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(57)【要約】
　発光パッケージは、少なくとも１つの固体発光体、リ
ードフレーム、及び、リードフレームの一部分を内包す
る本体構造を備える。少なくとも１つの開口が電気リー
ドに規定され、パッケージの外部側壁の外側に配置され
た開口の少なくとも一部分によって複数の電気リードセ
グメントを規定する。外部側壁に凹部が規定され、電気
リードの曲部を受け入れる。本体構造のキャビティは、
床面、及び、曲線形状又は分割された上縁を有する移行
壁部によって分離される側壁部及び端壁部によって境界
が定められ、それぞれの壁部は、異なる傾斜角度で配置
される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの電気リードを規定するリードフレームと、
　前記リードフレームの少なくとも一部分を内包し、少なくとも１つの外部側壁を規定す
る本体構造と、
　を備え、
　前記少なくとも１つの電気リードの第１電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁
へ延伸する複数の第１電気リードセグメントを有し、
　第１電気リードセグメントのそれぞれは、少なくとも１つの第１開口によって、前記少
なくとも１つの外部側壁に沿って他の第１電気リードセグメントから互いに分離され、
　前記少なくとも１つの第１開口の少なくとも一部分は、前記少なくとも１つの外部側壁
の外側に配置される、
　少なくとも１つの固体発光体と使用される発光パッケージ。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの第１開口は、複数の第１開口を有する請求項１に記載の発光パッ
ケージ。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの第１開口の前記少なくとも一部分は、前記本体構造中の本体物質
で埋められる請求項１に記載の発光パッケージ。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの電気リードは第２電気リードを有し、
　前記第２電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁へ延伸する複数の第２電気リー
ドセグメントを含み、
　第２電気リードセグメントのそれぞれは、少なくとも１つの第２開口によって、前記外
部側壁に沿って他の第２電気リードセグメントから互いに分離され、
　前記少なくとも１つの第２開口の少なくとも一部分は、前記少なくとも１つの外部側壁
の外側に配置される請求項１に記載の発光パッケージ。
【請求項５】
　前記第１電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁の第１外部側壁へ延伸し、
　前記第２電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁の第２外部側壁へ延伸する請求
項４に記載の発光パッケージ。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの電気リードは曲部を有する請求項１に記載の発光パッケージ。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの外部側壁は、前記少なくとも１つの電気リードの前記曲部を受け
入れるように配置される少なくとも１つの凹部を規定する請求項６に記載の発光パッケー
ジ。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの電気リードは、前記パッケージの中央部から外側方向に向けて、
前記少なくとも１つの外部側壁から延伸する末端部を有する請求項７に記載の発光パッケ
ージ。
【請求項９】
　少なくとも１つの固体発光体から熱を放散するためのヒートシンク部材をさらに備え、
　前記ヒートシンク部材は前記本体構造により保持される請求項１に記載の発光パッケー
ジ。
【請求項１０】
　前記ヒートシンク部材は、前記リードフレームの平均厚みよりも実質的に大きな平均厚
みを有する請求項９に記載の発光パッケージ。
【請求項１１】
　前記本体構造は、モールド成形によって形成され、前記リードフレームの少なくとも一
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部分を内包し、前記ヒートシンク部材と接触する請求項９に記載の発光パッケージ。
【請求項１２】
　前記ヒートシンク部材は、前記少なくとも１つの電気リードと電気的に絶縁されている
請求項９に記載の発光パッケージ。
【請求項１３】
　前記本体構造はキャビティを規定し、
　前記パッケージは、前記キャビティ内に配置される少なくとも１つの固体発光体をさら
に備える請求項１に記載の発光パッケージ。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの固体発光体と電気的に導通される静電放電保護デバイスを備える
請求項１３に記載の発光パッケージ。
【請求項１５】
　サブマウントをさらに備え、
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記サブマウントに取り付けられる請求項１３に記
載の発光パッケージ。
【請求項１６】
　請求項１に記載の発光パッケージを少なくとも１つ備える発光装置。
【請求項１７】
　少なくとも１つの電気リードを規定するリードフレームと、
　前記リードフレームの少なくとも一部分を内包し、少なくとも１つの外部側壁を規定す
る本体構造と、
　を備え、
　前記少なくとも１つの電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁へ延伸し、
　前記少なくとも１つの外部側壁は、前記少なくとも１つの電気リードの曲部を受け入れ
るように配置される少なくとも１つの凹部を規定する、
　少なくとも１つの固体発光体と使用される発光パッケージ。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁の第１外部側壁へ
延伸する第１電気リード、及び、前記少なくとも１つの外部側壁の第２外部側壁へ延伸す
る第２電気リードを有する請求項１７に記載の発光パッケージ。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの凹部は、前記少なくとも１つの外部側壁に応じた深さを有し、
　前記少なくとも１つの凹部の前記深さは、前記少なくとも１つの電気リードの平均厚み
と少なくとも同じである請求項１７に記載の発光パッケージ。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの電気リードは、前記パッケージの中央部から外側方向に向けて、
前記少なくとも１つの外部側壁から延伸する末端部を有する請求項１７に記載の発光パッ
ケージ。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの電気リードの第１電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁
へ延伸する複数の第１電気リードセグメントを有し、
　第１電気リードセグメントのそれぞれは、少なくとも１つの第１開口によって、前記少
なくとも１つの外部側壁に沿って他の第１電気リードセグメントから互いに分離され、
　前記少なくとも１つの第１開口の少なくとも一部分は、前記少なくとも１つの外部側壁
の外側に配置される請求項１７に記載の発光パッケージ。
【請求項２２】
　少なくとも１つの固体発光体から熱を放散するためのヒートシンク部材をさらに備え、
　前記ヒートシンク部材は前記本体構造により保持される請求項１７に記載の発光パッケ
