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(57)【要約】
【課題】本発明は、接合金属層の腐食を抑制可能な半導
体発光素子及び半導体発光装置を提供する。
【解決手段】
　本発明の一態様である半導体発光素子は、発光層２３
を含む半導体層１０と、半導体層１０の一面上に配設さ
れた第１電極１５と、半導体層１０の一面と対向する他
面側に配設された接合金属層１４と、接合金属層１４を
覆設し半導体層１０の前記他面と接合された接着金属層
１１，１２と、接着金属層１１，１２と接合され、第２
電極１７が配設された基板１３とを備え、このうち接着
金属層１１の半導体層１０に接する面は耐エッチング性
を有することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
発光層を含む半導体層と、
前記半導体層の一面上に配設された第１電極と、
前記半導体層の前記一面と対向する他面側に配設された接合金属層と、
前記接合金属層を覆設し、前記半導体層の前記他面に配設された接着金属層と、
前記接着金属層と接合され、第２電極が配設された基板と、
を備えることを特徴とする半導体発光素子。
【請求項２】
前記半導体層側における前記接合金属層の表面の面積が、前記基板側における前記半導体
層の表面の面積より小さいことを特徴とする請求項１記載の半導体発光素子。
【請求項３】
前記接合金属層は、前記第1電極と正対する位置を除いて前記一面側に形成されることを
特徴とする請求項１又は請求項２記載の半導体発光素子。
【請求項４】
前記接着金属層の前記半導体層側にエッチング耐性を有する材質が形成されることを特徴
とする請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の半導体発光素子。
【請求項５】
前記接着金属層と前記半導体層の間にエッチング耐性を有する材質が形成されることを特
徴とする請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の半導体発光素子。
【請求項６】
請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載の半導体発光素子と、
前記第１電極と接続された第１導電部と、
前記第２電極と接続された第２導電部と、
前記半導体発光素子を覆設する蛍光体部と
を備えることを特徴とする半導体発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体発光素子及び半導体発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光ダイオードなどの半導体発光素子は、裏面に裏面電極が形成された基板の主
面に、下層より順に接着金属層、コンタクトメタル（接合金属層）、半導体層（下層より
順にコンタクト層、下部電流拡散層、発光層、上部電流拡散層、コンタクト層）が積層さ
れ、半導体層上にボンディングパットが配設されて構成されている（例えば、特許文献１
参照。）。
【０００３】
　この種の半導体発光素子の製造方法は、例えばＧａＡｓ系の基板に下層より順にコンタ
クト層、下部電流拡散層、発光層、上部電流拡散層、コンタクト層をエピタキシャル成長
させた半導体層と基板とを、接合金属層及び接着金属層を介して貼り合わした後に、Ｇａ
Ａｓ系基板を除去し、上部電流拡散層に接続されたコンタクト層上にボンディングパット
を形成し、基板の裏面に裏面電極を形成する方法が知られている（例えば、特許文献１参
照。）。
【０００４】
　そして、例えばレーザーダイシング法を用いて、複数個のチップ形状の半導体発光素子
に分離する。分離する際に上方に向かう機械的な力が半導体層などにかかる結果、半導体
層などに損傷や膜剥がれが生じる可能性がある。例えば半導体層に損傷が生じると、半導
体発光素子の発光面積が減少し、発光効率が低下する場合がある。
【０００５】
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　そこで、半導体層などに生じる損傷や膜剥がれを防止する方法として、Ｓｉ基板上に形
成されたＧａＡｓ層から、素子境界の近傍のエピタキシャルＧａＡｓ層を選択的に除去し
、ダイシングストリートを形成する方法が知られている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００６】
　しかしながら、上記の半導体発光素子の製造方法のうち、チップ形状の半導体発光素子
に分離する前に、ダイシングストリートを形成し、半導体層の表面や接合金属層の側面な
