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(57)【要約】
【課題】色むらと発光出力の両方を同時に改善可能な新
たな発光装置を提供すること。
【解決手段】　上面が開口した凹部を有する収納器と、
凹部の内側に配置され、半導体から成る発光層を備えた
発光素子と、凹部の内側において、発光素子と凹部の上
面との間に配置され、発光素子の発光の一部を吸収して
異なる波長の光を発光する波長変換部材と、を備え、発
光素子の発光と波長変換部材の発光とを混合して凹部の
上面から出射する発光装置であって、凹部は、その側面
の少なくとも一部に発光素子の発光と波長変換部材の発
光とを散乱可能な散乱面を有し、発光素子と波長変換部
材とは、凹部の側面から離間しており、発光素子の側面
が、波長変換部材から露出しており、波長変換部材が、
少なくとも、発光素子から離間して、発光素子から凹部
の上面へ向かう経路の途中に配置された。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面が開口した凹部を有する収納器と、
　前記凹部の内側に配置され、半導体から成る発光層を備えた発光素子と、
　前記凹部の内側において、前記発光素子と前記凹部の上面との間に配置され、前記発光
素子の発光の一部を吸収して異なる波長の光を発光する波長変換部材と、を備え、前記発
光素子の発光と前記波長変換部材の発光とを混合して前記凹部の上面から出射する発光装
置であって、
　前記凹部は、その側面の少なくとも一部に前記発光素子の発光と前記波長変換部材の発
光とを散乱可能な散乱面を有し、
　前記発光素子と前記波長変換部材とは、前記凹部の側面から離間しており、
　前記発光素子の側面が、前記波長変換部材から露出しており、
　前記波長変換部材が、少なくとも、前記発光素子から離間して、前記発光素子から前記
凹部の上面へ向かう経路の途中に配置されたことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記散乱面は、蛍光体粒子を該蛍光体粒子と屈折率が異なる蛍光体保持部材中に分散し
て成る面であることを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記散乱面が、透光性の粒子を該粒子と屈折率が異なる母材中に分散してなる面である
ことを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記波長変換部材が、前記発光素子と前記凹部の上面との間にのみ配置されたことを特
徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記波長変換部材として板状の波長変換部材を有することを特徴とする請求項１乃至４
のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記散乱面が、前記凹部の側面のうち、少なくとも、前記波長変換部材から前記凹部の
上面と略平行な方向に出射された光が到達する領域に形成されたことを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記散乱面が、前記凹部の側面のうち、前記発光素子から前記凹部の上面と略平行な方
向に出射された光が到達する領域に形成されたことを特徴とする請求項６に記載の発光装
置。
【請求項８】
　前記発光素子から出射した光が、前記波長変換部材又は前記散乱面のいずれかを経てか
ら、前記凹部の上面から取り出されることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に
記載の発光装置。
【請求項９】
　前記収納器が、実装基板と、前記実装基板の上に形成された側壁とを備え、前記実装基
板に前記発光素子が実装されており、前記側壁に前記散乱面が形成されたことを特徴とす
る請求項１乃至８のいずれか１項に記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子の発光を一部波長変換してもとの光と混色することにより、異なる
色の発光を可能とする発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード等の半導体発光素子は、小型で電力効率が良く鮮やかな色の発光をする
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。また、半導体発光素子は球切れ等の心配がなく、初期駆動特性に優れ、振動やオン・オ
フ点灯の繰り返しに強いという特徴を有する。また、半導体発光素子の発光と、これに励
起されて異なる波長の光を発光できる波長変換部材とを組み合わせることで、光の混色の
原理により、多様な色の光を出射可能な発光装置が開発されている。このような発光装置
は、各種の光源として利用されている。特に近年は、蛍光灯に代わる低消費電力で長寿命
の次世代照明として注目を集めており、更なる発光出力の向上及び発光効率の改善が求め
られている。また、車のヘッドライトなどの投光器、投光照明のように、高輝度な光源も
求められている。
【０００３】
　このような発光装置について、特許文献１には、図５（ａ）及び（ｂ）に示す構造が提
案されている。図５（ａ）に示される発光半導体チップ組立体７２は、蛍光体チップ７４
の上に透明な接着剤７６を介して発光ダイオードチップ７８を固着して構成されている。
蛍光体チップ７４は、シリカやアルミナなどの透明物質若しくは光反射性の良い不透明物
質から成る基板８０の上に蛍光体層８２を有している。図５（ｂ）は、この発光半導体チ
ップ組立体７２を用いて構成した発光装置９２の断面図を示している。発光装置９２は、
アノードリード８８とカソードリード９０を備え、カソードリード９０の先端に設けられ
たカップ部９０ａに発光半導体チップ組立体７２が固着されている。発光半導体チップ組
立体７２のアノード電極８４、カソード電極８６は、各々、アノードリード８８、カソー
ドリード９０に接続されている。また、発光半導体チップ組立体７２の周囲は、光散乱剤
９４を分散した保護接着剤９６で覆われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１４１５５９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図５（ａ）及び（ｂ）に示した発光装置によれば、発光ダイオードチップ７８の裏面に
蛍光体チップ７４が固着されているため、発光ダイオードチップ７８の裏面をカソードリ
ードのカップ部９０ａに直接接着する構造に比べて光出力が増大する。これは次の理由に
よる。発光ダイオードチップ７８の裏面をカソードリードのカップ部９０ａに銀ペースト
等で直接接着した場合、発光ダイオードチップ７８の裏面から出射する光は銀ペーストで
反射することになるが、銀ペーストは反射率が高くないため、光出力が低下してしまう。
発光ダイオードチップ７８の裏面に蛍光体チップ７４を接着することにより、発光ダイオ
ードチップ７８の裏面から出射した光が、発光ダイオードチップ７８と直接接する蛍光体
層８２を通じて外部に取り出されるため、光出力が向上する。また、保護接着剤９６に分
散された光散乱剤９４の効果により、発光ダイオードチップ７８と蛍光体チップ７４の発
光が混色され、色むらが抑制される。
【０００６】
　しかし、このような従来の発光装置では、色むらと発光出力の両方を十分に満足する発
光装置を得ることが困難という問題があった。即ち、発光ダイオードチップ７８と蛍光体
チップ７４の発光を混色して色むらを十分抑制するためには、光散乱剤９４をある程度多
量に分散させる必要がある。ところが、発光ダイオードチップ７８の周囲に光散乱剤９４
が多量に分散されていると、光散乱剤９４によって散乱された光が発光ダイオードチップ
７８の内部に戻り易くなり、発光ダイオードチップ７８の内部で吸収される光の割合が増
加してしまう。従って、色むらを改善しようとして光散乱剤９４の量を増やすと発光出力
が低下し、発光出力を高めようとして光散乱剤９４の量を減らすと色むらが悪化するとい
う問題が生じてしまう。
【０００７】
　そこで本件発明は、色むらと発光出力の両方を同時に改善可能な新たな発光装置を提供
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することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本件発明の発光装置は、上面が開口した凹部を有する収納
器と、前記凹部の内側に配置され、半導体から成る発光層を備えた発光素子と、前記凹部
の内側において、前記発光素子と前記凹部の上面との間に配置され、前記発光素子の発光
の一部を吸収して異なる波長の光を発光する波長変換部材と、を備え、前記発光素子の発
光と前記波長変換部材の発光とを混合して前記凹部の上面から出射する発光装置であって
、前記凹部は、その側面の少なくとも一部に前記発光素子の発光と前記波長変換部材の発
光とを散乱可能な散乱面を有し、前記発光素子と前記波長変換部材とは、前記凹部の側面
から離間しており、前記波長変換部材が、少なくとも、前記発光素子から前記凹部の上面
へ向かう経路の途中に配置されており、前記発光素子の側面が、前記波長変換部材から露
出したことを特徴とする。
【０００９】
　発光素子の側面を波長変換部材から露出することにより、波長変換部材による吸収ロス
を低減し、光取り出し効率を向上できる。また、発光素子の側面から出た光が波長変換部
材によって散乱されて発光素子に戻る確率が下がるため、そのことによっても光取り出し
効率が向上する。一方、発光素子の露出した側面から波長変換部材の外側に直接取り出さ
れた光は、波長変換部材を通過した光と共に、凹部に形成された散乱面において散乱され
てから凹部上面の開口から混合光として取り出されるため、色むらの発生も抑制される。
尚、本件発明では、発光素子の発光層と波長変換部材との両方が、凹部の側面から離間し
ているため、凹部に形成した散乱面で散乱した光が発光素子や波長変換部材に戻る割合は
少ない。また、発光素子の発光層と波長変換部材との両方が凹部の側面から離間している
ことにより、発光素子と波長変換部材の光が凹部に形成した散乱面のより広い範囲に均一
に照射され易くなるため、色むらも良好に抑制できる。
【発明の効果】
【００１０】
　本件発明によれば、発光素子と波長変換部材とを凹部の側面から離間させると共に、発
光素子の側面を波長変換部材から露出させて発光素子の側面から光を直接取り出し、凹部
の側面に発光素子の光と波長変換部材で波長変換された光の両方を散乱可能な散乱面を形