ージ。
【請求項２３】
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　前記ヒートシンク部材は、前記リードフレームの平均厚みよりも実質的に大きな平均厚
みを有する請求項２２に記載の発光パッケージ。
【請求項２４】
　前記本体構造は、モールド成形によって形成され、前記リードフレームの少なくとも一
部分を内包し、前記ヒートシンク部材と接触する請求項２２に記載の発光パッケージ。
【請求項２５】
　前記ヒートシンク部材は、前記複数の電気リードと電気的に絶縁されている請求項２２
に記載の発光パッケージ。
【請求項２６】
　前記本体構造はキャビティを規定し、
　前記パッケージは、前記キャビティ内に配置される少なくとも１つの固体発光体をさら
に備える請求項１７に記載の発光パッケージ。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの固体発光体と電気的に導通される静電放電保護デバイスを備える
請求項２６に記載の発光パッケージ。
【請求項２８】
　サブマウントをさらに備え、
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記サブマウントに取り付けられる請求項２６に記
載の発光パッケージ。
【請求項２９】
　請求項１７に記載の発光パッケージを少なくとも１つ備える発光装置。
【請求項３０】
　（ｉ）少なくとも１つの電気リードを規定するリードフレームの少なくとも一部分を内
包し、（ｉｉ）少なくとも１つの凹部を規定する少なくとも１つの外部側壁を形成するよ
うに本体構造を形成する段階と、
　前記少なくとも１つの凹部内に前記少なくとも１つの電気リードの少なくとも一部分が
位置するように、前記少なくとも１つの電気リードを曲げる段階と、
　を備える、少なくとも１つの固体発光体と使用される発光パッケージの製造方法。
【請求項３１】
　複数の第１電気リードセグメントを形成するように、前記リードフレームに少なくとも
１つの第１開口を規定する段階をさらに備え、
　前記本体構造を形成する段階において、第１電気リードセグメントのそれぞれは、前記
少なくとも１つの第１開口によって、前記少なくとも１つの外部側壁に沿って他の第１電
気リードセグメントから互いに分離され、前記少なくとも１つの第１開口の少なくとも一
部分は、前記少なくとも１つの外部側壁の外側に配置される請求項３０に記載の発光パッ
ケージの製造方法。
【請求項３２】
　前記本体構造を形成する段階は、前記本体構造の一部分内にヒートシンクを保持する段
階をさらに有する請求項３０に記載の発光パッケージの製造方法。
【請求項３３】
　前記本体構造を形成する段階は、モールド成形を含む請求項３０に記載の発光パッケー
ジの製造方法。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つの電気リードを曲げる段階は、前記本体構造を形成する段階の後に
行われる請求項３０に記載の発光パッケージの製造方法。
【請求項３５】
　第１電気リードに付随する複数の第１電気リードセグメントを形成するように、リード
フレームに少なくとも１つの第１開口を規定する段階と、
　（ｉ）前記リードフレームの少なくとも一部分を内包し、（ｉｉ）少なくとも１つの外
部側壁を形成するよう本体構造を形成する段階と、
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　前記複数の第１電気リードセグメントを曲げる段階と、
　を備え、
　前記本体構造を形成する段階において、第１電気リードセグメントのそれぞれは、前記
少なくとも１つの第１開口によって、前記少なくとも１つの外部側壁に沿って他の第１電
気リードセグメントから互いに分離され、前記少なくとも１つの第１開口の少なくとも一
部分は、前記少なくとも１つの外部側壁の外側に配置される、少なくとも１つの固体発光
体と使用される発光パッケージの製造方法。
【請求項３６】
　前記本体構造を形成する段階は、前記本体構造の一部分内にヒートシンクを保持する段
階をさらに有する請求項３５に記載の発光パッケージの製造方法。
【請求項３７】
　前記本体構造を形成する段階は、モールド成形を含む請求項３５に記載の発光パッケー
ジの製造方法。
【請求項３８】
　前記複数の第１電気リードセグメントを曲げる段階は、前記本体構造を形成する段階の
後に行われる請求項３５に記載の発光パッケージの製造方法。
【請求項３９】
　前記少なくとも１つの外部側壁を形成する段階は、前記少なくとも１つの外部側壁に少
なくとも１つの凹部を規定する段階を有し、
　前記複数の第１電気リードを曲げる段階は、前記少なくとも１つの凹部に前記第１電気
リードの少なくとも一部分が位置するように実行される請求項３５に記載の発光パッケー
ジの製造方法。
【請求項４０】
　少なくとも１つの固体発光体と、
　前記少なくとも１つの固体発光体と熱的に導通されるヒートシンク部材と、
　前記少なくとも１つの固体発光体と電気的に導通される複数の電気リードを規定するリ
ードフレームと、
　前記リードフレームの少なくとも一部分を内包し、前記ヒートシンク部材を保持するよ
うに配置される本体構造と、
　を備え、
　前記本体構造はキャビティを規定し、
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記キャビティ内に配置され、
　前記キャビティは、床面、複数の側壁部、複数の端壁部、及び複数の移行壁部によって
境界が定められ、
　移行壁部は、それぞれ対応する側壁部及び端壁部の間に配置され、
　側壁部及び端壁部のそれぞれは、実質的に直線状の上縁を有し、
　移行壁部のそれぞれは、側壁部の前記上縁から端壁部の前記上縁へ移行する曲線状又は
分割された上縁を有する発光パッケージ。
【請求項４１】
　移行壁部のそれぞれは、側壁部及び端壁部のそれぞれに比べて、前記床面と垂直な平面
に対して、より大きい平均角度で傾斜する請求項４０に記載の発光パッケージ。
【請求項４２】
　側壁部及び端壁部のそれぞれは、前記床面に垂直な平面に対して、少なくとも略４０°
の角度で傾斜する請求項４０に記載の発光パッケージ。
【請求項４３】
　移行壁部のそれぞれは、前記床面に垂直な平面に対して、少なくとも略５０度の角度で
傾斜する部分を少なくとも有する請求項４０に記載の発光パッケージ。
【請求項４４】
　前記本体構造は、長さと幅とが略同一である請求項４０に記載の発光パッケージ。
【請求項４５】
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　前記少なくとも１つの固体発光体は、複数の固体発光体を有する請求項４０に記載の発
光パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体発光体用のパッケージを含めた固体発光体、及び固体発光体を組み込ん
だデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体光源は、白色（例えば、白色又は白色に近いと認識される）ＬＥＤ光を提供するた
めに使用することができ、白色の白熱灯に替わる可能性のある代替物として研究されてき
ている。白色ＬＥＤランプの代表例としては、ＹＡＧ等の蛍光体をコーティングした窒化
ガリウム（ＧａＮ）製の青色発光ダイオードチップのパッケージが挙げられる。そのよう
なＬＥＤランプにおいては、青色発光ダイオードチップが波長約４５０ｎｍの光を生成し
、その発光を受けた蛍光体がピーク波長約５５０ｎｍの黄色い蛍光を発する。青色ＬＥＤ
チップが発する青色光線の一部は蛍光体を通過する。また青色ＬＥＤチップが発する青色
光線の一部は蛍光体に吸収され、蛍光体が励起されて黄色光線を発する。蛍光体を透過し
た青色光の一部は、蛍光体が発する黄色光と混合される。青色光と黄色光とが混合された
