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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体の上に配置される発光素子と、
　前記発光素子の上面を覆う蛍光体粒子からなる蛍光体層と、
　前記蛍光体層の上に、蛍光体層の一部が露出するように設けられる反射材料の粉末から
なる反射部材と、を有することを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記蛍光体層の表面を覆う前記反射部材の面積は、前記蛍光体層の表面の２０％～５０
％である請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記蛍光体層と、前記反射部材は、前記発光素子の側面に配置されている請求項１又は
２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記蛍光体層と、前記反射部材と、を覆う封止部材を有する請求項１乃至３のいずれか
１項に記載の発光装置。
【請求項５】
　発光素子上に蛍光体粒子を堆積させ蛍光体層を形成する工程と、
　前記蛍光体層の上に、蛍光体層の一部が露出するように反射材料の粉末からなる反射部
材を形成する工程と、を具備することを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項６】
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　前記蛍光体層は、前記蛍光体粒子を電着法、スパッタリング法、蒸着法、沈降法、静電
塗装法から選択される方法により形成される請求項５に記載の発光装置の製造方法。
【請求項７】
　前記反射部材は、電着法、スパッタリング法、蒸着法、沈降法、静電塗装法から選択さ
れる方法により形成される請求項５又は６に記載の発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子と、蛍光体とを有する発光装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、発光ダイオード（ＬＥＤ）等の発光素子を用いた発光装置は、発光素子や保護
素子等の電子部品と、それらを配置する基板と、発光素子や保護素子等を保護するための
透光性樹脂とを備えている。
【０００３】
　発光装置を白色発光させるために、発光素子と、発光素子を覆うように蛍光体が含有さ
れた透光性樹脂を設けることが知られている。この発光装置は、発光素子から出力される
青色系の光の一部を蛍光体により波長変換して、その波長変換された黄色系の光と発光素
子からの青色系の光との混色により、白色系の光を発光させるものである。
【０００４】
　また、特許文献１には、青色発光の波長変換に必要な蛍光物質を含む波長変換層の表面
の全体を、ＳｉＯ2を混入した光拡散層で被覆する半導体発光装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１７７１５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１のような構成により、発光素子の全方位に一様な色度及び色調の白色発光を
得ることができる。しかしながら、光の取り出し効率については、更なる改善の余地があ
る。
【０００７】
　そこで、本発明は、光の取り出し効率が良好な発光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態に係る発光装置は、
　基体の上に配置される発光素子と、
　前記発光素子の上面を覆う蛍光体層と、
　前記蛍光体層の上に、蛍光体層の一部が露出するように設けられる反射部材と、
を有することを特徴とする発光装置。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、光の取り出し効率が良好な発光装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る発光装置の一例を示す概略平面図である。
【図２】図１に示す発光装置のＩ－Ｉ’線における概略断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る発光装置の変形例を示す概略断面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る発光装置の変形例を示す概略断面図である。
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【図５】本発明の実施形態に係る発光装置の変形例を示す概略断面図である。
【図６ａ】本発明の実施形態に係る発光装置の製造工程の一例について説明する概略断面
図である。
【図６ｂ】本発明の実施形態に係る発光装置の製造工程の一例について説明する概略断面
図である。
【図６ｃ】本発明の実施形態に係る発光装置の製造工程の一例について説明する概略断面
図である。
【図７】本発明の実施形態に係る発光装置の一例を示す概略断面図である。
【図８】本発明の実施形態に係る発光装置の一例を示す概略断面図である。