成したため、色むらを抑制しながら、光取り出し効率を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本件発明の実施の形態に係る発光装置を示す模式断面図である。
【図２】図２は、図１の発光装置に用いる発光素子の一例を示す模式断面図である。
【図３】図３は、凹部と発光層の関係を示す模式図である。
【図４】図４は、凹部と波長変換部材の関係を示す模式図である。
【図５】図５（ａ）及び（ｂ）は、従来の発光装置を示す模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本件発明の好ましい実施形態について図面を参照しながら説明する。各図面は模
式図であり、そこに示された配置、寸法、比率、形状等は実際と異なる場合がある。また
、各実施形態において他の実施形態と同一の符号を用いた部材は、同一又は対応する部材
を表しており、説明を省略する場合がある。
【００１３】
　本件明細書において、「上」、「下」という用語は、発光装置の発光を取り出す側とそ
の逆側を指す用語としても用いる。例えば、「上方」は、発光装置の発光を取り出す方向
を指し、「下方」は、その逆の方向を指す。また、「上面」とは発光装置の発光を取り出
す側にある面を指し、「下面」とはその逆側の面を指す。発光装置に関する「内」という
用語は、発光素子の発光層に近い側を指し、「外」という用語は、その逆側を指す。また
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、本件明細書において「透光性」とは、発光素子の発光波長における透過率が１０％以上
あることを指す。光が「混合」するとは、異なる色度を持った２種類の光が、新たな色度
を持つ光として人間の目に認識されるように空間的に混じり合うことを言う。本件発明に
おける「屈折率」とは、発光素子の発光波長における屈折率を指す。
【００１４】
　図１は、本発明の実施の形態に係る発光装置１０を示す模式断面図である。発光素子２
０と、発光素子２０の発光の一部を吸収して異なる波長に変換する波長変換部材３０とが
、パッケージ１６（収納器）に収納されている。本実施の形態におけるパッケージ１６は
、平板状の絶縁部材に配線を形成した実装基板１２とその実装基板１２の上に形成された
環状の側壁１４によって構成される。上面視において、パッケージ１６の外形は矩形であ
り、円形にくりぬかれて環状の側壁１４が形成される。発光素子２０は、例えば図２に示
すような構造を持ち、半導体から成る発光層３８を内部に備えている。また、発光素子２
０の２つの電極４２、４６は、支持基板３２に形成された電極とワイヤを介して実装基板
１２の配線１２ａ、１２ｂと接続されており、外部から通電可能となっている。
【００１５】
　発光素子２０と波長変換部材３０が収納できるように、パッケージ１６には凹部１６ａ
が形成されている。また、本実施の形態では、発光素子２０と波長変換部材３０の発光を
効率良く取り出せるように、凹部１６ａはすり鉢状となっている。即ち、パッケージ１６
の側壁１４の内面と実装基板１２の上面とにより凹部１６ａが構成されているが、パッケ
ージ１６の側壁１４は環状となっており、その内径が上方にいくに従って広がっている。
これによって凹部１６ａがすり鉢状となり、凹部１６ａの表面に入射した光を上方から効
率的に取り出すことができる。また、凹部１６ａには透光性の封止部材２８が充填されて
いる。図１におけるパッケージ１６の凹部１６ａは、平面視では円形であり、その中央付
近に矩形の発光素子２０と矩形の波長変換部材３０とが配置された構造となっている。ま
た、発光素子２０と波長変換部材３０は、いずれも凹部１６ａの底面に対して略平行に設
置されている。また、本実施の形態では、凹部１６ａの側面に蛍光体粒子５４を分散させ
た蛍光体層５６が形成されており、その蛍光体粒子５４が、発光素子２０の光を散乱する
と同時に、波長変換も行う。より具体的には、パッケージの側壁１４の内面に蛍光体粒子
５４を蛍光体保持部材５５に分散した蛍光体層５６を形成している。そしてパッケージの
側壁１４は、発光素子２０の発光波長において蛍光体層５６との界面で高い反射率を示す
材料で構成されている。
【００１６】
　発光装置１０は、凹部１６ａの上面が透光性部材５７で覆われており、透光性部材５７
の発光素子側に、発光素子２０の発光の一部を吸収して異なる波長の光を発する波長変換
部材３０が固定されている。波長変換部材３０は板状であり、半導体発光素子２０の側面
が波長変換部材３０に覆われずに露出しており、光を直接取り出すことができる。発光素
子２０の上面から出射した光は、主として波長変換部材３０によって一部が波長変換され
、発光素子２０の側面及び下面から出射した光は、主として蛍光体層５６によって一部が
波長変換される。こうして波長変換された光と、もとの発光素子２０の光とが混合するこ
とにより、所望の色の発光が得られる。例えば、発光素子２０が青色を発光し、波長変換
部材３０が黄色を発光すれば、それらの混合によって白色の発光が得られる。
【００１７】
　本実施の形態における発光装置は、発光素子２０の側面が波長変換部材３０によって覆
われずに露出している点に第１の特徴がある。従来の発光装置で、単純に発光素子２０の
側面を波長変換部材３０で覆わずに露出した場合、発光素子２０の側面から出射した光は
波長変換部材３０を通過しないで直接外部に取り出されるため、強い色むらが発生する。
封止部材２８中にフィラーなどの光を散乱する散乱剤を分散させれば、発光素子２０の光
と波長変換部材３０の光とを混合して色むらを抑制することができる。しかし、色むらの
抑制に十分な量の散乱剤を封止部材２８に分散させると発光素子２０の内部に戻る光の割
合が増加してしまい、発光素子２０に吸収される光の割合が増大して発光出力が低下する
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。
【００１８】
　そこで本実施の形態では、凹部１６ａの側面に蛍光体粒子５４を分散させた蛍光体層５
６を形成しており、凹部１６ａの側面を散乱面１８としている。即ち、パッケージの凹部
１６ａの側面には蛍光体粒子５４が分散しており、そこに光が入射すると蛍光体粒子５４
によって一部が波長変換されると共に散乱される。これによって、発光素子２０と波長変
換部材３０の出射光のうち、パッケージの凹部１６ａの側面に当たる光はそこで散乱して
から外部に取り出されることになり、その散乱過程で発光素子２０の光と波長変換部材３
０の光が混合されて色むらが抑制される。また、パッケージの凹部１６ａの側面は、上端
から中央に向けて傾斜した傾斜面となっているため、この傾斜面に散乱面を設けると散乱
された光が凹部１６ａの上面に向かいやすくなる。
【００１９】
　即ち、本実施の形態における発光装置は、発光素子２０の側面が波長変換部材３０によ
って覆われずに露出しており、かつ、凹部１６ａの側面に発光素子２０の光と波長変換部
材３０で波長変換された光の両方を散乱可能な散乱面１８が形成された点に特徴があり、
それによって色むらを抑制しながら、光取り出し効率を高めることができる。発光素子２
０の側面を波長変換部材３０から露出することにより、波長変換部材３０を通過させない
で発光素子２０の光を取り出せるため、波長変換部材３０による吸収ロスを低減し、光取
り出し効率を向上できる。また、発光素子２０の側面から出た光が波長変換部材３０によ
って散乱されて発光素子２０に戻る確率が下がるため、そのことによっても光取り出し効
率が向上する。一方、発光素子２０の露出した側面から直接取り出された光は、凹部１６
ａの側面に形成された散乱面１８において散乱され、波長変換部材３０を通過した光、つ
まり発光素子の光と波長変換された光の両方を含む光と共に、凹部１６ａの上面から混合
光として取り出される。さらに、波長変換部材３０を通過して散乱面１８において散乱さ
れた光も、凹部１６ａの上面から混合光として取り出される。したがって、色むらの発生
も抑制できる。
【００２０】
　本実施の形態の発光装置１０について、色むらの抑制と光取り出し効率の向上効果につ
いて、さらに詳細に説明する。まず、光取り出しの観点では、発光素子２０の側面が露出
していることによって波長変換部材３０による吸収ロスが減少するという効果に加えて、
波長変換部材３０から発光素子２０への戻り光を抑制するという効果もある。即ち、波長
変換部材３０の中に発光素子２０の発光波長と同程度の大きさを持つ蛍光体粒子が含まれ
ている場合、蛍光体粒子によって発光素子２０の光が散乱し、発光素子２０への戻り光が
発生する。発光素子２０の側面が波長変換部材３０から露出していれば、蛍光体粒子の散
乱による側面からの戻り光がなくなり、戻り光による自己吸収が減少する。さらに、本実
施の形態では、凹部１６ａの側面が散乱面であり、発光素子２０の発光層３８と波長変換
部材３０は、パッケージの凹部１６ａの側面から離間しているため、凹部１６ａの側面で
散乱された光が発光素子２０や波長変換部材３０に戻る光の割合が少ない。特に、凹部１
６ａの内径を上側に向かって徐々に広くなるようにすれば、凹部１６ａの側面で散乱され
た光が平均として上方に向かいやすくなるため、発光素子２０や波長変換部材３０に戻る
割合は一層少なくなる。したがって、パッケージ１６の側壁１４を散乱面とすることによ
って、側壁１４において光を散乱させて凹部の上面から取り出すことができ、発光出力は
殆ど低下しない。これに対して、従来では、発光素子２０や波長変換部材３０の周囲を光
散乱剤が分散された部材によって被覆することで発光を散乱させていたため、散乱した光
が発光素子２０や波長変換部材３０に戻りやすく、光の自己吸収が起きていた。
【００２１】
　さらに、通常、発光装置駆動時の発光素子２０の発熱量は波長変換部材３０の発熱量よ
り大きくなるため、本実施の形態のように、発光素子２０の側面を波長変換部材３０から
露出させると、発光素子２０の発熱による波長変換部材３０の劣化も抑制できる。即ち、
本実施の形態のように、発光素子２０の側面を波長変換部材３０で覆わずに露出させれば
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、波長変換部材３０と発光素子２０の接触面積も減少するため、発光素子２０の発熱によ
る波長変換部材３０の劣化も抑制することができる。
【００２２】
　本実施の形態では、波長変換部材３０が、発光素子２０から凹部１６ａの上面へ向かう
経路の途中に、発光素子２０から離間して配置されており、発光素子２０と凹部１６ａの
側面又は底面との間には、波長変換部材３０が存在しない。このように、波長変換部材３