光は、白色光として観察者に認識される。蛍光体によって変換された白色光の代わりに、
赤色、青色、及び緑色（ＲＧＢ）固体発光体を組み合わせて動作させ、白色と認識される
光を生成することもできる。
【０００３】
　固体発光デバイスには、例えば、有機又は無機発光ダイオード（ＬＥＤ）、又はレーザ
ーが含まれる。上述のパッケージの例は、本発明と同一の譲受人に共通に譲受される、米
国特許出願公開公報第２００５／０２６９５８７号、２００４／０１２６９１３号、及び
２００４／００７９９５７号に開示されている。
【０００４】
　半導体発光デバイス等の固体光源をパッケージに取り付けることにより、そのような光
源によって放出される光に対する保護、色強調、集光、及びその他の実用性を提供できる
ことが知られている。少なくとも１つの発光デバイス、モールド成形された本体、多数の
リードを含むリードフレーム、ヒートシンク、レンズを含む発光ダイパッケージの一例が
、本発明と同一の譲受人に共通に譲受される米国特許第７，４５６，４９９号明細書に開
示されている。モールド成形された本体は、リードフレームの周りに形成され、デバイス
の上面側に開口を規定する。開口は少なくとも１つのＬＥＤデバイスの取り付けパッドを
取り囲む。
【０００５】
　様々な固体発光パッケージが市場で入手できるにもかかわらず、光出力性能の向上、熱
性能の向上、デバイス信頼性の改善、及び、製造の容易さの促進等を達成するため、固体
照明の応用に適した改良されたパッケージに対する要求は依然として残っている。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、固体発光体用のパッケージを含めた固体発光体、固体発光体を組み込んだデ
バイス、及び、固体発光体デバイスを製造する方法に関する。
【０００７】
　１つの側面によれば、本発明は、少なくとも１つの固体発光体と使用される発光パッケ
ージに関する。パッケージは、（Ａ）少なくとも１つの電気リードを規定するリードフレ
ームと、（Ｂ）リードフレームの少なくとも一部分を内包し、少なくとも１つの外部側壁
を規定する本体構造とを備える。少なくとも１つの電気リードの第１電気リードは、少な
くとも１つの外部側壁へ延伸する複数の第１電気リードセグメントを有する。第１電気リ
ードセグメントのそれぞれは、少なくとも１つの第１開口によって、少なくとも１つの外
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部側壁に沿って他の第１電気リードセグメントから互いに分離される。そして、少なくと
も１つの第１開口の少なくとも一部分は、少なくとも１つの外部側壁の外側に配置される
。
【０００８】
　別の側面によれば、本発明は、少なくとも１つの固体発光体と使用される発光パッケー
ジに関する。パッケージは、（Ａ）少なくとも１つの電気リードを規定するリードフレー
ムと、（Ｂ）リードフレームの少なくとも一部分を内包し、少なくとも１つの外部側壁を
規定する本体構造とを備える。少なくとも１つの電気リードは、少なくとも１つの外部側
壁へ延伸し、少なくとも１つの外部側壁は、少なくとも１つの電気リードの曲部を受け入
れるように配置される少なくとも１つの凹部を規定する。
【０００９】
　さらなる側面によれば、本発明は、少なくとも１つの固体発光体と使用される発光パッ
ケージの製造方法に関し、（Ａ）（ｉ）少なくとも１つの電気リードを規定するリードフ
レームの少なくとも一部分を内包し、（ｉｉ）少なくとも１つの凹部を規定する少なくと
も１つの外部側壁を形成するように本体構造を形成する段階と、（Ｂ）少なくとも１つの
凹部内に、少なくとも１つの電気リードの少なくとも一部分が位置するように、少なくと
も１つの電気リードを曲げる段階とを備える。そのように曲げる段階は、本体構造を形成
する段階の後に行われてよい。
【００１０】
　本発明のさらに別の側面は、少なくとも１つの固体発光体と使用される発光パッケージ
の製造方法に関し、（Ａ）第１電気リードに付随する複数の第１電気リードセグメントを
形成するように、リードフレームに少なくとも１つの第１開口を規定する段階と、（Ｂ）
（ｉ）リードフレームの少なくとも一部分を内包し、（ｉｉ）少なくとも１つの外部側壁
を形成するよう本体構造を形成する段階と、（Ｃ）複数の第１電気リードセグメントを曲
げる段階とを備え、本体構造を形成する段階において、第１電気リードセグメントのそれ
ぞれは、少なくとも１つの第１開口によって、少なくとも１つの外部側壁に沿って他の第
１電気リードセグメントから互いに分離され、少なくとも１つの第１開口の少なくとも一
部分は、少なくとも１つの外部側壁の外側に配置される。そのように曲げる段階は、本体
構造を形成する段階の後に行われてよい。
【００１１】
　本発明のさらに別の側面は発光パッケージに関し、（Ａ）少なくとも１つの固体発光体
と、（Ｂ）少なくとも１つの固体発光体と熱的に導通されるヒートシンク部材と、（Ｃ）
少なくとも１つの固体発光体と電気的に導通される複数の電気リードを規定するリードフ
レームと、（Ｄ）リードフレームの少なくとも一部分を内包し、ヒートシンク部材を保持
するように配置される本体構造とを備え、本体構造はキャビティを規定し、少なくとも１
つの固体発光体はキャビティ内に配置され、キャビティは、床面、複数の側壁部、複数の
端壁部、及び複数の移行壁部によって境界が定められ、移行壁部は、それぞれ対応する側
壁部及び端壁部の間に配置され、側壁部及び端壁部のそれぞれは、実質的に直線状の上縁
を有し、移行壁部のそれぞれは、側壁部の上縁から端壁部の上縁へ移行する曲線状又は分
割された上縁を有する。
【００１２】
　さらなる側面によれば、上述の側面は、付加的な利点のために組み合わされてよい。
【００１３】
　本発明の他の側面、特徴、及び実施例は、以下に続く開示及び添付の特許請求の範囲に
よって、より十分に明確となるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の１つの実施例による固体発光パッケージの上部、側部、端部を示す斜視
図である。
【００１５】
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【図２】図１の固体発光パッケージの底部、側部、端部を示す斜視図である。
【００１６】
【図３】図１－２の固体発光パッケージを上から見た平面図である。
【００１７】
【図４】図１－３の固体発光パッケージの側面図である。
【００１８】
【図５】図１－４の固体発光パッケージを底面から見た平面図である。
【００１９】
【図６】図１－５の固体発光パッケージの端面図である。
【００２０】
【図７】図１－６の固体発光パッケージの製造完成前におけるパッケージサブアセンブリ
を上から見た平面図である。
【００２１】
【図８Ａ】図７のパッケージサブアセンブリ本体部の単純化した断面概略図であり、側壁
部又は端壁部の角度を示す。
【００２２】
【図８Ｂ】図７のパッケージサブアセンブリ本体部の単純化した断面概略図であり、移行
壁部の角度を示す。
【００２３】
【図９】図７のサブアセンブリを側面から見た断面図である。
【００２４】
【図１０】図１－６の固体発光パッケージ及び図７－８のパッケージサブアセンブリの、
リードフレーム及びヒートシンクの上部、側部、及び端部を示す斜視図である。
【００２５】
【図１１】図１０のリードフレーム及びヒートシンクの側面図である。
【００２６】
【図１２Ａ】ここに開示する固体発光パッケージに使用できる、１つの実施例によるヒー
トシンクの断面概略図である。
【００２７】
【図１２Ｂ】ここに開示する固体発光パッケージに使用できる、別の実施例によるヒート
シンクの断面概略図である。
【００２８】
【図１２Ｃ】本発明の１つの実施例による固体発光パッケージの一部分の断面図であり、