【図９】本発明の実施形態に係る発光装置の変形例を示す概略断面図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る発光装置の変形例を示す概略断面図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る発光装置の変形例を示す概略断面図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る発光装置の変形例を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明を実施するための発光装置について、図面を参照しながら説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態に係る発光装置の一例を示す概略平面図である。図２は、図
１に示す発光装置のＩ－Ｉ’線における概略断面図である。
　本実施形態に係る発光装置１０は、導電部１２を有する基体１１と、発光素子１４と、
蛍光体層１６と、反射部材１７を備えている。
【００１３】
　基体１１は、絶縁性の母材（セラミック等）と、発光素子への給電のための配線である
導電部１２とを有しており、発光素子などが載置可能な平面を有する平板状などの部材で
ある。
【００１４】
　発光素子１４は、基体上に実装されている。発光素子１４は、対向する一対の主面を有
する透光性の基板１４ａの一方の主面に、発光層を含む半導体層１４ｂが形成され、さら
に半導体層１４ｂの表面に正電極及び負電極（以下、電極１４ｃともいう）が形成されて
いる。本実施形態の発光装置において、発光素子１４は、電極形成面と対向する基板１４
ａ側を主光取り出し面として配置する（フリップチップ実装）。発光素子の電極１４ｃは
、基体１１に形成された導電部１２の上に接合部材１３を介して接続される。
【００１５】
　発光素子の上面には、蛍光体層１６が設けられている。そして、蛍光体層の上に、蛍光
体層の一部が露出するように反射部材１７が設けられている。換言すると、反射部材１７
が、蛍光体層の表面の全面を覆うのではなく、部分的に覆うように設けられている。
【００１６】
　発光素子からの光と、蛍光体からの光と、を混色して白色光を得る発光装置は、発光素
子からの光の一部は、そのままの光、つまり、波長変換されない光として外部に取り出さ
れる必要がある。そのため、蛍光体層の上面に、反射部材が設けられていない領域（露出
領域）を設けることで、蛍光体層内に戻されることなく、外部に取り出し易くすることが
できる。
【００１７】
　また、発光素子からの光は、蛍光体を励起するための光も必要である。蛍光体層の上に
反射部材を設けない場合も、発光素子からの光の一部は、蛍光体を励起する光として用い
られる。ここで、本願の実施形態に示すように、蛍光体層の上に、部分的に反射部材を設
けることで、蛍光体層内に光を戻すことができ、その戻り光を、新たに蛍光体を励起する
光として用いることができる。つまり、蛍光体層の上に反射部材が無ければ、青色光とし
て外部に放出された光が、反射部材をもけることで、蛍光体を励起するための光として用
いられることになる。これにより、蛍光体の量を少なくしても、波長変換した光を効率よ
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く取り出すことができる。
　以下、本実施形態に係る発光装置の各構成について簡単に説明する。
【００１８】
　（基体）
　基体は、発光素子や保護素子等の電子部品を配置するためのものである。基体の形状は
、特に限定されないが、上面（発光素子等の載置面）が平坦であることが好ましい。基体
の形状としては、例えば、矩形や多角形等の平板状や、凹部を有する形状とすることがで
きる。
　基体の母材は、絶縁性のものを用いることができ、例えば、アルミナや窒化アルミニウ
ム等のセラミックスを用いることが好ましいが、この限りではなく、ＬＴＣＣ、ガラスエ
ポシキ樹脂や熱可塑性樹脂も可能である。
　基体の導電部は、発光素子等への給電のためのものであり、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｇ、Ｓｎが
挙げられる。
【００１９】
　（発光素子）
　発光素子は、基体上（導電部上又は母材上）に、接合部材を介して、もしくは、更に別
部材を介して接合される。発光素子は、同一面側に正負一対の電極を備えた発光素子や、
上下面に電極を有するバーティカルタイプの発光素子を用いてもよい。
【００２０】
　発光素子としては、可視光領域の光を発光する発光ダイオードを用いるのが好ましい。
例えば、基板上に、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＡｌＮ
等の窒化物半導体、ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体、ＩＩＩ－ＶＩ族化合物半導体等、種々の
半導体によって、発光層を含む積層構造が形成されたものが挙げられる。発光素子の基板
としては、サファイア等の絶縁性基板や、ＳｉＣ、ＧａＮ、ＧａＡｓ等の導電性基板等が
挙げられる。尚、発光素子の基板は、必ずしも必要ではなく、基体上に実装後又は実装前
に除去してもよい。
【００２１】
　（接合部材）
　接合部材は、基体上に、発光素子を接合させるための部材である。
【００２２】
　まず、フリップチップ実装の場合、及びバーティカルタイプの発光素子を用いる場合に
ついて説明する。接合部材は、少なくとも発光素子の電極と導電部との間に介在するよう