０を発光素子から離間して設けることで、お互いの動作温度に影響を受けず、熱による劣
化を抑制でき、信頼性の向上した発光装置とすることができる。また、透光性部材５７を
ガラスなどの封止部材２８よりも熱伝導率が高い部材とすることで、波長変換部材３０の
熱を透光性部材５７へと熱引きすることができる。パッケージ内に透光性部材５７を支持
する金属枠体を設け、金属枠体を通じて熱引きすることもできる。また、本実施の形態で
は、発光素子２０と凹部１６ａの側面又は底面との間に波長変換部材３０が存在しないた
め、発光素子２０からの光取り出し効率が向上する。発光素子２０から側方及び下方に出
射した光は、散乱面１８を構成する蛍光体層５６によって波長変換と散乱を受けるため、
色むらの発生も抑制される。
【００２３】
　尚、本実施の形態では、波長変換部材３０と発光素子２０が離間しているため、発光素
子２０から出射した光の一部が、波長変換部材３０と散乱面１８の間を通過して凹部１６
ａ上面の開口に直接到達する場合がある。このような場合に、後述する図３で説明するよ
うに、発光素子２０から、波長変換部材３０と散乱面１８の間を通過して直接凹部１６ａ
の上面に到達する光が、凹部１６ａの上面に配置された封止部材２８または透光性部材５
７の表面における全反射の臨界角θｃより大きな角度で入射するように発光装置を構成す
ることが好ましい。全反射によって凹部１６ａ内へ戻された光は、散乱面１８で散乱させ
ることができる。したがって、発光素子２０から出射した光が、波長変換部材３０又は散
乱面１８のいずれかを通過してから、凹部１６ａの上面から取り出されることになり、色
むらを改善することができる。
【００２４】
　また、波長変換部材３０の幅を大きくする、または発光素子２０に近づけるなど、波長
変換部材３０の幅や位置を調整することで、もしくは凹部１６ａの傾斜や深さを調整する
ことで、発光素子２０の露出した側面から出射した光が必ず波長変換部材３０の通過また
は散乱面１８における散乱を経て凹部１６ａの外へ取り出される構造としても良い。つま
り、後述する図４に示すように、発光素子２０からの直接光が到達する領域の上端が凹部
１６ａの側面に位置するようにしても良い。本実施の形態のように波長変換部材３０と発
光素子２０との離間距離が大きい場合は、発光素子２０から出射する光が凹部１６ａの上
面から直接出射しない程度に波長変換部材３０の幅を大きくすると、一方で波長変換部材
３０と凹部１６ａの側面との距離が小さくなり、波長変換部材３０から側方へ出射した光
と発光素子２０から出射した光とが直接到達する領域が小さくなってしまう。そこで、発
光素子２０から出射した光の凹部１６ａ外への直接出射を抑制するためには、本実施の形
態のように、凹部１６ａの上面に表面が略平坦である透光性部材５７を設けることが望ま
しい。これにより、発光素子２０から出射して波長変換部材３０を通過しない光を透光性
部材５７界面における全反射によって凹部内に戻すことができる。透光性部材５７を設け
ず、封止部材２８のみを凹部内に充填して、その表面を略平坦としてもよい。なお、これ
らの透光性部材５７または封止部材２８の表面は、発光素子２０の上面と略平行であるこ
とが望ましい。
【００２５】
　また、本実施の形態では、後述する発光層３８から凹部１６ａの底面までの距離ｄを一
定以上離間させることで、発光素子２０の下面からの発光の利用率を上げている。このた
め、特に発光素子の下面から出射した光を波長変換すると共に、色むらが生じないように
外部に取り出すことが必要になる。また、発光素子２０から凹部１６ａの底面（即ち実装
基板１２）に至る経路は放熱経路となるため、この経路は放熱性の高い部材で構成するこ
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とが耐久性の点で好ましい。そこで本実施の形態では、凹部１６ａの側面に蛍光体粒子５
４を有する蛍光体層５６を設け、それによって発光素子２０の下面と側面から出射する光
の波長変換と散乱を同時に行っている。放熱性を高めるためには、図１に示すように、蛍
光体層５６を凹部１６ａの側面に設け、凹部１６ａの底面には実装基板１２を露出させ、
実装基板１２と発光素子２０または支持基板３２を接続することが望ましい。発光素子２
０または支持基板３２と接続する部材は、配線１２ａ、１２ｂとしてもよい。実装基板１
２が絶縁性の部材である場合は、金属からなる配線１２ａ、１２ｂと接続する方が放熱性
を高めることができる。配線１２ａ、１２ｂと絶縁された金属部材等の放熱体を設け、こ
の放熱体に支持部材を設けても良い。また、特に本実施の形態のように、発光素子２０の
下面に波長変換部材がない構造とする場合には、散乱面を蛍光体層で構成することで、発
光素子２０の発光が直接外部へ取り出されることを抑制できる。
【００２６】
　本実施の形態において、凹部１６ａの側面に形成する散乱面１８は、できるだけ広い範
囲に形成することが好ましいが、少なくとも凹部１６ａの側面の一部、より好ましくは側
面全体に形成することが望ましい。これにより色むらを効果的に抑制することができる。
即ち、色むらは、発光素子２０から出射した光が波長変換部材３０を通過する際の光路長
の違いによって生じるが、発光素子２０から板状の波長変換部材３０の正面に照射されて
波長変換部材３０の主面から取り出される光については、波長変換部材３０内における光
路長が比較的均一で色むらが発生しにくいのに対し、波長変換部材３０の側面から取り出
される光については、波長変換部材３０を斜めに進行して出射する光であるため、波長変
換部材３０の光路長の違いによる色むらが発生し易いからである。また、板状の波長変換
部材３０の側面から取り出される光は、主面から取り出される光よりも光路長が大きくな
るため、波長変換された光の強度が大きくなる傾向にある。そこで、本実施の形態のよう
に、波長変換部材３０の側面から取り出される光を散乱面１８において散乱させ、発光素
子２０から直接取り出された光と混合させて凹部１６ａの上面から取り出すように各部材
を配置することで、色むらを低減することができる。
【００２７】
　特に、本実施の形態のように、発光素子２０の側面を波長変換部材３０から露出した場
合、発光素子２０の側面から出射する光による色むらが発生し易い。しかし、発光素子２
０の側面から出射した光は凹部１６ａの側面のうちの発光層３８の側面に対面する領域に
最も入射し易い。そこで、凹部１６ａの側面の中でも、特に発光層３８の側面と対面する
領域を含むように散乱面を形成することが好ましい。これにより、発光素子２０の側面が
波長変換部材に覆われずに露出していることによって発生する色むらも効果的に抑制する
ことができる。より好ましくは、少なくとも凹部１６ａの側面のうち、波長変換部材３０
及び発光素子２０から凹部１６ａの光軸方向と略垂直な方向（即ち、凹部１６ａの上面と
略平行な方向）に出射された光が到達する領域に形成する。即ち、本実施の形態で言えば
、少なくとも凹部１６ａの側面のうち、板状の波長変換部材３０の側面からその側面と略
垂直な方向に出射された光が到達する領域と、発光素子２０の側面から発光層３８と略平
行な方向に出射された光が到達する領域に形成することが好ましい。波長変換部材３０は
、例えば板状など、発光素子２０の主面に平行な方向に広がった形状になり易いため、波
長変換部材３０から側方に出射した波長変換された光は相対的に強度が強くなり易い。し
たがって、波長変換部材３０から凹部１６ａの上面に略平行に出射した光が当たる領域に
も散乱面１８を形成することによって、発光素子２０の側面から出射した光との混色が促
進され、色むらがさらに効果的に抑制できる。
【００２８】
　また、凹部１６ａの側面の発光素子２０及び波長変換部材３０と対面する対面領域に、
発光素子２０の側面から出射した光と波長変換部材３０の側面から出射した光の両方が直
接到達する重複領域が設けられるように、発光素子２０と波長変換部材３０を配置しても
よい。このとき、散乱面１８は重複領域に設けることが望ましい。重複領域の上下には、
発光素子２０の側面から出射した光のみが直接到達する第１領域や、波長変換部材３０の
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側面から出射した光のみが直接到達する第２領域が存在する場合がある。発光素子２０か
らの直接光が強い第１領域に散乱面１８を設けることで、光を散乱させ、重複領域や第２
領域の光と混色して凹部１６ａの上面から取り出すことができ、色むらが抑制できる。ま
た、波長変換された光が強い第２領域も同様に、散乱面１８を設けることで色むらが抑制
できる。また、発光素子２０の上面から出射する光は波長変換部材３０を通過して凹部１
６ａの上面から取り出されるので、発光素子２０の発光と波長変換された光の両方が混合
されて凹部１６ａの上面から取り出される。本実施の形態において、発光素子２０の下面
に波長変換部材３０が存在しないため、発光素子２０の下面から出射する光は、発光素子
２０の下面から出射する光が凹部１６ａの底面又は側面に直接到達する。
【００２９】
　また、本実施の形態において、発光素子２０の発光と波長変換部材３０の発光を散乱面
１８によって良好に混色させるためには、発光素子２０と波長変換部材３０の発光を凹部
の散乱面１８の広い面に照射させることが有利である。そのために、発光素子２０の発光
層３８と波長変換部材３０との両方を、凹部１６ａの側面から離間して形成することが望
ましい。さらに好ましくは、発光素子２０の発光層３８と波長変換部材３０とを、凹部１
６ａの側面と底面の両方から離間して形成する。発光層３８と波長変換部材３０との両方
を凹部１６ａの側面や底面から離すことで、散乱面１８において発光素子２０から出射す
る光と波長変換部材３０からの光の両方が重なる領域を広くでき、良好に混色させること
ができる。また、発光層３８と波長変換部材３０の両方が凹部１６ａの側面や底面から離
れていると、散乱した光が発光素子２０や波長変換部材３０に戻る割合も減少し、光取り
出し効率も向上する。
【００３０】
　特に、本実施の形態における発光装置１０では、発光素子２０の下面から出射した光を
効率的に利用できるように発光素子２０が凹部１６ａ内に配置されている。即ち、図３に
示すように、発光層３８の平面方向の最大幅をｗ［μｍ］として、発光素子２０の発光層
３８から凹部１６ａの底面までの距離ｄが少なくとも０．５ｗ［μｍ］以上となるように
発光層３８を配置することが好ましい。パッケージ１６の構造によっては、凹部１６ａの
底面が何らかの積層構造となっている場合もあり得るが、その場合は発光層３８の発光が
最も強く反射する面を基準とし、そこから発光層３８までの距離をｄとする。発光素子２