図１２Ａに示される実施例に類似したヒートシンクを示す。
【００２９】
【図１３】本発明の別の実施例による固体発光パッケージを上から見た平面図であり、明
瞭に示すために、パッケージから反射キャビティの封止材を除いている。
【００３０】
【図１４Ａ】図１３のパッケージと類似した固体発光パッケージを上から見た平面図であ
り、反射キャビティの封止材が含まれている。
【００３１】
【図１４Ｂ】図１４Ａの固体発光パッケージの上部、側部、及び端部を示す斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下に、本発明の実施例を示す添付の図面を参照して、本発明をより詳細に記載する。
しかしながら、本発明は多くの異なる形態で実施することができ、ここに説明する特定の
実施例に限定はされないことを理解されたい。むしろ、これらの実施例は、当業者に対し
て発明の範囲を伝えるために提供されるものである。図面においては、層及び領域の大き
さ、相対的な大きさは、明瞭にするために誇張されている場合がある。
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【００３３】
　層、領域、又は基板といった部材が、別の部材の「上に」ある、又は伸張すると表現さ
れる場合は、当該別の部材の上に直接ある、又は直接伸張することができるし、あるいは
媒介的な部材が存在してもよいことが理解されるであろう。対照的に、ある部材が他の部
材の「直接上に」ある、又は伸張すると表現される場合は、媒介的な部材は存在しない。
また、ある部材が別の部材に「接続される」又は「結合される」と表現される場合、当該
別の部材に直接に接続又は結合されることができるし、あるいは媒介的な部材が存在して
もよいことが理解されるであろう。対照的に、ある部材が別の部材に「直接接続される」
又は「直接結合される」と表現される場合は、媒介的な部材は存在しない。
【００３４】
　様々な領域、層、及び／又は部分を記載するために、「第１」及び「第２」という用語
がここで使用されているが、これらの領域、層、及び／又は部分は、このような用語によ
って限定されるべきでないことが理解されるであろう。これらの用語は、単に、１つの領
域、層、又は部分を、別の領域、層、又は部分から区別するために用いられるだけである
。つまり、本発明の示唆から逸脱することなく、下記の説明における第１領域、層、又は
部分は、第２領域、層、又は部分であってよい。同様に、第２領域、層、又は部分は、第
１領域、層、又は部分であってよい。
【００３５】
　さらに、「下方」又は「底部」、及び「上方」又は「上部」などの相対的な用語は、図
面中に示された１つ以上の部材と別の部材との関係を記載するために使われてよい。相対
的な用語は、図面中に描かれた方向に加えて、デバイスの別の方向も包含することを意図
していることが理解されるであろう。例えば、もし図中のデバイスがひっくり返されると
、他の部材の「下方」側にあるものと記載されている部材は、当該他の部材の「上方」側
に位置するものとしてよい。すなわち、例示的な用語である「下方」とは、図の特定の方
向次第で、「下方」及び「上方」の両方向を包含することができる。同様に、もし１つの
図中のデバイスがひっくり返されると、他の部材「より下に」又は他の部材の「下方に」
と記載されている部材は、当該他の部材の「上方に」位置するものとしてよい。従って、
「より下に」又は「下方に」という用語は、上方及び下方の両方向を包含することができ
る。
【００３６】
　他に定義されていない限り、（技術用語及び科学用語を含めて）ここで使用される用語
は、本発明が属する分野の当業者によって一般に理解されるものと同じ意味を持つと解釈
されるべきである。ここで使用される用語は、本明細書及び関連する分野の文脈における
その意味と矛盾しない意味を持つものと解釈されるべきであり、また、ここでそのように
明示的に定義されない限り、理想的な意味、又は過度に形式的な意味に解釈されるべきで
はないことがさらに理解されるであろう。
【００３７】
　ここで用いられるように、固体発光体又は固体発光デバイスとは、発光ダイオード、レ
ーザーダイオード、及び／又はその他の半導体デバイスを含んでよい。半導体デバイスは
、シリコン、シリコンカーバイド、窒化ガリウム、及び／又はその他の半導体物質を含め
た１つ以上の半導体層、サファイア、シリコン、シリコンカーバイド、及び／又はその他
のマイクロエレクトロニクス基板を含めた基板、及び、金属及び／又はその他の導電性物
質を含めた１つ以上のコンタクト層を含んでよい。
【００３８】
　本発明の実施例による固体発光デバイスは、ノースカロライナ州ダーラムのＣｒｅｅ　
Ｉｎｃ．によって製造販売されるデバイスのように、ＩＩＩ－Ｖ窒化物（例えば窒化ガリ
ウム）をベースとしたＬＥＤ、又は、シリコンカーバイド基板上に製造されたレーザーを
含んでよい。このようなＬＥＤ及び／又はレーザーは、光の放出が、いわゆる「フリップ
チップ」方向の基板によって生じるように動作するべく構成されてよい。
【００３９】
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　固体発光体は、（白色と認識させる色の組み合わせを含む）認識されるべき望ましい色
の光を発生するべく、個別に、又は組み合わせて使用されてよく、１つ以上の発光物質（
例えば蛍光物質、シンチレーター、ルミフォア性のインク（ｌｕｍｉｐｈｏｒｉｃ　ｉｎ
ｋ））及び／又はフィルターと任意に組み合わされてもよい。ＬＥＤデバイスに発光性（
「ルミフォア性」とも呼ばれる）物質を含むことは、そのような物質を封止材、レンズに
添加することにより、又はＬＥＤに直接コーティングすることにより実行できる。分散剤
及び／又は屈折率整合物質等のその他の物質を、そのような封止材に含んでもよい。
【００４０】
　図１から図６を参照すると、本発明のいくつかの実施例による固体発光パッケージ１０
０は、６個の固体発光体１２Ａ－１２Ｆを収容する（好ましくは反射性であって反射キャ
ビティを構成する）本体キャビティ２０を規定する本体構造１０を備える。各発光体１２
Ａ－１２Ｆは、反射キャビティ２０の床面に沿って設けられたヒートシンク７０の上表面
７１上に（つまり、上面に接触して又は隣接して）配置され、ワイヤボンド３１、３２を
用いて第１電気リード５１及び第２電気リード６１と電気的に導通するように設けられる
。１つの実施例においては、発光体１２Ａ－１２Ｆは、発光体１２Ａ－１２Ｆとヒートシ
ンク７０との間に配置されるオプションのサブマウント（不図示）に取り付けられてよい
。ヒートシンク７０は、本体部１９Ａ、１９Ｂによって電気リード５１、５２から分離さ
れており（好ましくは電気的に絶縁されており）、発光体１２Ａ－１２Ｆからヒートシン
ク７０の下表面７２へと熱を逃がし、そこから熱を放散するように構成されている。第１
電気リード５１に配置され、連結されたワイヤボンド３３を有する静電放電保護デバイス
９（例えばツェナーダイオード、あるいはセラミックキャパシタ、過渡電圧抑制（ＴＶＳ
）ダイオード、多層バリスタ、及び／又はショットキーダイオード）もまた、発光体１２
Ａ－１２Ｆと電気的に導通するように設けられる。電気リード５１、６１は、本体構造１
０の対向する端部に設けられる外部側壁１５、１６へ伸張し、パッケージ１００の中央部
から外側に向かう方向に外部側壁１５、１６から伸張するリードタブ部５６、６６を有す
ることにより、リードタブ部５６、６６が電流源及びシンク（不図示）にはんだ付け、あ
るいは接続されて、発光体１２Ａ－１２Ｆの動作を可能とする。
【００４１】
　本体構造１０は、上面１１、下面１３、及び外部側壁１５－１８を有する。上面１１は
コーナーのノッチ１を規定する。下面１３は、ヒートシンク７０の下表面７２及び下方突
出部７２Ａが露出するように、ヒートシンク７０を収容する凹部２を備えることが望まし