どにパッシベーション膜を形成したとしても、依然としてチップ形状の半導体発光素子に
分離する際に上方に向かう機械的な力がパッシベーション膜などにかかる結果、接合金属
層側面のパッシベーション膜の膜剥がれが生じる可能性がある。その結果、接合金属層の
側面が露出し、腐食する可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－０４４２３９号公報
【特許文献２】特開平２－１２５６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、接合金属層の腐食を抑制可能な半導体発光素子及び半導体発光装置を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様である半導体発光素子は、発光層を含む半導体層と、前記半導体層の一
面上に配設された第１電極と、前記半導体層の前記一面と対向する他面側に配設された接
合金属層と、前記接合金属層を覆設し、前記半導体層の前記他面と接合された接着金属層
と、前記接着金属層と接合され、第２電極が配設された基板と、を備えることを特徴とす
る。
【００１０】
　本発明の一態様である半導体発光装置は、上記の半導体発光素子と、前記第１電極と接
続された第１導電部と、前記第２電極と接続された第２導電部と、前記半導体発光素子を
覆設する蛍光体部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、接合金属層の腐食を抑制可能な半導体発光素子及び半導体発光装置を
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態の半導体発光素子を示す縦断面図。
【図２】本発明の一実施形態の半導体発光素子における半導体層の製造工程を示す工程図
。
【図３】本発明の一実施形態の半導体発光素子の製造方法を示す工程図。
【図４】本発明の一実施形態の半導体発光装置を示す縦断面図。
【図５】本発明の一実施形態の変形例１の半導体発光素子を示す縦断面図。
【図６】本発明の一実施形態の変形例２の半導体発光素子を示す縦断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。この説明に際し、
全図にわたり、共通する部分には共通する参照符号を付す。また、図面の寸法比率は、図
示の比率に限定されるものではない。
【００１４】
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（一実施形態）
［半導体発光素子の構成］
　本発明の一実施形態における半導体発光素子の構成について、図１を用いて説明する。
半導体発光素子１００は、発光層を含む半導体層１０と、半導体層１０に接着金属層１１
，１２を介して貼り合わされた基板１３と、半導体層１０及び接着金属層１１で覆われた
接合金属１４等を備える。なお、この半導体発光素子１００において、後述する発光層２
２で発光した光は、基板１３とは反対側の、図１において上側から取り出される。
【００１５】
＜半導体層＞
　半導体層１０は、下層より順に第２コンタクト層２０、第２電流拡散層２１、発光層２
２、第１電流拡散層２３、第１コンタクト層２４を積層して構成されている。ここでは、
発光層２２に、クラッド層、超格子層等を含む構造としてもよい。なお、電流拡散層２１
，２３をコンタクト層２０，２４または発光層２２のクラッド層に含まれる構造としても
よい。この半導体層１０には、所定の間隔を隔てて形成されるように例えばエッチング加
工を行う。形成された所定の間隔が、ダイシングストリートとなる。
【００１６】
　第２コンタクト層２０と接合金属層１４の界面は、オーミック性のコンタクトを有する
。同様に、第１コンタクト層２４と主面電極（第１電極ともいう）１５の界面は、オーミ
ック性のコンタクトを有する。
【００１７】
　例えば、クラッド層としてＩｎＡｌＰ、ＩｎＧａＡｌＰ、発光層２２としてＩｎＧａＰ
／ＩｎＧａＡｌＰやＩｎＧａＮ／ＧａＮ／ＡｌＧａＮの多重量子井戸構造（ＭＱＷともい
う）を用いることができる。また、第２電流拡散層２１及び第１電流拡散層２３として、
例えばＩｎＧａＡｌＰやＧａＮを用いる。この第２電流拡散層２１及び第１電流拡散層２
３は、主面電極１５又は裏面電極（第２電極ともいう）１７を介して供給される電流を面
方向に拡散させる機能を有する。第１コンタクト層２４及び第２コンタクト層２０として
、例えばＧａＡｓを用いる。または、クラッド層としてＡｌＧａＮ、発光層としてＡｌＧ
ａＮ／ＡｌＩｎＧａＮの多重量子井戸構造を用い、第１コンタクト層２４及び第２コンタ