に配置される。接合部材としては、発光素子と導電部とを導通させることができる導電性
材料を用いる。例えば、Ｓｎ－Ｃｕ、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ、Ａｕ－Ｓｎ等のハンダ材料やＡ
ｕ等の金属バンプ、異方性導電ペースト等を用いることができる。
【００２３】
　発光素子は、この接合部材によって、導電部の上に支持されるので、発光素子の半導体
層の下面と基体の上面とは、接合部材の厚さと、発光素子の電極の厚さと、基体上面から
露出する導電部の厚さの総和に相当する距離だけ離間して、空隙を有している。
【００２４】
　接合部材の厚みと発光素子の電極の厚みの総和は、１μｍ～１５０μｍであることが好
ましい。
【００２５】
　フェイスアップ実装の場合は、上記のような導電性材料の接合部材を用いることができ
ることに加え、絶縁性材料も用いることができる。例えば、エポキシ樹脂、シリコーン樹
脂等が挙げられる。
【００２６】
　（蛍光体層）
　蛍光体層は、発光素子からの光を、異なる波長に変換させるものであり、発光素子から
の光をより短波長に変換させるもの、または、長波長に変換させるものを用いることがで
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きる。光取り出し効率の観点からは、発光素子からの光を長波長に変換させるものが好ま
しい。蛍光体層は、少なくとも、発光素子の上面に配置されている。蛍光体層は、発光素
子の上面の８０％～１００％を覆うように設けるのが好ましく、特に、全面（１００％）
を覆うのが好ましい。
【００２７】
　また、発光素子の上面以外の面上を覆うように設けられてもよく、例えば、発光素子の
側面を覆ってもよい。さらに、蛍光体層は、発光素子と直接接して設けてもよく、あるい
は、透光性の別部材を介して間接的に覆ってもよい。
　蛍光体層は、任意の厚みで形成することができ、その上面が平坦状、凸状、凹状等とす
ることができる。特に、上面が平坦状な蛍光体層とするのが好ましく、さらに、略均一な
厚みの蛍光体層とするのが好ましい。略均一な厚みの蛍光体層とする場合は、０．１μｍ
～１００μｍ程度の厚みとするのが好ましい。
【００２８】
　蛍光体は、当該分野で公知のものを使用することができる。例えば、セリウムで賦活さ
れたイットリウム・アルミニウム・ガーネット（ＹＡＧ）系蛍光体、セリウムで賦活され
たルテチウム・アルミニウム・ガーネット（ＬＡＧ）、ユウロピウム及び／又はクロムで
賦活された窒素含有アルミノ珪酸カルシウム（ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２）系蛍光体
、ユウロピウムで賦活されたシリケート（（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４）系蛍光体、βサイ
アロン蛍光体、ＣＡＳＮ系又はＳＣＡＳＮ系蛍光体等の窒化物系蛍光体、ＫＳＦ系蛍光体
（Ｋ２ＳｉＦ６：Ｍｎ）、硫化物系蛍光体などが挙げられる。これにより、可視波長の一
次光及び二次光の混色光（例えば、白色系）を出射する発光装置とすることができる。発
光装置が液晶ディスプレイのバックライト等に用いられる場合、青色光によって励起され
、赤色発光する蛍光体（例えば、ＫＳＦ系蛍光体）と、緑色発光する蛍光体（例えば、β
サイアロン蛍光体）を用いることが好ましい。これにより、発光装置を用いたディスプレ
イの色再現範囲を広げることができる。照明等に用いられる場合、青緑色に発光する素子
と赤色蛍光体とを組み合わせて用いることができる。
【００２９】
　蛍光体は、例えば、中心粒径が５０μｍ以下、３０μｍ以下、１０μｍ以下であるもの
が好ましい。中心粒径は、市販の粒子測定器又は粒度分布測定器等によって測定及び算出
することができる。なお、上記の粒径は、Ｆ．Ｓ．Ｓ．Ｓ．Ｎｏ（Ｆｉｓｈｅｒ Ｓｕｂ 
Ｓｉｅｖｅ Ｓｉｚｅｒ’ｓ Ｎｏ）における空気透過法で得られる粒径を指す。特に、蛍
光体としてＹＡＧ等を用いる場合には、これらの超微粒子を均一に分散して焼結されたバ
ルク体（例えば、板状体）であることが好ましい。このような形態によって、単結晶構造
及び／又は多結晶構造として、ボイド、不純物層を低減し、高い透明性を確保することが
できる。
【００３０】
　蛍光体は、例えば、いわゆるナノクリスタル、量子ドットと称される発光物質でもよい
。これらの材料としては、半導体材料、例えば、ＩＩ－ＶＩ族、ＩＩＩ－Ｖ族、ＩＶ－Ｖ
Ｉ族半導体、具体的には、ＣｄＳｅ、コアシェル型のＣｄＳｘＳｅ１－ｘ／ＺｎＳ、Ｇａ
Ｐ等のナノサイズの高分散粒子が挙げられる。このような蛍光体は、例えば、粒径１ｎｍ
～２０ｎｍ程度（原子１０個～５０個）程度が挙げられる。このような蛍光体を用いるこ
とにより、内部散乱を抑制することができ、光の透過率をより一層向上させることができ
る。内部散乱を抑制することにより、上面に対して垂直な方向への光の配光成分を増加さ
せることができ、同時に、発光装置の側面又は下面に向かう光を抑制することができ、よ
って、光取り出し効率をより向上させることができる。例えば、バックライトに適用する
場合に、バックライトへの入光効率をさらに増加させることができる。
　量子ドット蛍光体は、不安定であるため、ＰＭＭＡ（ポリメタクリル酸メチル）などの
樹脂で表面修飾又は安定化してもよい。これらは透明樹脂（例えば、エポキシ樹脂、シリ