い。１つの実施例においては、本体構造１０が正方形状の占有領域を持つように、（例え
ば外部側壁１５－１８で表される）本体構造１０の長さと幅とは略同一である。他の実施
例においては、本体構造１０の長さと幅とは同一でなくてよく、本体構造が長方形の占有
領域を有してよい。あるいは、本体構造１０は、正多角形（例えば八角形）の占有領域、
又は正多角形ではない形状を含めたその他の形状（例えば円形）の占有領域を持つように
形成されてよい。本体構造１０は、（図６に示されるように、）好ましくは（電気リード
５１、６１を規定する）リードフレーム５０及びヒートシンク７０の周りに形成される。
本体構造１０はリードフレーム５０の少なくとも一部分を内包し、ヒートシンク部材７０
を保持するように配置される。ヒートシンク７０の突出部７３、７４は、本体構造１０の
側壁１７、１８に沿って露出されてよい。本体構造１０は、好ましくは電気的に絶縁性の
熱可塑性物質及び／又は熱硬化性物質を用いて、射出成形等の成形プロセスを用いて形成
されることが好ましい。本体構造１０を形成するためにポリマー含有物質を使用すること
が好ましい。そのような物質は（例えば、繊維、セラミックス、あるいは合成物により）
強化されたものでもよい。本体構造は、パッケージ１００が暗い外観になることを最小限
にするため、白色又は明るい色であってよい。いくつかの実施例においては、本体構造１
０を形成するために、セラミック及び／又は合成物質がポリマーの代わりに使用されてよ
い。射出成形の代わりに、その他のタイプの成形法及び／又は形成工程（例えば焼結法）
が使用されてよい。本体構造１０は、（例えば、それぞれ上部及び下部成形用金型（不図
示）中で形成される）上部１０Ａ及び下部１０Ｂを有してよい。反射キャビティ２０は、
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上部成形用金型の中央の突出部の逆側として形成されてよい。
【００４２】
　図３及び図７を参照すると、反射キャビティ２０は、（接点５１、６１の一部、本体部
１９Ａ、１９Ｂ、及びヒートシンク７０の上表面７１を含めた）床面によって下方の境界
が定められ、側壁部２１Ａ、２１Ｂ、端壁部２２Ａ、２２Ｂ、及び移行壁部２４Ａ－２４
Ｄによって周縁の境界が定められている。移行壁部２４Ａ－２４Ｄは、それぞれ対応する
側壁部２１Ａ、２１Ｂ、及び端壁部２２Ａ、２２Ｂの間に配置される。側壁部２１Ａ、２
１Ｂのそれぞれ、及び、端壁部２２Ａ、２２Ｂのそれぞれは、実質的に直線状の上縁を有
することが好ましく、移行壁部２４Ａ－２４Ｄのそれぞれは、側壁部２１Ａ、２１Ｂの上
縁から端壁部２２Ａ、２２Ｂの上縁へと移行する曲線形状又は分割された上縁を有するこ
とが好ましい。移行壁部２４Ａ－２４Ｄのそれぞれは、各側壁部２１Ａ、２１Ｂ及び各端
壁部２２Ａ、２２Ｂに比べて、反射キャビティの床面に垂直な平面に対して、より大きな
角度で傾斜することが好ましい。例えば、図８Ａは本体部断面の単純化した概略図を示し
ており、本体キャビティの床面に垂直な平面に対して、側壁部又は端壁部の角度がθであ
ることを示す。同様に、図８Ｂは本体部断面の単純化した概略図を示しており、本体キャ
ビティの床面に垂直な平面に対して、移行壁部の角度がφであることを示す。１つの実施
例においては、各側壁部及び各端壁部は少なくとも約２０度、より好ましくは少なくとも
約３０度、さらにより好ましくは少なくとも約４０度の角度θで傾斜している。さらなる
実施例においては、角度θは、少なくとも約４５度、又は少なくとも約５０度であってよ
い。１つの実施例においては、各移行壁部は、少なくとも約３０度、より好ましくは少な
くとも約４０度、さらにより好ましくは少なくとも約５０度の角度φで傾斜している。さ
らなる実施例においては、角度φは、少なくとも約５５度、又は少なくとも約６０度であ
ってよい。側壁部２１Ａ、２１Ｂ、端壁部２２Ａ、２２Ｂ、及び移行壁部２４Ａ－２４Ｄ
のそのような角度は、固体発光デバイスで通常使用される角度よりも大きい。図８Ａ－８
Ｂにおいては、側壁部／端壁部、及び移行壁部は、キャビティの床面からパッケージの上
縁に至るまで、ある角度を持つように描かれている。しかし、他の実施例においては、こ
れらの壁部のうち、任意の１つ以上（または全て）が、分割された及び／又は曲線状の断
面形状、つまり、少なくともその一部に沿って線形ではない形状で、床面からパッケージ
の上縁まで伸張する壁として特徴付けられてもよい。もし、壁がそのように曲線状である
か又は分割されている場合、上述の傾斜角度とは、曲線状あるいは区分された壁の平均角
度、又はそうした壁の終端間の角度に対応する。角度が交互に入れ替わる側壁部２１Ａ、
２１Ｂ／端壁部２２Ａ、２２Ｂと、移行壁部２４Ａ－２４Ｄとを使用することにより、特
に複数の発光体がキャビティ２０内に配置された場合に、望ましい拡散した出力ビーム特
性を提供しつつ、正方形状の上表面１１に対して反射キャビティ２０前面の面積を最大化
することが可能になる。
【００４３】
　既に示したように、本体構造１０は、リードフレーム５０及びヒートシンク７０の周り
に形成されることが好ましい。図１０－１１を参照すると、リードフレーム５０は第１電
気リード５１及び第２電気リード６１を有する。各電気リード５１、６１は、内側端５８
、６８、及び、発光パッケージの中心から外側へ延伸し、末端５９、６９で終端するリー
ドタブ部５６、６６を有する。各電気リード５１、６１は、複数の電気リードセグメント
５１Ａ－５１Ｂ、６１Ａ－６１Ｂを分離するための、少なくとも１つの開口５２、６２を
規定する。１つの実施例においては、各電気リード５１、６１は、３つ以上の電気リード
セグメントを分離するための、複数の開口を有してもよい。各開口５２、６２の一部は、
本体構造の本体物質で埋められることが好ましく、各開口５２、６２の別の部分は本体構
造１０の側壁１５、１６の外側に配置され、個々の電気リードセグメント５１Ａ－５１Ｂ
、６１Ａ－６１Ｂは、本体構造１０の外部側壁１５、１６に沿って、開口５２、６２によ
り対応する電気リードセグメント５１Ａ－５１Ｂ、６１Ａ－６１Ｂから分離されている。
各電気リード５１、６１は、第１屈曲部５３、６３、（内側端５８、６８へ伸張する平面
に対して実質的に垂直であることが好ましい）曲部５４、６４、及び、各電気リードタブ
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部５６、６６へと移行する第２屈曲部５５、６５を有する。各開口５２、６２は、少なく
とも各第１屈曲部５３、６３まで伸張することが好ましい。各開口５２、６２は、複数の
恩恵をもたらす。第１に、各開口５２、６２の中央部は本体の物質で埋められるので、本
体構造１０内に電気リード５１、６１を確実に保持することを促進する。第２に、各開口
５２、６２は、第１屈曲部５３、６３を形成するために曲げなくてはならないリード物質
（例えば金属）の量を低減する。これにより、第１屈曲部５３、６３を形成するべく曲げ
るために要する力の量を低減できる。これは、電気リード５１、６１の周りに本体構造１
０を形成した後、各電気リード５１、６１に第１屈曲部５３、６３が形成される場合には
特に好ましい。曲げ加工は、各電気リード５１、６１の少なくとも一部分を凹部５、６内
に位置させるのに十分な程度に行われることが好ましい。
【００４４】
　引き続いて図１０－１１を参照する。ヒートシンク７０は、上表面７１、下方に伸張す
る中央の突出部７２Ａを有する下表面７２を備える。ヒートシンク７０は、上表面７１の
端部に沿った上方突出部７３、７４を規定する。そのような上方突出部７３、７４は、（
図１、２、及び４に示されるように）本体構造１０の側壁へ伸張し、その先端に沿って露
出されている。ヒートシンク７０の側壁７５は、（図９に示されるように）本体構造１０
によってヒートシンク７０を確実に保持するための突起部７６、７７をさらに規定し、本
