Ｂおよび図１１Ｃに示すように、第２ダイシングソー（ダイ
シングブレード）４３を用いて、蛍光体層２６を切断している。しかし、下底より長い上
底を有する断面略台形状を有する第２隙間２３を形成できれば、上記に限定されず、例え
ば、ウォータジェットを用いることもできる。
【符号の説明】
【０２７０】
１     光半導体素子
２     仮固定シート
３     電極面（光半導体素子）
４     発光面（光半導体素子）
５     周側面（光半導体素子）
６     電極
７     発光層
１０   第１隙間
１１   光反射シート
１４   光反射層
１６   光反射層付光半導体素子
１７   第１付着部分
２３   第２隙間
２４   蛍光体シート
２６   蛍光体層
２７   上面（蛍光体層）
２９   周側面（蛍光体層）
３０   光反射層および蛍光体層付光半導体素子
３１   第２付着部分



(30) JP 2016-174148 A 2016.9.29

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(31) JP 2016-174148 A 2016.9.29

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(32) JP 2016-174148 A 2016.9.29

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(33) JP 2016-174148 A 2016.9.29

フロントページの続き

(72)発明者  周　逸旻
            台湾　台中縣大雅▲郷▼台中科學園區科雅西路７號　台灣日東光學股▲ふん▼有限公司内
Ｆターム(参考) 5F241 AA04  CA12  CA76  CA77  CA93  CB36 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