クト層２０として、ＧａＮを用いることもできる。
【００１８】
　なお、各層の材料は上記で挙げたものに限定されるものではなく、他の半導体材料を用
いてもよい。
【００１９】
＜基板＞
　基板１３は、主面電極１５と裏面電極１７の間の導通を確保するため導電性を有する。
例えば、基板１３として、シリコン基板を用いる。なお、基板１３の材料として、Ｇｅ、
ＩｎＰ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＮ、ＳｉＣを用いてもよい。また、基板１３主面に接着
金属層１２が形成されており、裏面（主面に対向する面）には裏面電極１７が形成されて
いる。
【００２０】
＜接合金属層＞
　接合金属層１４として、例えば金属Ａｇ層を用いる。金属Ａｇ層は光の反射率が高く、
発光層２２で発光した光を上方に反射させる反射膜の役割も兼ねる。
【００２１】
　この接合金属層１４は、基板１３側における半導体層１０表面と接触するように形成さ
れており、半導体層１０と接着金属層１１で覆われるように形成される。ここで、図１に
示すように、接合金属層１４は、基板１３側における半導体層１０表面からはみ出さずに
形成されている。言い換えれば、基板１３側における半導体層１０の表面が、接合金属層
１４だけでなく、接着金属層１１とも接触している。
【００２２】
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　また、半導体層１０側の接着金属層１１には、Ｎｉ層が形成されていることが望ましい
。接着金属層１１として、例えば基板１３側の表面から順にＡｕ層、Ｐｔ層、Ｔｉ層、Ｎ
ｉ層を積層した層を用いる。このＮｉ層はドライエッチングのストッパー膜としての役割
を担う。また、半導体層１０側の接着金属層１１と半導体層１０の間にストッパー膜とし
ての役割を担うＮｉ層を形成してもよい。Ｎｉ層の代わりに、例えばシリコンの酸化物を
含む層、シリコンの窒化物を含む層、シリコンの酸窒化物を含む層などを用いてもよい。
【００２３】
　なお、接合金属層１４は、半導体層１０と接着金属層１１で露出されなければよく、他
の形状を用いてもよい。例えば、接合金属層１４が半導体層１０に埋め込まれた形状でも
よい。
【００２４】
［半導体発光素子の製造方法］
　次に、本実施形態の半導体発光素子の製造方法のうち、チップ形状の半導体発光素子に
分離する前までの製造方法について、図２及び図３の工程図を用いて説明する。なお、図
２及び図３では、半導体層１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ，１０ｅの構造を省略して示
した。
【００２５】
　まず、図２（ａ）に示すように、基礎基板２０上全面に、ＭＯＣＶＤ法を用いて半導体
層１０ａをエピキャピタル成長させて形成する。基礎基板２０として、例えばＩｎＧａＡ
ｌＰ系発光素子の場合にはＧａＡｓを用いる。また、ＧａＮ系発光素子の場合には、サフ
ァイアやＧａＮ、ＳｉＣなどを用いる。
【００２６】
　そして、図２（ｂ）に示すように、半導体層１０ａの全面にフォトレジスト（図示略）
を塗布し、光リソグラフィー技術により半導体層１０ａが所定の間隔を隔てて形成される
よう所望のレジストパターンを形成する。この後に、このレジストパターンをマスクとし
て半導体層１０ａをドライエッチングにより加工し、半導体層１０ｂが形成される。
【００２７】
　次に、図２（ｃ）に示すように、半導体層１０ｂ及び基礎基板２０上に接合金属層１４
に用いる材料で例えばレジストリフトオフ法により、蒸着で、接合金属層１４を形成する
。熱処理により半導体層１０ｂと接合金属層１４の界面は、オーミックコンタクトを有す
る。
【００２８】
　図２（ｃ）に示すように、接合金属層１４の形成後にも、半導体層１０ｂ表面のうち、
基礎基板２０と接触する面と対向する面１０ｃの一部は露出する。
【００２９】
　そして、図２（ｄ）に示すように、接合金属層１４、半導体層１０ｂ、基礎基板２０の
上に接着金属層１１に用いる材料で例えばレジストリフトオフ法により、接着金属層１１
を形成する。このとき、接着金属層１１は、接合金属層１４全面を被覆する形状となる。
なお、接着金属層１１は、接合金属層１４上に形成されるため、接合金属層１４の段差が
反映された形状となる。また、接着金属層１１の形成後に、半導体層１０ｂ表面のうち、
基礎基板２０と接触する面と対向する面１０ｃの一部が露出してもよい。
【００３０】
　そして、図３（ａ）に示すように、基板１３上全面に形成された接着金属層１２を接着
金属層１１と貼り合わせ、接着する。具体的には、接着金属層１１，１２同士を圧接させ