体構造１０とヒートシンク７０との間のインターフェースに沿った（例えば、発光パッケ
ージ１００の製造中のはんだ、又は、発光パッケージ１００の動作中にキャビティ２０に
配置される封止材（不図示）の）漏出の可能性を低減する。ヒートシンク７０の側壁７５
に沿ったそのような突起部７６、７７は、数、大きさ、形状、及び（例えば上方向あるい
は下方向に角度付けられる）方向において様々であってよい。
【００４５】
　リードフレーム５０は、第１の平らな金属又は他の導電性物質のシートからスタンピン
グ成形することができる。ヒートシンク７０は、第２の平らな金属又は他の導電性物質の
シートからスタンピング成形することができる。第２のシートは、成形されたヒートシン
ク７０が電気リード５１、６１よりも平均の厚みが概ね厚くなるように、第１のシートよ
りも厚いことが好ましい。電気リード５１、６１の平均厚みに対して、ヒートシンク７０
の平均厚みは、少なくとも２倍厚いことが好ましく、少なくとも２．５倍厚いことがより
好ましい。多数のリードフレームが単一の第１シートに規定されてよく、多数のヒートシ
ンクが第２シートに規定されてよい。本体構造材料はそのような第１及び第２シートの周
りに形成され、（例えば、図８－９に示される個々のサブアセンブリのような）多数の発
光パッケージサブアセンブリを同時に形成することができる。屈曲部５３、５４、６３、
６４は、本体構造の形成後に、各パッケージサブアセンブリの電気リード５１、６１に規
定されてよい。多数の発光パッケージサブアセンブリは、側壁１７、１８及びリードタブ
部５６、６６の末端５９、６９近傍の切込みにより、個々のパッケージサブアセンブリに
分離することができる。そのような切込みは、各発光パッケージ１００の側壁１７、１８
に沿ってヒートシンク突出部７３、７４の先端を露出させる。
【００４６】
　図２、４、５を参照すると、凹部５、６は、電気リード５１、６１が外部側壁１５、１
６へ延伸する位置に隣接して（例えば下方に）、本体構造１０の外部側壁１５、１６に規
定されることが好ましい。そのような凹部５、６は、各電気リード５１、６１の曲部（又
は、曲部の厚みの少なくとも一部分）を受け入れるように配置されることが好ましい。各
凹部５、６は、対応する外部側壁１５、１６に応じた深さを有する。各凹部５、６の深さ
は、少なくとも電気リード５１、６１の平均の厚みと同じであることが好ましい。凹部５
、６は複数の恩恵をもたらす。第１に、凹部５、６により、第１屈曲部５３、６３の下に
直接配置される物質が存在しない。これにより、（電気リード５１、６１を含めた）リー
ドフレーム５０が本体構造１０に保持された後に第１屈曲部５３、６３が形成される場合
に、本体構造１０に加えられる応力を低減する。第２に、凹部５、６は、各第１屈曲部５
３、６３がより小さな曲げ半径を有することを可能にし、（好ましくは本体下面１３及び
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電気リードタブ部５６、６６に対して実質的に垂直な）曲部５４、６４が、側壁１５、１
６に対して外側に広がることを防ぐ、又は低減する。これにより、発光パッケージ１００
の実効的占有面積が削減される。発光パッケージ１００の実効的占有面積を低減すること
により、そのようなパッケージ１００が、下層の基板（不図示）上により高い密度で取り
付けられ、（例えば、ＬＣＤディスプレイのようなバックライト式ディスプレイデバイス
内において）縮小されたホールスペースを有するランバート反射器又は拡散器で随意覆わ
れることを可能にする。これにより、より高い光束密度及び／又はより高い照明均一性等
が可能となり、照明性能が向上する。
【００４７】
　図１２Ａを参照すると、１つの実施例において、固体発光パッケージ（例えばパッケー
ジ１００）とともに統合して使用されるヒートシンク１７０は、上表面１７１、下表面１
７２、下方突出部１７２Ａ、及び、側壁１７５から外側に延伸する湾曲した横突起部１７
６、１７７を有してよい。同様に湾曲した横突起部を有するヒートシンクの断面を示す写
真が図１２Ｃに示される。図１２Ｂを参照すると、別の実施例において、ヒートシンク２
７０は、上表面２７１、下表面２７２、下方突出部２７２Ａ、及び、側壁２７５から外側
かつ上方に延伸する上方へ向けて角度付けられた横突起部２７６、２７７を有してよい。
類似の実施例においては、下方へ向けて角度付けられた横突起部が使用されてもよい（不
図示）。上述の横突起部は、任意に組み合わせて使用することができる。横突起部は、ス
タンピング成形、押し出し成形、フライス加工等、任意の適切な製造方法によって形成す
ることができる。さらなる実施例においては、横突起部は、ヒートシンクの側壁中の凹部
（不図示）によって置き換えられ、又は補完され、同様な密閉作用を与える。そのような
凹部は類似の方法で形成することができる。
【００４８】
　図１３は、上述のパッケージ１００に類似の固体発光パッケージ３００を上から見た平
面図写真を示す。見易くするために、パッケージ３００の封止材、拡散器、及び／又はレ
ンズ物質は取り除いてある（そうでない場合これらは、発光体及びワイヤボンドを覆い／
保護し、発光体が発する光と相互作用してよいキャビティ内に保持されてよい）。しかし
、ここに開示する発光パッケージは、封止材、拡散器、及び／又はレンズ物質を含むこと
が望ましく、発光体が発する光と相互作用して異なる波長の光を発するように応答する少
なくとも１つのルミフォアを随意含んでよいことは理解されるべきである。本実施例によ
るパッケージ３００は、ワイヤボンドのレイアウトの点（例えば、静電放電デバイスのワ
イヤボンドは、発光体のワイヤボンドに接触するのでなく第２コンタクトへ伸張する）、
及び、電気リードに規定される開口の大きさの点で、上述の実施例によるパッケージ１０
０とは異なっている。電気リード５１、６１に規定される開口５２、６２に比べて、図１
３に示される開口は大きい。
【００４９】
　図１４Ａ－１４Ｂは、図１３に示すパッケージ３００に類似した固体発光パッケージ３
００Ａを示すが、パッケージ３００Ａは、発光体を含むキャビティ内に配置された封止材
３９９を有し、パッケージ３００のワイヤボンドの配置は、上述の実施例で示したワイヤ
ボンドの配置とは異なる。
【００５０】
　ここに記載された１つ以上の固体発光パッケージを、ＬＣＤディスプレイやディスプレ
イ用のバックライトを含め、様々なタイプの照明装置に組み込むことができる。１つの実
施例においては、筺体が、密閉空間、及びここに記載した少なくとも１つの固体発光パッ
ケージ又は発光デバイスを備え、電力線に電流が供給されると、少なくとも１つの発光デ
バイスが密閉空間の少なくとも一部分を照射する。別の実施例においては、構造物は、表
面、及び、ここに記載した少なくとも１つの固体発光パッケージ又は発光デバイスを備え
、電力線に電流が供給されると、発光デバイスが表面の少なくとも一部分を照射する。別
の実施例においては、ここに記載した固体発光パッケージ又は発光デバイスは、以下に示
すものの少なくとも１つを有する領域を照射するために使用されてよい。すなわち、プー
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ル、部屋、倉庫、標識、道路、車両、道路標識、広告板、船、玩具、電子デバイス、家庭
用又は産業用電気機器、ボート、航空機、スタジアム、木、窓、庭、及び街灯柱等である
。
【００５１】
　本発明を、特定の側面、特徴、及び説明のための実施例を参照してここに記載したが、
本発明の有用性はこれらに限定されるものではなく、その他多くの変形、変更、及び代替
実施例を包含するものであり、この開示に基づいて、本発明が属する分野の当業者に対し
て示唆されることが理解されるであろう。よって、以下に請求される発明は、こうした変