０が凹部１６ａの底面に直接固着される場合など、発光層３８から光を反射する凹部１６
ａの表面までの距離が近すぎる場合、発光層３８から出た光は殆どが発光素子２０に戻り
、発光素子２０内の半導体層や電極で再吸収されてしまう。発光層３８の端から出て凹部
１６ａの底面で反射する光を想定すると、発光層３８から凹部１６ａの底面までの距離ｄ
が０．５ｗであれば、発光層３８の端から下方に出射した光のうち、凹部１６ａの底面に
対する入射角α（凹部１６ａの底面に対する法線と底面に入射する光線のなす角）が４５
°以上であれば外部に取り出せる。即ち、発光素子２０の下方に出射する光の半分以上を
外部に取り出すことができる。したがって、発光層３８から凹部１６ａの底面までの距離
ｄを０．５ｗ以上とすることで、発光層３８から下方に出射した光が発光素子２０に戻ら
ずに外部に出射され易くなる。この入射角αの臨界値は、発光層から凹部１６ａの底面ま
での距離ｄが長くなるほど小さくなり、発光を外部に取り出し易くなる。発光層３８から
凹部１６ａの底面までの距離ｄは、好ましくは１ｗ［μｍ］以上、さらに好ましくは２ｗ
［μｍ］以上とすることが望ましい。また、発光層３８は、散乱面を成す凹部１６ａの深
さ（＝凹部１６ａの底面から上面までの距離）の３分の１よりも上に配置することが望ま
しい。このように発光素子２０中の発光層８を凹部１６ａの底面から十分に離間して配置
することにより、発光層３８から下方に発した光が凹部１６ａの底面で反射した後で再び
発光素子２０自身に戻る確率が下がり、さらには散乱面で散乱させることができ、発光素
子２０の発光を効率良く利用することが可能となる。
【００３１】
　また、凹部１６ａ内における発光層３８の位置は、発光素子２０と波長変換部材３０か
ら出射する光のうち、パッケージの凹部１６ａの上面から直接外部に取り出される光の割
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合にも影響する。発光層３８が凹部１６ａの上面から離間して配置されていると、凹部１
６ａの外部に直接取り出される光の割合が減るため、散乱面１８による混色の効果が高ま
る。発光層３８の平面方向の最大幅をｗ［μｍ］として、発光素子２０の発光層３８から
凹部１６ａの上面までの距離ｄ２が少なくとも０．５ｗ［μｍ］以上、より好ましくは１
ｗ［μｍ］以上となるように発光層３８を配置することが望ましい。また、距離ｄ２は、
発光層３８から凹部１６ａの底面までの距離ｄよりも大きいことが望ましい。ここで凹部
１６ａの「上面」とは、凹部１６ａの上端を含む平面を指す。この「上面」の解釈は、他
の実施形態でも同様である。
【００３２】
　また、図３に示すように、発光層３８の中心と凹部１６ａの上端を結ぶ線と凹部１６ａ
の光軸（＝凹部が散乱機能のない反射鏡である場合の光軸方向）とがなす角をβとをする
と、発光層３８の中心から上面に出射する光のうち、凹部１６ａの光軸と出射する光線の
なす角がβ以下の光線は全て凹部１６ａの上面に直接到達する。従って、上記角度βが小
さくなるように凹部１６ａと発光層３８の関係を決めれば、凹部１６ａの側面における散
乱の効果が増大するため好ましい。角度βは、９０°より小、より好ましくは７０°以下
であることが望ましい。一方、角度βが小すぎると、発光の指向性が強い発光装置となっ
てしまう。また、角度βが小さすぎると、発光素子２０の発光が凹部１６ａの側面で散乱
を繰り返して発光素子２０に戻り易くなり、発光装置１０の出力が低下する。したがって
、上記角度βは、３０°以上、より好ましくは５０°以上とすることが望ましい。角度β
は、距離ｄ２によって調整できる。ｄ２が長くなるほど、βは小さくなる。また、角度β
は、出射部である凹部１６ａ上面の開口部の幅を増減させることによっても調整できる。
開口部の幅を狭くすれば、βは小さくなる。尚、発光素子２０の上面から出射される光は
、発光素子２０の表面と略垂直方向に強く出射する傾向がある。
【００３３】
　尚、凹部１６ａ内に封止部材が充填される場合は、凹部１６ａの上面に到達した光は、
全反射する臨界角θｃ以下の角度で凹部１６ａの上面に入射した場合は、そのまま外部に
取り出され、臨界角θｃより大きな角度で入射した場合は全反射により凹部１６ａ内に戻
される。臨界角θｃが角度βよりも小さい場合は、直接取り出される光を少なくでき、全
反射によって凹部１６ａ内へ戻された光を散乱面で散乱させることができるので、より一
層色むらが改善できる。封止部材は、その表面を略平坦な面とすることで、封止部材の表
面における全反射を促進できる。一方、臨界角θｃが角度βよりも大きい場合は、臨界角
θｃ≧角度βとすることで直接取り出される光の割合が大きくなるが、そのことは光取り
出し効率の点からは好ましい。また、距離ｄ２を長くすることにより、臨界角θｃ以上の
出射角の光線の割合を小さくできるので、光取り出し効率の点からは好ましい。角度βは
、出射部である凹部１６ａ上面の開口部の幅を増減させることによっても調整できる。例
えば、開口部の幅を狭くすれば、距離ｄ２を長くしても散乱面に到達する光の割合を大き
くできる。一方、臨界角θｃ以上の出射角の光線の割合を大きくする、つまり出射部を幅
広とすることや、距離ｄ２を短くすること、例えばｄ２＜ｄとすることで、直接取り出さ
れる光を少なくでき、全反射によって凹部１６ａ内へ戻された光を散乱面で散乱させるこ
とができるので、より一層色むらが改善できる。
【００３４】
　また、発光素子２０への戻り光を抑制するためには、発光素子２０の発光層３８が凹部
１６ａの側面、即ち、散乱面から十分に離間していることが好ましい。発光素子２０の発
光層３８を含み、発光素子２０に平行な平面内で考えて、発光層３８の端から凹部１６ａ
の側面までの最短距離が、発光層３８の平面方向の最大幅をｗ［μｍ］として、０．５ｗ
［μｍ］以上、１ｗ［μｍ］以上、より好ましくは３ｗ［μｍ］以上となるように発光層
３８を配置することが望ましい。
【００３５】
　　また、図４に示すように、色むらの抑制の観点からは、発光素子２０から出射した光
が、波長変換部材３０の通過又は散乱面１８における散乱のいずれかを経てから、凹部１
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６ａの上面から取り出されることが好ましい。このことは、発光素子２０から上方、側方
、下方に進行する光に分けて考えることができる。本実施の形態では、発光素子２０から
上方に進み、凹部１６ａの上面へ直接向かう光は、波長変換部材３０を通過してから上面
に到達するため、波長変換部材３０で波長変換された光と混色される。発光素子２０から
側方に出射した光は、波長変換部材３０から側方に出射した光と共に凹部１６ａの側面に
形成された散乱面１８で散乱され、互いに混色される。発光素子２０から下方に出射した
光は、散乱面１８で散乱され、もしくは実装基板１２で反射され、波長変換された光と混
色される。従って、発光素子２０からいずれの方向に出射する光も、波長変換部材３０で
波長変換された光と混色され、色むらの発生が抑制される。また、本実施の形態では散乱
面１８を蛍光体層５６によって形成しているため、発光素子２０から出射した光は、波長
変換部材３０または蛍光体層５６の少なくともいずれか一方を経て、その一部が波長変換
されて、凹部１６ａの上面から取り出される。
【００３６】
　さらに、図４に示すように、波長変換部材３０の側面の上端と凹部１６ａの上端を結ぶ
線と凹部１６ａの上面に垂直な線とがなす角をγとすると、角度γを小さくすることで波
長変換部材３０の側面と対面する散乱面を大きくすることができ、波長変換部材３０の側
面から直接外部へ取り出される光を減少させることができる。角度γは、９０°より小、
より好ましくは７０°以下であることが望ましい。また、角度γが小さすぎると、散乱さ
れた光が波長変換部材３０や発光素子２０に戻り易くなり、発光装置１０の出力が低下す
るため、角度γは、３０°以上、より好ましくは５０°以上とすることが望ましい。また
、散乱面の傾斜を大きくすることで、波長変換部材３０の側面と対面する領域を大きくで
きる。これによって、波長変換部材３０の側面から出射した光を散乱させる面積を大きく
でき、色むらを一層抑制できる。また、波長変換部材３０と発光素子２０は、図４に示す
ように発光層３８の側面から出射して波長変換部材３０の外を進む光線が必ず凹部１６ａ
に当たるように大きさと配置を制御することが好ましい。これによって、発光素子２０の
露出した側面から出射した光を凹部１６ａに形成した散乱面で散乱することが可能となる
。
【００３７】
　また、発光素子２０と波長変換部材３０を凹部１６ａの側面から離間させ、その離間距
離を調整することで色むらが一層抑制される。例えば、図４に示すように、凹部１６ａの
側面において、発光素子２０の発光層３８の側面から出射した光が直接到達する領域を考
えたときに、板状の波長変換部材３０の側面からその側面と略垂直な方向に出射された光
が到達する領域が、上記領域に含まれることが好ましい。この関係は、発光素子２０と波
長変換部材３０を凹部１６ａの側面から十分に離間することで充足することができる。こ
のような関係が充足していると、上記領域に散乱面１８を形成しておくことで、発光素子
２０の側面から出射した光を波長変換部材３０を通過した光と効率良く混色させ、色むら
を効果的に抑制できる。また、波長変換部材３０の庇状の張り出した部分を小さくするこ
とや、波長変換部材３０と発光層３８との距離を大きくすることで、発光層３８の側面か
ら出射して凹部１６ａの側面に直接到達する光の出射角度を大きくでき、上記領域を大き
くできる。なお、上記領域の上端は凹部１６ａの側面に位置することで、発光素子２０か
ら出射し光が凹部１６ａの上面から直接出射できなくなるので、発光素子２０の直接光を
凹部１６ａの側面の散乱面１８によって散乱させ、波長変換部材３０から出射された光と
混合させて凹部１６ａから出射することができ、色むらが更に抑制される。
【００３８】
　本実施の形態において、発光素子２０は、サファイア等の透光性材料から成る支持基板
３２を介してパッケージ１６に固定されている。即ち、凹部１６ａの底面である実装基板
１２の上面に支持基板３２が直接接着され、その上に発光素子２０が直接固定されている
。発光素子２０と実装基板１２の間に介在する支持部材は、発光素子２０から実装基板１
２に向かう放熱経路となるため、熱伝導率の高い材料とすることが好ましい。例えば、本
実施の形態であれば、支持部材を構成している支持基板３２を熱伝導率の高い材料とする
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ことが好ましい。支持基板３２は、その主たる材料を熱伝導率が０．８［Ｗ／ｍＫ］以上