た状態で加熱して接着する。半導体層１０ａのエピタキシャル成長に用いる基礎基板２０
を例えばウェットエッチング、レーザリフトオフ法により除去する。
【００３１】
　次に、以下の工程で半導体層１０をテーパ形状にする。接着する時又は基礎基板２０を
除去する時に生じるダメージ部分を除去して発光特性の低下を防止するとともに、後述す
る絶縁膜１６を半導体層１０上に形成しやすくするためである。
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【００３２】
　基礎基板２０の除去した後に、図３（ａ）に示すように、所望の形状を有するフォトレ
ジスト３１を例えば熱処理などにより形成する。この形状は、半導体層１０ｄに後述する
ドライエッチングをした時に、接着金属層１１表面及び半導体層１０のみが露出されるよ
うな形状とする。
【００３３】
　次に、図３（ｂ）に示すように、接着金属層１１表面が露出するまで、このフォトレジ
スト３１を後退させつつ、半導体層１０に対してドライエッチングを行う。これにより、
図３（ｂ）の下方から上方に向かって半導体層１０の幅が小さくなるテーパ形状の半導体
層１０ｅを形成する。フォトレジストの形状が図３（ａ）に示す形状の場合は、図３（ｂ
）に示すように、ドライエッチングした後に、側壁膜１０ｆが残存する。半導体層１０ｅ
を形成後に、フォトレジスト３１をアッシングまたは有機溶剤により、除去する。
【００３４】
　なお、半導体層１０ｄをドライエッチングする際に用いるマスク材の材質や形状を制御
することによって、側壁膜１０ｆが残らない形状にすることもできる。また、半導体層１
０ｅの形状は、テーパ形状に限定されることなく、他の形状（例えば、垂直形状）であっ
てもよい。また、発光の取り出し向上のため、適宜半導体層１０ｅ側面に加工を施しても
よい。
【００３５】
　そして、図３（ｃ）に示すように、テーパ形状の半導体層１０ｅ及びドライエッチング
により露出した接着金属層１１上に、例えばＣＶＤ法又は塗布法により、発光する波長に
対して透明な絶縁膜１６を形成する。この絶縁膜１６は、半導体層１０表面の保護膜とし
ての機能を有すると同時に、絶縁膜１６の屈折率や膜厚を設定することで、光取り出し向
上に寄与する機能を有する。
【００３６】
　図３（ｄ）に示すように、光リソグラフィー技術により、半導体層１０ｅ上面の一部を
開口するための所望のレジストパターンをマスクとして、保護膜１６を加工し、半導体層
１０ｅ上面の開口部に主面電極１５に用いる材料を埋め込み、主面電極１５を形成する。
【００３７】
　なお、半導体層１０ｅ上面（接合金属層１４側の面と対向する面）は光取り出し向上の
ため凹凸に加工してもよい。この場合は、絶縁膜１６を形成する前に半導体層１０ｅを加
工してから絶縁膜１６を形成してもよく、絶縁膜１６を形成した後に半導体層１０ｅ上面
に形成された絶縁膜１６を開口し加工してもよい。
【００３８】
［半導体発光装置］
　次に、前述した半導体発光素子を搭載した半導体発光装置について図４を用いて説明す
る。以下、「砲弾型」などと呼ばれる樹脂封止型の半導体発光装置を例として説明する。
【００３９】
　半導体発光装置２００は、半導体発光素子１００、リード１０１，１０２、ワイヤ１０
４、光透過性の樹脂１０５等を備える。
【００４０】
　リード１０１の上部にはカップ部１０３が設けられ、半導体発光素子１００はカップ部
１０３の底面に導電性ペーストなどによりマウントされている。これにより、半導体発光
素子１００の裏面電極１７とリード１０１が接続される。
【００４１】
　また、半導体発光素子１００の主面電極１５と、もう一方のリード１０２とはワイヤ１
０４により電気的に接続されている。カップ部１０３の内壁面１０３ａには、光反射面を
構成し、半導体発光素子１００から放出された光を反射して上方に取り出すことができる
。
【００４２】
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　カップ部１０３は、光透過性の樹脂１０５により封止されている。樹脂１０５の光取り
出し面１０５ａは集光曲面を形成し、半導体発光素子１０１から放出される光を適宜集光
させて所定の配光分布が得られるようにすることができる。
【００４３】
　図４に示すように、カップ部１０３に例えば半導体発光素子１００を覆うように蛍光体
層１０６を配設する。これにより、半導体発光素子１００で発光する光と異なる色の光を
取り出せる。例えば、青色光を発光する半導体発光素子１００を用いて、白色光を取り出
す場合には、蛍光体層１０６に、この青色光によって励起されて黄色光を出す蛍光体を含