形、変更、及び代替実施例等の全てを含むように、発明の精神と範囲内において、広く解
釈されるべきである。

【図１】 【図２】



(15) JP 2012-529176 A 2012.11.15

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８Ａ】
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【図８Ｂ】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１２Ｃ】

【図１３】
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【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成24年3月9日(2012.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの電気リードを含むリードフレームと、
　前記リードフレームの少なくとも一部分を内包し、少なくとも１つの外部側壁を含む本
体構造と、
　本体構造に保持され、前記少なくとも１つの電気リードから電気的に絶縁されたヒート
シンクと
　を備え、
　第１電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁へ延伸する複数の第１電気リードセ
グメントを有し、
　第１電気リードセグメントのそれぞれは、少なくとも１つの第１開口によって、前記少
なくとも１つの外部側壁に沿って他の第１電気リードセグメントから互いに分離され、
　前記少なくとも１つの第１開口の少なくとも一部分は、前記少なくとも１つの外部側壁
の外側に配置され、
　前記ヒートシンクは前記本体構造の下方凹部から伸びる、
　少なくとも１つの固体発光体と使用される発光パッケージ。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの第１開口は、複数の第１開口を有する請求項１に記載の発光パッ
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ケージ。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの第１開口の前記少なくとも一部分は、前記本体構造中の本体物質
で埋められる請求項１または２に記載の発光パッケージ。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの電気リードは第２電気リードを有し、
　前記第２電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁へ延伸する複数の第２電気リー
ドセグメントを含み、
　第２電気リードセグメントのそれぞれは、少なくとも１つの第２開口によって、前記外
部側壁に沿って他の第２電気リードセグメントから互いに分離され、
　前記少なくとも１つの第２開口の少なくとも一部分は、前記少なくとも１つの外部側壁
の外側に配置される請求項１から３の何れか１項に記載の発光パッケージ。
【請求項５】
　前記第１電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁の第１外部側壁へ延伸し、
　前記第２電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁の第２外部側壁へ延伸する請求
項４に記載の発光パッケージ。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの電気リードは曲部を有する請求項１から５の何れか１項に記載の
発光パッケージ。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの外部側壁は、前記少なくとも１つの電気リードの前記曲部を受け
入れるように配置される少なくとも１つの凹部を規定する請求項６に記載の発光パッケー
ジ。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの電気リードは、前記パッケージの中央部から外側方向に向けて、
前記少なくとも１つの外部側壁から延伸する末端部を有する請求項１から７の何れか１項
に記載の発光パッケージ。
【請求項９】
　前記ヒートシンクは、少なくとも１つの固体発光体から熱を放散し、
　前記ヒートシンクは前記本体構造により保持される請求項１から８の何れか１項に記載
の発光パッケージ。
【請求項１０】
　前記ヒートシンクは、前記リードフレームの平均厚みよりも大きな平均厚みを有する請
求項１から９の何れか１項に記載の発光パッケージ。
【請求項１１】
　前記本体構造は、モールド成形によって形成され、前記リードフレームの少なくとも一
部分を内包し、前記ヒートシンクと接触する請求項１から１０の何れか１項に記載の発光
パッケージ。
【請求項１２】
　前記ヒートシンクは、前記ヒートシンクの側壁からの少なくとも１つの横突起部、およ
び前記ヒートシンクの下表面からの少なくとも１つの中央の突出部を有する、請求項１か
ら１１の何れか１項に記載の発光パッケージ。
【請求項１３】
　前記本体構造はキャビティを規定し、
　前記パッケージは、前記キャビティ内に配置される少なくとも１つの固体発光体をさら
に備える請求項１から１２の何れか１項に記載の発光パッケージ。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの固体発光体と電気的に導通される静電放電保護デバイスを備える
請求項１３に記載の発光パッケージ。
【請求項１５】
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　サブマウントをさらに備え、
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記サブマウントに取り付けられる請求項１３また
は１４に記載の発光パッケージ。
【請求項１６】
　請求項１から１５の何れか１項に記載の発光パッケージを少なくとも１つ備える発光装
置。
【請求項１７】
　少なくとも１つの電気リードを含むリードフレームと、
　前記リードフレームの少なくとも一部分を内包し、少なくとも１つの外部側壁を含む本
体構造と、
　本体構造に保持され、前記少なくとも１つの電気リードから電気的に絶縁されたヒート
シンクと
　を備え、
　前記少なくとも１つの電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁へ延伸し、
　前記少なくとも１つの外部側壁は、前記少なくとも１つの電気リードの曲部を受け入れ
るように配置される少なくとも１つの凹部を含み、
　前記ヒートシンクは、前記本体構造から延伸する中央の突出部を含む、
　少なくとも１つの固体発光体と使用される発光パッケージ。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁の第１外部側壁へ
延伸する第１電気リード、及び、前記少なくとも１つの外部側壁の第２外部側壁へ延伸す
る第２電気リードを有する請求項１７に記載の発光パッケージ。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの凹部は、前記少なくとも１つの外部側壁に応じた深さを有し、
　前記少なくとも１つの凹部の前記深さは、前記少なくとも１つの電気リードの平均厚み
と少なくとも同じである請求項１７または１８に記載の発光パッケージ。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの電気リードは、前記パッケージの中央部から外側方向に向けて、
前記少なくとも１つの外部側壁から延伸する末端部を有する請求項１７から１９の何れか