、より好ましくは１．２［Ｗ／ｍＫ］以上、さらに好ましくは３５［Ｗ／ｍＫ］以上とす
ることが望ましい。これによって発光素子２０の放熱効率が高くなるため、長時間点灯し
ても発光出力の低下が少ない発光装置１０とすることができる。尚、発光素子２０と凹部
１６ａの底面に介在する支持部材の一部として、熱伝導率が低い部材が全体の熱伝導を大
きく阻害しない程度の薄膜に存在していても構わない。例えば、熱伝導率が支持基板３２
を、熱伝導率の低い接着層で接合しても、支持部材全体としての熱伝導が上述の範囲に収
まる程度であれば良い。即ち、支持部材が複合材料から成る場合は、支持部材全体として
の熱伝導率が所定の値以上であれば良い。熱引きを考慮すると、支持部材は配線１２ａ、
１２ｂの少なくともいずれか一方に設けることが望ましい。また、配線と絶縁された金属
部材等の放熱体に設け、この放熱体に支持部材を設けても良い。支持部材と配線１２ａ、
１２ｂは樹脂、金属ペーストなどで接着される。熱伝導率の高い金属ペーストを用いるこ
とが望ましい。この場合、支持部材の表面に金属膜を設けて金属膜側を金属ペーストで接
着すると、密着力を向上できる。金属膜は反射層として利用することもできる。
【００３９】
　また、発光素子２０と凹部１６ａの間に介在して発光素子２０を支持する支持部材は、
発光素子２０の発光を吸収しないよう、透光性を有することが好ましい。尚、全体として
透光性を有していれば、発光素子２０と凹部１６ａの底面に介在する支持部材の一部とし
て、透光性の低い部材が全体の透光性を阻害しない程度の薄膜に存在していても構わない
。例えば、透光性の支持基板３２に、透光性の低い部材からなる層を形成しても、支持部
材全体としての透光性が阻害されなければ良い。このような透光性の低い部材を発光素子
２０と凹部１６ａの底面との間に介在させる場合は、発光層３８から凹部１６ａの底面に
向かう光を遮断する割合が小さくなるように、支持基板３２よりも狭い幅で設けることが
望ましく、さらに好ましくは発光層３８よりも狭い幅で設けることが望ましい。また、発
光素子２０と凹部１６ａの底面との間に発光素子２０より面積の大きい光反射部材が存在
する場合は、この光反射部材を実質的な凹部の底面として、発光層３８の配置を調整する
ことが望ましい。
【００４０】
　尚、支持部材として、蛍光体を含有させた第１の波長変換部材を配置することもできる
。このとき支持部材は、凹部１６ａの底面から支持基板３２、第１の波長変換部材の順に
積層することが好ましく、それによって第１の波長変換部材を凹部１６ａの底面から離間
させることができる。第１の波長変換部材が、凹部１６ａの底面から離間していると、第
１の波長変換部材から発する光が散乱面に広く照射され易くなる。また、凹部１６ａで散
乱や反射された光が第１の波長変換部材に戻る割合も減少する。また、支持基板３２と第
１の波長変換部材とから成る支持部材の側面と凹部１６ａとの間は、実質的に透光性の部
材で満たされていることが好ましい。実質的に光を遮断するような部材が存在していると
、散乱面１８による混色が不均一となり、色むらの原因となるためである。特に、実質的
に光を遮断する遮光性の部材が、凹部１６ａの中心に対して特定の方位にだけ存在してい
ると、色むらが強く現れる。通電用のワイヤーのように、遮光面積の狭い部材は、実質的
に光を遮断しないため問題ない。
【００４１】
　以下、本実施の形態において発光装置１０を構成する各部材について詳細に説明する。
（発光素子２０）
　発光素子２０は、半導体から成る発光層を備えたものであれば良い。特に窒化物半導体
から成る発光層、中でも窒化ガリウム系化合物半導体（特にＩｎＧａＮ）から成る発光層
を備えた発光素子であれば、可視光域の短波長域や近紫外域で強い発光が可能であるため
、波長変換部材と好適に組み合わせることができる。発光素子２０は、発光層３８から出
力される出射光の発光ピーク波長が近紫外線から可視光の短波長領域である２４０ｎｍ～
５００ｎｍ付近、好ましくは３８０ｎｍ～４２０ｎｍ、さらに好ましくは４５０ｎｍ～４
７０ｎｍにある発光スペクトルを有することが望ましい。この波長域で発光をする発光素
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子であれば、種々の波長変換部材との組合せにより、所望の色、特に白色光の発光が可能
となる。尚、発光素子２０は、ＺｎＳｅ系、ＩｎＧａＡｓ系、ＡｌＩｎＧａＰ系などの半
導体から成る発光層を有するものでも良い。　
【００４２】
　図２は、発光素子２０の一例を示す模式断面図である。サファイア等の透光性で絶縁性
の基板３４に、第１導電型（例えば、ｎ型）の半導体層３６、発光層３８、第１導電型と
は異なる導電型である第２導電型（例えば、ｐ型）の半導体層４０が順次積層されている
。第２導電型の半導体層４０と発光層３８が一部除去されて第１導電型の半導体層３６が
露出しており、その露出面に第１電極（ｎ側電極）４２が形成されている。また、第２導
電型の半導体層４０には、第２電極（ｐ側オーミック電極）４４がほぼ全面に形成され、
さらに外部と接続するための（ｐ側）パッド電極４６が形成されている。各電極は、透光
性又は反射性の電極とすることができ、通常、電極形成面を上側として実装される場合は
透光性の電極が用いられ、図１に示すように電極形成面を下側としてフリップチップ実装
される発光素子２０の場合には反射電極が用いられる。
【００４３】
　図１に示すように、本実施の形態では、発光素子２０の基板３４を上側にして支持基板
３２の上にフリップチップ実装している。支持基板３２の上面には実装用の電極が形成さ
れており、はんだバンプ等を介して、発光素子２０の第１電極４２及び第２電極４６と接
続される。支持基板３２の上面に形成された電極は、さらにワイヤによって実装基板１２
の配線１２ａ、１２ｂと接続される。これによって外部から発光素子２０を電気駆動する
ことが可能となる。支持基板３２の上面に形成される電極には、通常、発光層３８からの
光を実質的に遮光する部材が用いられる。このため、支持基板３２上面の電極は、支持基
板３２上面の一部のみに形成し、発光素子２０から下方に向かう光が凹部１６ａの底面に
到達できるようにする。好ましくは、上面視において発光素子２０から突出した電極部を
、発光素子２０の幅よりも小さい幅で形成することが望ましい。
【００４４】
　尚、本発明で用いることのできる発光素子２０は、図２に示す構造のものに限定されな
い。例えば、各導電型層に、絶縁、半絶縁性、逆導電型構造が一部に設けられても良い。
また、基板３４は、導電性を持つものでも良く、その場合には、第１電極４２を基板３４
の裏面に形成しても良い。また、基板３４は、半導体層を成長させる際の基板であっても
良いし、半導体層を成長させた後で貼りあわせたものでも良い。また、基板を剥離して半
導体層のみを発光素子として用いることもできる。発光素子２０の上面視形状は、典型的
には矩形であり、好ましくは略正方形とする。略正方形とすることで発光素子２０の各辺
から散乱面までの距離をほぼ等しくでき、色むらを抑制し易い。支持基板３２の上面視形
状は発光素子２０と略同一とすることが好ましい。発光素子２０としては、１辺数百μｍ
～数ｍｍ程度のものを用いることができ、具体的には１辺４００μｍ～１ｍｍ程度の略正
方形の素子を用いることができる。このとき、発光素子２０の側面から散乱面１８までの
距離は例えば０．５～２ｍｍ程度とする。
【００４５】
　（波長変換部材３０）
　波長変換部材３０は、発光素子２０の発光の一部を吸収して異なる波長の光を発光可能
なものであれば特に限定されない。波長変換部材３０は、蛍光体などの波長変換物質をガ
ラスや樹脂などの透光性部材に含有させた部材でも良いし、波長変換物質の結晶やアモル
ファス体自身から成る部材であっても良い。
【００４６】
　波長変換物質としては、特に、近紫外光や可視光で励起される蛍光体が好ましい。特に
、発光素子２０が青色発光素子であり、白色の発光装置を構成したい場合には、波長変換
物質として青色で励起されて黄色のブロードな発光を示す蛍光体を用いることが好ましい
。このような蛍光体として、例えば、セリウムで付活されたガーネット構造を持つ蛍光体
（特に、セリウムで付活され、アルミニウムを含みガーネット構造を持つ蛍光体）が挙げ
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られる。セリウムで付活された蛍光体は、黄色にブロードは発光を示すため、青色発光と
の組合せによって演色性の良い白色を実現できる。また、ガーネット構造、特にアルミニ
ウムを含むガーネット構造の蛍光体は、熱、光、水分に強く、高輝度な黄色発光を長時間
維持することができる。例えば、波長変換物質として、（Ｒｅ1-xＳｍx）3（Ａｌ1-yＧａ

y）5Ｏ12：Ｃｅ（０≦ｘ＜１、０≦ｙ≦１、但し、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄ、Ｌａ、Ｌｕ、Ｔｂ
からなる群より選択される少なくとも一種の元素である。）で表されるＹＡＧ系蛍光体（
一般にＹＡＧと略記される）を用いることが好ましい。また、黄色蛍光体の他に、Ｌｕ３

Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ，
Ｍｎ、（Ｚｎ，Ｃｄ）Ｚｎ：Ｃｕ、（Ｓｒ，Ｃａ）１０（ＰＯ４）６Ｃｌ２：Ｅｕ，Ｍｎ
、（Ｓｒ，Ｃａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、ＣａＡｌＳｉＢｘＮ３＋ｘ：Ｅｕ及びＣａＡｌＳ
ｉＮ3：Ｅｕなどの蛍光体を用いて演色性を調整することもできる。
【００４７】
　また、特に発光素子２０の発光波長が短波長である場合などは、波長変換部材３０が２
種類以上の波長変換物質を含んでいても良い。発光素子２０からの１次光によって１種類
目の波長変換物質を励起、発光させ、その波長変換物質の発する２次光によって別の種類
の波長変換物質を励起、発光させることもできる。また、色度の異なる２種類の蛍光体を
用いれば、２種類の蛍光体の量を調整することにより、色度図上において２種類の蛍光体
と発光素子の色度点を結んでできる領域内の任意の色度点に対応する発光を得ることがで
きる。
【００４８】
　例えば、波長変換部材３０は、上記黄色発光する蛍光体に加えて、黄～赤色発光を有す
る蛍光体を含んでいても良い。これによって赤味成分を増し、平均演色評価数Ｒａの高い
発光装置とすることをもできる。平均演色評価数Ｒａの高い発光装置とすれば照明用途に
適した発光装置となる。また、赤味成分を増やすことで、電球色を発光する発光装置とす