むようにする。
【００４４】
［実施形態の効果］
　以上より、本実施形態では、接合金属層の腐食を抑制可能な半導体発光素子及び半導体
発光装置を提供できる。以下、具体的に説明する。
【００４５】
　本実施形態では、接合金属層１４が、接着金属層１１と半導体層１０に挟まれて形成さ
れ、素子ごとに半導体層１０が分離されているため、チップ形状の半導体発光素子に分離
する際に接着金属層１２と基板１３のみを切断すればよく、半導体層１０と半導体層１０
に接着された接着金属層１１、接合金属層１４には直接力を加えることはないため、接合
金属層１４の表面が露出しない。その結果、例えば半導体発光素子の他の製造工程で用い
る薬品などによる接合金属層１４の腐食を防止でき、半導体発光素子及び半導体発光装置
の信頼性を向上できる。
【００４６】
　また、従来の半導体発光素子の製造方法では、半導体層と接触する接合金属層の面積が
、基板側の半導体層の表面と同程度の面積を有している。このため、図３（ｂ）の工程で
、半導体層をテーパ形状に加工する場合に、ドライエッチングにより接合金属層の一部が
露出する。接合金属層の材質がエッチャントと反応して、反応生成物が半導体層側面に付
着する結果、発光時に半導体層側面からの漏れ電流が増大する可能性がある。
【００４７】
　しかし、本実施形態では、半導体層１０と接触する接合金属層１４の面積が、基板１３
側の半導体層１０表面より小さい。このため、図３（ｂ）の工程で、半導体層１０をテー
パ形状に加工する場合に、ドライエッチングにより接合金属１４の一部が露出しない。露
出する接着金属層１１の表面はエッチング耐性を有する材質であり、半導体層１０側面に
反応生成物が付着しにくい。その結果、半導体層１０からの漏れ電流を低減できる。
【００４８】
　その結果、半導体発光素子及び半導体発光装置の発光効率の低減を防止できる。
【００４９】
（変形例１）
　本実施形態の変形例１として、図５に示すように、接合金属層１４が主面電極１５の直
下を避けるように形成された形態が可能である。なお、形成される接合金属層１４の個数
や形状は問わない。
【００５０】
［変形例１の効果］
　本実施形態の半導体発光素子では、発光層により生成され接合金属層１４側に向かう光
を接合金属層１４表面での反射により上面から取り出す。本変形例１のように、主面電極
１５の直下に接合金属層１４を設けないことで、電流分布と発光分布を主面電極１５の直
下を避けた場所に誘導できる。その結果、主面電極１５によって遮蔽されない発光の量を
増大し、主面電極１５と接合金属１４間を行き来し、半導体層１０から外部に取り出され
ない光量を軽減できる。その結果、半導体発光素子の発光効率を向上できる。
【００５１】
　なお、本変形例１の接合金属１４の製造方法としては、接合金属１４を形成する際に用
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いるレジストパターンを変更する以外、その他の製造方法は、本実施形態と同様である。
【００５２】
（変形例２）
　本実施形態では、接着金属層１２を基板１３上全面に形成したが、本変形例２では、図
６に示すように、接着金属層１２に素子分離領域３０を形成してもよい。
【００５３】
［変形例２の効果］
　このため、例えばレーザーダイシング法の場合には、レーザーを照射する部分が基板１
３のみである。その結果、本実施形態の場合と比べて、より半導体層１０及び接着金属層
１１などに損傷や膜はがれが生じにくくなる。
【００５４】
　なお、本願発明は上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で種々に変形することが可能である。更に、上記実施形態には種々の段階の
発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の
発明が抽出されうる。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が
削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の
欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明とし
て抽出されうる。
【符号の説明】
【００５５】
１０…半導体層
１１　１２…接着金属層
１３…基板
１４…接合金属層
１５…主面電極
１６…保護膜
２０…基板
３１…フォトレジスト
３０…素子分離領域
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