１項に記載の発光パッケージ。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの電気リードの第１電気リードは、前記少なくとも１つの外部側壁
へ延伸する複数の第１電気リードセグメントを有し、
　第１電気リードセグメントのそれぞれは、少なくとも１つの第１開口によって、前記少
なくとも１つの外部側壁に沿って他の第１電気リードセグメントから互いに分離され、
　前記少なくとも１つの第１開口の少なくとも一部分は、前記少なくとも１つの外部側壁
の外側に配置される請求項１７から２０の何れか１項に記載の発光パッケージ。
【請求項２２】
　前記ヒートシンクは前記本体構造により保持され、前記中央の突出部は前記本体構造の
下方の凹部から下方に延伸する請求項１７から２１の何れか１項に記載の発光パッケージ
。
【請求項２３】
　前記ヒートシンクは、前記リードフレームの平均厚みよりも大きな平均厚みを有する請
求項１７から２２の何れか１項に記載の発光パッケージ。
【請求項２４】
　前記本体構造は、モールド成形によって形成され、前記リードフレームの少なくとも一
部分を内包し、前記ヒートシンクと接触する請求項１７から２３の何れか１項に記載の発
光パッケージ。
【請求項２５】
　前記ヒートシンクは、前記ヒートシンクの側壁から延伸する少なくとも１つの横突起部
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を含む請求項１７から２４の何れか１項に記載の発光パッケージ。
【請求項２６】
　前記本体構造はキャビティを規定し、
　前記パッケージは、前記キャビティ内に配置される少なくとも１つの固体発光体をさら
に備える請求項１７から２５の何れか１項に記載の発光パッケージ。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの固体発光体と電気的に導通される静電放電保護デバイスを備える
請求項２６に記載の発光パッケージ。
【請求項２８】
　サブマウントをさらに備え、
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記サブマウントに取り付けられる請求項２６また
は２７に記載の発光パッケージ。
【請求項２９】
　請求項１７から２８の何れか１項に記載の発光パッケージを少なくとも１つ備える発光
装置。
【請求項３０】
　（ｉ）少なくとも１つの電気リードを規定するリードフレームの少なくとも一部分を内
包し、（ｉｉ）少なくとも１つの凹部を規定する少なくとも１つの外部側壁を形成するよ
うに本体構造を形成する段階と、
　前記少なくとも１つの凹部内に前記少なくとも１つの電気リードの少なくとも一部分が
位置するように、前記少なくとも１つの電気リードを曲げる段階と、
　を備える、少なくとも１つの固体発光体と使用される発光パッケージの製造方法。
【請求項３１】
　複数の第１電気リードセグメントを形成するように、前記リードフレームに少なくとも
１つの第１開口を規定する段階をさらに備え、
　前記本体構造を形成する段階において、第１電気リードセグメントのそれぞれは、前記
少なくとも１つの第１開口によって、前記少なくとも１つの外部側壁に沿って他の第１電
気リードセグメントから互いに分離され、前記少なくとも１つの第１開口の少なくとも一
部分は、前記少なくとも１つの外部側壁の外側に配置される請求項３０に記載の発光パッ
ケージの製造方法。
【請求項３２】
　前記本体構造を形成する段階は、前記本体構造の一部分内にヒートシンクを保持する段
階をさらに有する請求項３０または３１に記載の発光パッケージの製造方法。
【請求項３３】
　前記本体構造を形成する段階は、モールド成形を含む請求項３０から３２の何れか１項
に記載の発光パッケージの製造方法。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つの電気リードを曲げる段階は、前記本体構造を形成する段階の後に
行われる請求項３０から３３の何れか１項に記載の発光パッケージの製造方法。
【請求項３５】
　第１電気リードに付随する複数の第１電気リードセグメントを形成するように、リード
フレームに少なくとも１つの第１開口を規定する段階と、
　（ｉ）前記リードフレームの少なくとも一部分を内包し、（ｉｉ）少なくとも１つの外
部側壁を形成するよう本体構造を形成する段階と、
　前記複数の第１電気リードセグメントを曲げる段階と、
　を備え、
　前記本体構造を形成する段階において、第１電気リードセグメントのそれぞれは、前記
少なくとも１つの第１開口によって、前記少なくとも１つの外部側壁に沿って他の第１電
気リードセグメントから互いに分離され、前記少なくとも１つの第１開口の少なくとも一
部分は、前記少なくとも１つの外部側壁の外側に配置される、少なくとも１つの固体発光
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体と使用される発光パッケージの製造方法。
【請求項３６】
　前記本体構造を形成する段階は、前記本体構造の一部分内にヒートシンクを保持する段
階をさらに有する請求項３５に記載の発光パッケージの製造方法。
【請求項３７】
　前記本体構造を形成する段階は、モールド成形を含む請求項３５または３６に記載の発
光パッケージの製造方法。
【請求項３８】
　前記複数の第１電気リードセグメントを曲げる段階は、前記本体構造を形成する段階の
後に行われる請求項３５から３７の何れか１項に記載の発光パッケージの製造方法。
【請求項３９】
　前記少なくとも１つの外部側壁を形成する段階は、前記少なくとも１つの外部側壁に少
なくとも１つの凹部を規定する段階を有し、
　前記複数の第１電気リードを曲げる段階は、前記少なくとも１つの凹部に前記第１電気
リードの少なくとも一部分が位置するように実行される請求項３５から３８の何れか１項
に記載の発光パッケージの製造方法。
【請求項４０】
　少なくとも１つの固体発光体と、
　前記少なくとも１つの固体発光体と熱的に導通されるヒートシンク部材と、
　前記少なくとも１つの固体発光体と電気的に導通される複数の電気リードを規定するリ
ードフレームと、
　前記リードフレームの少なくとも一部分を内包し、前記ヒートシンク部材を保持するよ
うに配置される本体構造と、
　を備え、
　前記本体構造はキャビティを規定し、
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記キャビティ内に配置され、
　前記キャビティは、床面、複数の側壁部、複数の端壁部、及び複数の移行壁部によって
境界が定められ、
　移行壁部は、それぞれ対応する側壁部及び端壁部の間に配置され、
　側壁部及び端壁部のそれぞれは、直線状の上縁を有し、
　移行壁部のそれぞれは、側壁部の前記上縁から端壁部の前記上縁へ移行する曲線状又は
分割された上縁を有する発光パッケージ。
【請求項４１】
　移行壁部のそれぞれは、側壁部及び端壁部のそれぞれに比べて、前記床面と垂直な平面
に対して、より大きい平均角度で傾斜する請求項４０に記載の発光パッケージ。
【請求項４２】
　側壁部及び端壁部のそれぞれは、前記床面に垂直な平面に対して、少なくとも４０°の
角度で傾斜する請求項４０または４１に記載の発光パッケージ。
【請求項４３】
　移行壁部のそれぞれは、前記床面に垂直な平面に対して、少なくとも５０度の角度で傾
斜する部分を少なくとも有する請求項４０から４２の何れか１項に記載の発光パッケージ
。
【請求項４４】
　前記本体構造は、長さと幅とが同一である請求項４０から４３の何れか１項に記載の発
光パッケージ。
【請求項４５】
　前記少なくとも１つの固体発光体は、複数の固体発光体を有する請求項４０から４４の
何れか１項に記載の発光パッケージ。
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