ることもできる。近紫外～可視光を黄色～赤色域に変換する蛍光体としては、窒化物蛍光
体、酸窒化物蛍光体、珪酸塩蛍光体などが挙げられる。
【００４９】
　窒化物系蛍光体、酸窒化物（オキシナイトライド）蛍光体としては、Ｓｒ－Ｃａ－Ｓｉ
－Ｎ：Ｅｕ、Ｃａ－Ｓｉ－Ｎ：Ｅｕ、Ｓｒ－Ｓｉ－Ｎ：Ｅｕ、Ｓｒ－Ｃａ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ
：Ｅｕ、Ｃａ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ、Ｓｒ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕなどが挙げられる。窒化
物蛍光体及び酸窒化物蛍光体の中でも、アルカリ土類窒化ケイ素蛍光体が好ましく、次の
一般式で表すことができる（Ｌは、Ｓｒ、Ｃａ、ＳｒとＣａのいずれか）。
　ＬＳｉ2Ｏ2Ｎ2：Ｅｕ、ＬxＳｉyＮ(2/3x+4/3y)：Ｅｕ、ＬxＳｉyＯzＮ(2/3x+4/3y-2/3z

)：Ｅｕ
【００５０】
　珪酸塩蛍光体としては、Ｌ2ＳｉＯ4：Ｅｕ（Ｌはアルカリ土類金属）、（ＳｒxＭａｅ1

-x）2ＳｉＯ4：Ｅｕ（ＭａｅはＣａ、Ｂａなどのアルカリ土類金属）などが好ましい。
【００５１】
　一方、波長変換物質を含有する透光性部材としては、発光素子２０の光に対して透光性
を持つ有機材料や無機材料を用いることができる。有機材料としては、透光性を持つ樹脂
が好ましい。例えば、シリコーン樹脂組成物、変性シリコーン樹脂組成物等を使用するこ
とが好ましいが、エポキシ樹脂組成物、変性エポキシ樹脂組成物、アクリル樹脂組成物等
の透光性を有する絶縁樹脂組成物を用いることができる。また、これらの樹脂を少なくと
も一種以上含むハイブリッド樹脂等、耐候性に優れた樹脂も利用できる。また、無機材料
としては、ガラス等のアモルファス材料、無機結晶、セラミックなどを用いることができ
る。尚、前述の通り、波長変換物質である蛍光体の結晶やアモルファス体自身を波長変換
部材とした場合には、透光性部材は不要となる。
【００５２】
　波長変換部材を、無機材料から成る無機バインダーと蛍光体との複合材料とすると、波
長変換部材内部での散乱を抑制し、耐久性も向上するので好ましい。無機バインダーとし
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ては、サファイア等の無機結晶、ガラス等のアモルファス材料、セラミック等の種々の無
機材料を用いることができる。一般に、ガラスやサファイア等の無機材料は、無機材料か
ら成る蛍光体との屈折率差が小さい。例えば、アルミニウムを含むガーネット構造の蛍光
体の屈折率は約１．７～１．８であるが、一般的な透光性樹脂の屈折率が約１．５である
のに対し、ガラスの屈折率は約１．６、サファイアの屈折率は約１．７である。このため
、波長変換部材内における蛍光体による光の散乱が少なく、波長変換部材から効率良く光
を取り出すことができる。無機バインダーは、透光性であればどのような無機材料であっ
ても良いが、蛍光体との屈折率差が０．３より小、より好ましくは０．２以下、さらに好
ましくは０．１以下であることが望ましい。
【００５３】
　この場合、波長変換部材の構造は、蛍光体と無機バインダーがほぼ均一に混在した構造
であることが好ましい。例えば、波長変換部材の構造を、蛍光体と無機バインダーの一方
が他方の中に島状に分散した海島構造にすれば、波長変換部材中で均一な波長変換を行う
ことができ好ましい。この場合、島状の蛍光体が無機バインダー中に分散している構造で
あっても、島状の無機バインダーが蛍光体中に分散している構造であっても良い。均一は
波長変換のために海島構造における島の直径は例えば１μｍ～５０μｍ程度とすることが
できる。
【００５４】
　発光素子２０の上面に設けられた波長変換部材３０は、主として、発光素子２０から出
射する光のうちパッケージの凹部１６ａに当たらず直接外部に取り出される光を波長変換
する役割を果たす。そのような光は散乱による混色が行われないため、発光素子２０から
出射した光が通過する光路長がほぼ均一となるように波長変換部材３０を形成することが
好ましい。これによって色むらの少ない発光装置とすることができる。具体的には、波長
変換部材３０は、発光素子２０の上面を略均一な厚みで覆うことが好ましく、板状である
ことが好ましい。
【００５５】
　例えば、波長変換部材３０は、板状であることが好ましい。波長変換部材３０が板状で
ある場合、波長変換部材３０内の光の一部は、対向する２つの主面で全反射され、側面か
ら出射する。このため、側面から出射する光は波長変換部材内における光路長が大きく、
波長変換された光の強度が大きくなる傾向にあり、原理的に色むらが発生し易い。しかし
、本実施の形態では、発光素子２０の側面が露出されていることから波長変換部材３０の
側面と同じ方向に出射する発光素子２０の発光も強くなる。このような発光素子２０及び
波長変換部材３０から発する光を凹部１６ａで光を散乱させるため、波長変換部材３０を
板状としても色むらの発生が抑制される。また、この場合、波長変換部材３０は、発光素
子２０と平行に設置することが好ましい。
【００５６】
　また、波長変換部材３０は、無機材料から成ることが好ましい。特に、熱伝導率が０．
８［Ｗ／ｍＫ］以上、より好ましくは１．２［Ｗ／ｍＫ］以上、さらに好ましくは３５［
Ｗ／ｍＫ］以上の無機材料で構成することが望ましい。具体的には、無機系蛍光体の結晶
やアモルファス体自身を波長変換部材３０としたり、無機系の蛍光体粒子を無機材料から
成る透明部材に含有させて波長変換部材３０とすることができる。無機系蛍光体の結晶や
アモルファス体自身を波長変換部材３０とする場合の例としては、ＹＡＧ、（Ｓｒ，Ｂａ
）２ＳｉＯ４：Ｅｕ等を挙げることができる。また、無機系の蛍光体粒子を無機材料から
成る透明部材に含有させる場合、無機材料の透明部材としてはガラス等のアモルファス材
料、無機結晶、セラミックなどを用いることができる。例えば、蛍光体粒子と透明部材の
粒子の焼結体や、蛍光体粒子とガラスの焼結体を用いることができる。蛍光体粒子と他部
材の多結晶体を用いてもよい。このような材料で波長変換部材を構成することにより、波
長変換部材３０自身の耐久性が高まると同時に、放熱も良好になり、信頼性の高い発光装
置１０を実現することができる。また、無機材料から成る波長変換部材３０は、樹脂など
の有機材料から成る場合に比べて硬度が高く、高温での加工も可能である。
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【００５７】
　波長変換部材３０は、平面方向の外寸が発光素子２０よりも大きく、発光素子２０の外
周から庇状に張り出していることが好ましい。これによって発光素子２０の上面からの出
射光が波長変換部材３０を通過してから外部に取り出されるようにできる。例えば波長変
換部材３０の大きさが発光素子２０と同一である場合には、発光層３８の側面から斜め上
方に出射する光のほとんどが、波長変換部材３０の外を通過し、かつ、凹部１６ａの側面
の散乱面を避けて、直接凹部１６ａの外部に取り出される場合があり得る。そこで図１に
示すように、波長変換部材３０を発光素子２０よりも大きくし、発光素子２０の外周から
庇状に張り出すようにすれば、直接凹部１６ａの外部に取り出される光を減らすことがで
きる。尚、このことが達成可能な程度に波長変換部材３０が発光素子２０の外周から張り
出していれば、波長変換部材の大きさや平面形状は特に限定されない。但し、波長変換部
材３０があまり大きすぎると、凹部１６ａで散乱した光が再度波長変換部材３０を通過す
ることになり、色むらや発光出力低下の原因となる。本実施の形態における波長変換部材
３０の平面方向の最大寸法は、発光素子２０の発光層３８の平面方向の最大寸法の１．１
倍以上、好ましくは１．５倍以上、かつ、３倍以下、好ましくは２倍以下とすることが望
ましい。
【００５８】
（第１の波長変換部材）
　また支持基板３２と発光素子３０の間に、第１の波長変換部材を設けることもできる。
第１の波長変換部材の材料や形状は、上述の波長変換部材３０と同様のものを採用するこ
とができる。第１の波長変換部材は発光素子２０の下面に接して形成されることが好まし
く、主として発光素子２０の下面から出射する光を波長変換すると共に、発光素子２０を
固定する基板としての役割や、発光素子２０から実装基板１２への放熱経路としての役割
も果たす。本実施の形態では、発光素子２０の側面や下面から出射する光と第１の波長変
換部材から出射する光とは、凹部１６ａに形成された散乱面１８で散乱し、混合されてか
ら外部に出射される。したがって、第１の波長変換部材は、内部で光を散乱させる必要が
ないため、無機材料から成る無機バインダーと蛍光体との複合材料とすることが好ましい
。これによって第１の波長変換部材から発光素子２０への戻り光を抑制することができる
。第１の波長変換部材は、色むらを考慮して形状や配置を厳しく制約する必要がなく、発
光素子２０の光を波長変換できれば比較的自由な形状や配置にすることができる。
【００５９】
　第１の波長変換部材は、板状であることが好ましい。第１の波長変換部材が板状であれ
ば、発光素子２０を安定して固着することができる。また、第１の波長変換部材を板状に
すれば、発光装置１０を製造する際に第１の波長変換部材を大きめの板状材料として加工
しておき、それを所望の大きさに切り出して支持部材３２の上に接着することができるた
め、発光装置１０の組立が容易となるメリットもある。さらに、本実施の形態における第
１の波長変換部材は発光素子２０をフリップチップ実装する実装面としても機能するが、
第１の波長変換部材が板状であれば、配線の形成も容易となる。例えば、大きめの板状に
加工された第１の波長変換部材に配線パターンを一括して形成し、それを切り出して支持
部材３２の上に接着することもできる。第１の波長変換部材表面の配線パターンと発光素
子２０を金属や樹脂などの導電性部材や接着剤によって接続することで、配線パターンを
介して発光素子２０の発熱を第１の波長変換部材に逃がすことができる。発光素子２０は
、フリップチップ実装することで、発熱し易い発光層３８を第１の波長変換部材に接近さ
せることができ、効率良く放熱できる。尚、第１の波長変換部材が板状である場合、その
端面における発光が強くなる傾向にあるため、原理的に色むらが発生し易い。しかし、本
実施の形態では、発光素子２０の側面が露出されていることから第１の波長変換部材の端
面と同じ方向に出射する発光素子２０の発光も強くなる。このような発光素子２０及び第
１の波長変換部材から発する光を凹部１６ａで光を散乱させるため、第１の波長変換部材
を板状としても色むらの発生が抑制される。
【００６０】
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　尚、このような板状の第１の波長変換部材の上面に、透光性の部材を配置して、その上
に発光素子を設けることもできる。また、「板状」であるためには、全体の形状が板状で
あれば良く、発光素子を裁置するための凹部や孔を有していても良い。また、何らかの光
学効果を得るためのパターンが表面に形成されていても良い。波長変換部材３２または第
１の波長変換部材が「板状」である場合に、平面形状は矩形に限らず、円形、楕円形など
種々の形状でも良い。
【００６１】
　波長変換部材３０の上面視形状は、好ましくは発光素子２０と同じく略正方形とする。
波長変換部材３０は上面視において発光素子２０と重なっており、発光素子２０より大き
いサイズとすることが好ましい。具体的には、波長変換部材３０の１辺の長さを、発光素
子２０の１辺の長さの１．５～３．５倍程度とすることができる。例えば、発光素子２０
が１辺約４５０μｍの略正方形である場合には波長変換部材３０を１辺約１ｍｍの略正方
形とし、発光素子２０が１辺約１ｍｍの略正方形である場合には波長変換部材３０を１辺
約１．５ｍｍの略正方形とする。このとき、波長変換部材３０の側面から散乱面までの距
離は０．５～１．５ｍｍ程度とすることができる。また、波長変換部材３０の厚みは、所
望の色度が得られる厚みを選択でき、例えば１００μｍ～２００μｍとする。尚、波長変
換部材３０と第１の波長変換部材を同一材料とすれば、部材の共通化によって製造コスト
の低減が可能になる。
【００６２】
　尚、波長変換部材３０及び第１の波長変換部材の受光面、発光面にレンズパターンなど
の、何らかの光学効果を得るためのパターンを形成しても良い。前述の通り、本実施の形
態における波長変換部材３０は「板状」であるが、全体的な形状が板状であれば、表面に
何らかのパターンが形成されていても構わない。また、あるパターンが発光素子の固着面
にあったとしても、そのパターンの周期が発光素子の大きさに対して十分に小さければ、
発光素子を安定して固定することが可能である。
【００６３】
（パッケージ１６、凹部１６ａ）
　パッケージ１６は、側面の一部が散乱面となった凹部１６ａを有し、発光素子２０への
電気的な接続が可能となるように発光素子２０と波長変換部材３０を収納可能であれば、
どのような構造でも良い。本実施の形態では、パッケージ１６は、平板状の絶縁部材に配
線１２ａ、１２ｂを形成した実装基板１２とその実装基板１２の上に形成された環状の側
壁１４によって構成され、上面視においてパッケージ１６の外形は矩形であり、円形にく
りぬかれて環状の側壁１４が形成される。実装基板１２の上面と側壁１４の内面とによっ
て凹部１６ａが構成されている。また、本実施の形態では、凹部１６ａの側面に蛍光体粒
子５４を分散させた蛍光体層５６を形成することによって凹部１６ａの側面を散乱面１８
としている。これによって、発光素子２０から直接取り出される光を増大させ、かつ散乱
面を設けて発光素子２０から出射した光と波長変換部材３０を通過して波長変換された光
とを混色させ、凹部１６ａの上面から取り出すことができ、色むらを抑制して発光出力を
向上できる。尚、本実施の形態では、凹部１６ａの側面を散乱面としているが、凹部１６
ａの底面にも散乱面を設けることができる。例えば、実装基板１２の表面にワイヤ接続の
領域を残すように適当な散乱層を形成しても良い。また、本実施の形態では、半導体素子
２０の発光を散乱面１８で散乱以外の光学効果（例えば、吸収や波長変換）を伴わないよ
うに、そのまま散乱させる構成としている。これによって散乱面１８で生じる光のロスを
抑制し、光取り出し効率を高めることができる。
【００６４】
　凹部１６ａは、発光素子２０と波長変換部材３０を収納可能であり、上面が光を取り出
せるように開放されていれば、どのような形状でも良い。但し、凹部１６ａの底面は、発
光素子２０等を安定して固定できるように平坦であることが好ましい。また、凹部１６ａ
の内径は、底面から上面に向かって徐々に内径が大きくなっていることが好ましい。また
、凹部１６ａは、平面視の形状が円形であることが好ましく、それによって発光の均一性
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を高めて色むらを抑制することができる。発光素子２０は通常、平面視の形状が矩形であ
り、発光素子２０の全面を波長変換部材で覆ったとしても色むらが発生し易いため、この
ような矩形の発光素子２０を円形の凹部１６ａの散乱面で散乱させることで、発光の均一
性を高めて色むらを抑制することができる。また、板状の波長変換部材３０は、平面視の
形状が矩形であると製造し易く、このような矩形の光源は円形の凹部１６ａの散乱面で散
乱させることが好ましい。特に、発光素子２０と波長変換部材３０を含む光源の平面視形
状が矩形である場合には、矩形の辺から出射される光と角部周辺から出射される光とで強
度差が生じてしまうが、このように取り出された光を円形の凹部１６ａにおいて散乱させ
ることで、光源の形状に起因する色むらを抑制することができる。さらに、凹部１６ａは
、いずれの高さで見ても平面視で円形であるすり鉢状であることが好ましい。発光素子２
０と波長変換部材３０を含む光源は、平面視で凹部１６ａの中心に配置されることが好ま
しい。尚、散乱面に照射された光を効率良く取り出すためには、上面視において、凹部１
６ａの側面に形成された散乱面１８が発光素子２０及び波長変換部材３０の外側に配置さ
れて観察可能であることが望ましい。
【００６５】
　凹部１６ａの側面に形成する散乱面１８は、発光素子２０の発光と波長変換部材３０の
発光とを散乱可能な面である。散乱可能な面とするためには、上述の蛍光体層５６を形成
するほか、発光素子２０の発光と波長変換部材３０の発光の波長の短い方と同程度以下の
大きさであって、周囲と屈折率の異なる材料からなる微細構造が分布した面とすることが
できる。
【００６６】
　例えば、透光性の母材中に母材と屈折率の異なる透光性の粒子を分散することで散乱面
とすることができる。粒子と周囲の材料との屈折率差は、０．１以上、より好ましくは１
．０以上とすることが望ましい。尚、ここで言う「屈折率」とは、空気中での屈折率を指
す。また、粒子としては、ガラス繊維、ガラスビーズ、タルク、シリカ、アルミナ、マグ
ネシア、亜鉛華、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、チタニア、水酸化アルミニウム、マイ
カ、長石粉、石英粉などの無機系粒子、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、エポキシ樹脂、ス
チレン系架橋樹脂などの有機系粒子が使用でき、これらの１種を単独で又は２種以上を併
用して用いることができる。粒子としては、特に、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ａｌ、Ｓｉのいず
れかを含む酸化物、ＡｌＮ、ＭｇＦ等が好ましい（Ｔｉ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ａｌ、Ｓｉを含む
酸化物としては、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2、Ｎｂ2Ｏ5、Ａｌ2Ｏ3が好ましい）。中でも、Ｔｉ、
Ｚｒ、Ｎｂ、Ａｌのいずれかを含む酸化物が好ましい。これらの材料から成る粒子は、屈
折率が大きく、封止部材との屈折率が大きく取れるため散乱が強くなるので好ましい。ま
た、何れの酸化物も、可視光領域では吸収を伴わず、効率の低減に関与しないため好まし
い。粒子は、白色として観察される程度に含有させることが好ましく、これによって透光
性が低く反射率の高い散乱面１８とでき、凹部１６ａの上面からの光取り出し効率を向上
できる。
【００６７】
　粒子の平均粒径Ｒは、散乱が効率良く生じるように、発光素子２０の発光波長をλとし
て、０．４×λ／π＜Ｒ＜λを充足することが好ましい。粒子の平均粒径Ｒが０．４×λ
／π以下になるとレイリー散乱領域に入り、散乱強度が波長の４乗に比例するようになる
。したがって、長波長である蛍光体の発光の散乱が弱くなってしまう。粒子の平均粒径Ｒ
は、７０ｎｍ以上、好ましくは２００ｎｍ以上であり、４００ｎｍ以下、好ましくは３０
０ｎｍ以下であることが望ましい。また、粒子を含有させる量によって散乱面の散乱係数
を調整することができる。例えば、粒子の量を全体の１０～５０重量％とすることができ
、特にＴｉＯ2の粒子を含有させる場合は、２０～４０重量％とすることが望ましい。粒
子の含有量を３０重量％以上とすれば、散乱面１８における散乱が強くなると同時に、反
射率も高くなるため好ましい。一方、粒子を含有する周囲の母材としては、シリコーン樹
脂、エポキシ樹脂、ガラス等が好ましい。中でもシリコーン樹脂は、熱硬化性で、耐光性
が良く、比較的柔らかいという特性を持つ。シリコーン樹脂は、屈折率が約１．４と低い
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ため、ＴｉＯ２（屈折率約２．５）等の粒子との間の屈折率差をつけやすく、散乱面によ
る散乱を強くするために好ましい。
【００６８】
　尚、凹部１６ａの側面に形成する散乱面１８を別の手法で形成しても良い。例えば、粒
子を凝集、焼結して形成した多孔質体を用いて側壁１４を形成すれば、その内面を散乱面
とすることができる。また、ゾル・ゲル法によって成形した多孔質体を用いて側壁１４と
しても良い。こうした多孔質体では、多孔質体の材料と多孔質体の孔に存在する空気（或
いは、そこに充填された異なる屈折率の物質）との屈折率差に基づいて散乱が生じる。尚
、こうした多孔質体を側壁１４に用いた場合、封止性能や気密性を高めるために多孔質体
と樹脂との複合材料としても良い。また、透光性部材または反射性部材の表面に凹凸加工
や粗面化を施すことや、表面に散乱粒子層を形成することで、散乱面とすることもできる
。
【００６９】
　また、凹部１６ａの側面に形成する散乱面１８は、できるだけ広い範囲に形成すること
が好ましいが、少なくとも凹部１６ａの側面の一部に形成することが好ましい。さらに好
ましくは、凹部１６ａの側面全体に形成することが望ましい。これにより色むらを効果的
に抑制することができる。即ち、色むらは、発光素子２０から出射した光が波長変換部材
３０を通過する際の光路長の違いによって生じるが、発光素子２０から凹部１６ａの底面
や上面に向かう光については、波長変換部材３０の光路長が比較的均一で色むらが発生し
にくいのに対し、発光素子２０から凹部１６ａの側面に向かって斜めに進行する光につい
ては、波長変換部材３０の光路長の違いによる色むらが発生し易いからである。尚、凹部
１６ａの側面の一部に散乱面１８を設ける場合、発光素子２０の周囲を均等に囲むように
散乱面１８を形成することが好ましい。即ち、平面視において、発光素子２０の中心を基
準として全ての方位に均等に散乱面１８が形成されていることが好ましい。発光素子２０
の中心を基準として、ある方位にだけ散乱面１８が広く形成されていたり、ある方位にだ
け散乱面１８が形成されていないような場合、色むらの原因となるからである。
【００７０】
　特に、本実施の形態のように、板状の波長変換部材３０を有する場合、その板状体の側
面において発光が強くなる傾向にあるため、色むらが発生し易い。しかし、凹部１６ａの
底面に対して平行に設置された板状体であれば、その板状体の側面から出射した光は凹部
１６ａの側面のうちの板状体の側面に対面する領域に最も入射し易い。そこで、凹部１６
ａの側面の中でも、特に板状の波長変換部材の側面と対面する領域に散乱面を形成するこ
とが好ましい。これにより、波長変換部材３０が板状であることによって発生する色むら
も効果的に抑制することができる。また、発光素子２０への戻り光を抑制するためには、
散乱面は発光素子２０からの光を発光素子２０の主面に略平行な方向またはそれよりも凹
部１６ａの上面側に放射する面を成すことが望ましい。
【００７１】
　尚、凹部１６ａの「底面」とは、凹部１６ａのうち、凹部１６ａの光軸方向における発
光素子２０の投影面を含み、その投影面と同じ高さ以下の領域をいい、凹部１６ａの「側
面」とは、その「底面」から立ち上がった領域を指す。この「底面」と「側面」の解釈は
、他の実施形態における凹部１６ａについても同様である。
（蛍光体層５６）
【００７２】
　色むらを十分に抑制するためには、蛍光体粒子５４によって発光素子２０の光が散乱す
るように蛍光体粒子５４を蛍光体層５６に分散させる必要がある。そのために、蛍光体粒
子５４の平均粒径は、３μｍ以上、好ましくは１０μｍ以上であることが望ましい。また
、蛍光体粒子５４と周囲の材料との屈折率差は、０より大きく０．４以下とすることが望
ましい。尚、ここで言う「屈折率」とは、発光素子２０の発光波長における屈折率を指す
。蛍光体粒子５４の材料としては、波長変換部材３０と同様の蛍光体材料を用いることが
できる。
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【００７３】
　蛍光体粒子５４を分散させる蛍光体層５６の材料としては、発光素子２０の光に対して
透光性を持つ有機材料や無機材料を用いることができる。有機材料としては、透光性を持
つ樹脂が好ましい。例えば、シリコーン樹脂組成物、変性シリコーン樹脂組成物等を使用
することが好ましいが、エポキシ樹脂組成物、変性エポキシ樹脂組成物、アクリル樹脂組
成物等の透光性を有する絶縁樹脂組成物を用いることができる。また、これらの樹脂を少
なくとも一種以上含むハイブリッド樹脂等、耐候性に優れた樹脂も利用できる。また、無
機材料としては、ガラス等のアモルファス材料、無機結晶、セラミックなどを用いること
ができる。
【００７４】
　本実施の形態における側壁１４は、発光素子２０の発光に対して反射率の高い材料とす
ることが好ましい。例えば、蛍光体層５６の外側にある側壁１４の材料を、蛍光体層５６
を構成する材料よりも低屈折率にすれば、蛍光体層５６と側壁１４の界面での反射率が高
くなり好ましい。側壁１４の材料と蛍光体層５６を構成する材料の屈折率差は、０．０５
以上、好ましくは０．１以上であることが望ましい。側壁１４の材料としては、シリコー
ン、エポキシ等を用いることができる。
【００７５】
　本実施の形態において、蛍光体粒子５４を含む蛍光体層５６は、少なくとも凹部１６ａ
の側面の一部、好ましくは側面の全面に形成されていることが好ましい。これによって、
発光素子２０の側面を波長変換部材から露出させた場合に、発光素子２０の側面から出射
した光を確実に波長変換し、かつ、散乱させることができる。また、発光素子２０の下面
から出射した光を波長変換し、かつ、散乱するために、凹部１６ａの底面との境界まで凹
部１６ａの側面を蛍光体層５４で覆うことが好ましい。凹部１６ａが上に向かって大きく
なっていく内径を有するすり鉢状の形状であれば、凹部１６ａの側面を蛍光体層５４で覆
うことによって、発光素子２０の下面から出射する光も波長変換、散乱し易くなる。凹部
１６ａの側面を蛍光体層１６ａで覆う構成とすれば、側壁１４の内面を蛍光体層５６で覆
えば足りるため、発光装置１０の組立が容易になる。
【００７６】
　尚、凹部１６ａの側面だけでなく、凹部１６ａの底面まで蛍光体層５６を設けても良い
。但し、凹部１６ａの底面のうち発光素子２０から凹部１６ａの底面に至る経路中には蛍
光体層５６を設けないことが好ましい。発光素子２０から凹部１６ａの底面に至る部分は
発光素子２０の放熱経路であるため、この経路中に蛍光体層５６が存在すると放熱効率が
低下し、蛍光体層５６自身の劣化も加速される。
【００７７】
　また、本実施の形態における波長変換部材３０は、発光素子２０の上面のみに形成し、
発光素子２０の側面と下面は波長変換部材３０から露出することが好ましい。発光素子２
０の上面に波長変換部材３０を設けるのは、発光素子２０から出射する光のうちパッケー
ジの凹部１６ａに当たらないで外部に取り出される光を波長変換するためである。本実施
の形態における波長変換部材３０は、発光素子２０の外周から庇状に張り出していること
が好ましい。また、波長変換部材３０は、無機材料から成ることが好ましい。
【００７８】
　蛍光体粒子５４を含む蛍光体層５６や、波長変換部材３０は、上記黄色発光する蛍光体
に加えて、黄～赤色発光を有する蛍光体を含んでいても良い。このように異なる蛍光体を
含む層を積層した多層構造としても良い。この場合、波長変換部材３０は発光素子２０側
に短波長で発光する蛍光体層を配置することが好ましく、逆に蛍光体層５６においては長
波発光する蛍光体層を発光素子２０側に配置することが好ましい。
【００７９】
（支持基板３２）
　本実施の形態では、発光素子２０の発光層３８がパッケージの凹部１６ａの底面から所
定距離だけ離間するように、発光素子２０が支持基板３２を介して実装基板１２に固着さ
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れている。本実施に形態における支持基板３２は、発光層３８から下方に出射する光を効
率良く利用できるよう発光層３８の発光に対して透光性であることが好ましい。また、支
持基板３２は、発光素子２０から実装基板１２に至る放熱経路を形成しているため、熱伝
導率の高い材料から成ることが好ましい。熱伝導率が０．８［Ｗ／ｍＫ］以上、より好ま
しくは１．２［Ｗ／ｍＫ］以上、さらに好ましくは３５［Ｗ／ｍＫ］以上の材料で構成す
ることが望ましい。
【００８０】
　支持基板３２としては、例えば、サファイア、ガラス等の無機材料を用いることができ
る。中でもサファイアは、熱伝導率が比較的高く、発光素子２０の発光する青色光に対し
て高い透過率を示すため好ましい。
【００８１】
（実装基板１２）
　実装基板１２は、表面に発光素子２０と電気的に接続される配線を形成したものであれ
ば良い。本実施の形態では、平板状の絶縁部材に配線を形成して実装基板１２としている
。絶縁部材として、窒化アルミニウムやアルミナ等のセラミック、ガラスを用いることが
できる。また、Ｓｉ等の半金属あるいは金属の表面に窒化アルミニウム等の絶縁性の薄膜
層を形成して用いても良い。これらの実装基板１２は、放熱性が高いため、好ましい。ま
た、配線は、イオンミリング法或いはエッチング法等によって金属層のパターニングを施
すことによって形成できる。例えば、窒化アルミニウムの表面に白金薄膜等からなる配線
パターンを形成できる。更に、配線パターンを保護する目的で、ＳｉＯ2等の薄膜からな
る保護膜を形成してもよい。また、支持部材が設けられる領域に、実装基板の配線と絶縁
された金属部材等の放熱体を設けることもできる。
【００８２】
（封止部材２８）
　凹部１６ａに充填される封止部材２８の材料は透光性であれば特に限定されない。シリ
コーン樹脂組成物、変性シリコーン樹脂組成物等を使用することが耐久性の面で好ましい
が、エポキシ樹脂組成物、変性エポキシ樹脂組成物、アクリル樹脂組成物等の透光性を有
する絶縁樹脂組成物を用いることもできる。また、これらの樹脂を少なくとも一種以上含
むハイブリッド樹脂等、耐候性に優れた封止部材も利用できる。さらに、ガラス、シリカ
ゲル等の耐光性に優れた無機物を用いることもできる。封止部材２８は、発光素子２０及
び波長変換部材３０からの光の透過率が波長変換部材３０より高い部材であり、蛍光体の
含有率が波長変換部材３０より小さいことが好ましく、さらに好ましくは蛍光体を含有し
ない透光性の部材とする。また、光を散乱させる散乱剤は含有しないことが好ましい。尚
、封止部材２８の上面は、略平坦で、かつ、波長変換部材３０と略平行であることが好ま
しい。これによって、板状である波長変換部材３０の主面から斜めに出射した光や側面か
ら出射した光や、波長変換部材３０の外側を通過する発光素子２０の発光が、封止部材２
８に高角度で入射し易くなるため、凹部１６ａに戻し、散乱させ易くなる。
【００８３】
　以上の実施形態は単なる例示であり、本件発明はこれらに限定されない。また、本件発
明の各要素は、上記実施の形態で説明した部材で構成する場合に限られず、発明の複数の
要素を単一の部材で構成したり、一つの要素を複数の部材で構成することもできる。
【符号の説明】
【００８４】
１０　発光装置
１２　実装基板
１２ａ、１２ｂ　配線
１４　側壁
１６　パッケージ
１６ａ　凹部
１８　散乱面
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２０　発光素子
２８　封止部材
３０　波長変換部材
３２　支持基板
３４　基板
３６　ｎ型窒化物半導体層
３８　発光層
４０　ｐ型窒化物半導体層
４２　ｎ側電極
４４　ｐ側オーミック電極
４６　ｐ側パッド電極
４８　保護絶縁膜
５７　透光性部材
７２　発光半導体チップ組立体
７４　蛍光体チップ
７６　接着剤
７８　発光ダイオードチップ
８０　基板
８２　蛍光体層
８４　アノード電極
８６　カソード電極
８８　アノードリード
９０　カソードリード
９０ａ　カップ部
９２　発光装置
９４　光散乱剤
９６　保護接着剤
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