コーン樹脂等）に混合されて成形されたバルク体（例えば、板状体）であってもよいし、
ガラス板の間に透明樹脂とともに封止された板状体であってもよい。
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【００３１】
　（反射部材）
　反射部材は、蛍光体層の上に、蛍光体層の一部が露出するように設けられ、主として発
光素子からの光を蛍光体層内に向けて反射させるものである。この反射された光（戻り光
）を、蛍光体の励起光として用いることができる。そのため、蛍光体層に近い位置に設け
るのが好ましく、特に、蛍光体層上に接して設けるのが好ましい。これにより、蛍光体層
からの光を効率よく蛍光体層内に向けて反射する（戻す）ことができ、蛍光体層中で拡散
させて蛍光体の励起光として利用し、光の取り出し効率を上げることが出来る。尚、蛍光
体層の上に、電着法で反射部材を含む層を形成する場合は、蛍光体層と反射部材とを接着
させる被覆層（蛍光体層を電着で形成させる場合に用いられる層）を介することもできる
。このように、反射部材の固定に必要な接着部材を介する場合も、蛍光体層と反射部材と
が接しているものとする。
【００３２】
　反射部材の面積は、蛍光体層の面積の１％～９０％が好ましい。特に好ましくは、２０
％～５０％である。
【００３３】
　反射部材は、発光素子の上面に加え、側面（周り）に配置されていてもよい。この場合
、発光素子の側面に蛍光体層が設けられている場合は、その表面に設けるのが好ましい。
また、発光素子の側面に蛍光体層が設けられていない場合であっても、反射部材を設ける
ことで、発光素子からの光を、発光素子の内部に向けて反射して戻すことができる。なお
、このように発光素子の側面に蛍光体層を有しない場合は、発光素子の側面の全面を覆う
ように反射部材を設けることが好ましい
【００３４】
　反射部材は、発光素子から出射された光、または蛍光体層で波長変換された光を効率よ
く反射させることができる材料が好ましく、９０％以上反射させることができる材料がよ
り好ましい。また、発光素子から出射された光、または蛍光体層で波長変換された光が透
過、吸収しにくい材料が好ましい。
【００３５】
　反射材料としては、屈折率が１．６以上の高い材料、例えば、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、Ｂ
ａＳＯ4、ＭｇＯ等の粉末を用いることで、効率よく光を反射させることができる。加え
てＳｉＯ２、ＺｎＯも可能である。これらの材料は単独で又は２種以上を組み合わせて用
いてもよい。特に、屈折率が高い反射部材１７とすることで発光素子からの光（例えば青
色光）をより効率よく拡散させることができ、取り出し効率を向上させることができる。
【００３６】
　このように、反射部材１７を設けることにより、発光素子からの光が蛍光体層内に戻っ
てくるため、その戻ってきた光によって励起された蛍光体からの光が外部に多く出ること
が可能になり、取り出し効率を向上させることができる。
【００３７】
　（その他の部材）
　上記の発光装置は、更に、別部材を有していてもよい。例えば、発光素子と、その上面
を覆う蛍光体層と、その上に設けられる反射部材と、を覆う封止部材を有していてもよい
。例えば、図７、図８に示すように、封止部材２０は、基板の上面の一部を覆うとともに
、上記の部材を覆うことで、これらを保護することができる。
【００３８】
　封止部材は、反射部材やフィラーなどを、実質的に含まないものが好ましく、つまり、
透明のものが好ましく、また、耐光性及び絶縁性を有するものが好ましい。封止部材の好
ましい材料としては、シリコーン樹脂組成物、変性シリコーン樹脂組成物、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、シリコーン樹脂、エポキシ樹
脂、ユリア樹脂、フッ素樹脂及びこれらの樹脂を少なくとも１種以上含むハイブリッド樹
脂等の樹脂によって形成することができる。



(7) JP 6349973 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

【００３９】
　また、封止部材の大きさは、特に限定されず、発光装置の輝度、指向性等を考慮して適
宜調整することができる。また、封止部材の上面は、凸状、凸レンズ状、凹状、凹レンズ
状、平面状等の形状とすることができる。
【００４０】
　また、発光素子を、フリップチップ実装する場合は、発光素子と基板との間に、樹脂（
アンダーフィル）を介在させることができる。さらに、この樹脂は、発光素子の側面を覆
うように設けられてもよい。
【００４１】
　（発光装置の変形例）
　図３は、本発明の実施形態に係る発光装置の変形例を示す概略断面図である。
　この変形例の発光装置では、蛍光体層１６が、発光素子の側面に設けられていることを
除いては図２に示す実施形態と同じである。この変形例においても、光取り出し効率を向
上させることができる。このように、発光素子の側面にも蛍光体層を設ける場合、発光素
子の上面に設ける蛍光体と、同じ組成又は異なる組成のものを用いることができる。また
、上面と側面とに、同時に形成してもよく、あるいは別工程で設けてもよい。さらに、形
成方法についても、同じ又は異なる方法で設けることができる。
【００４２】
　図４は、本発明の実施形態に係る発光装置の変形例を示す概略断面図である。
　この変形例の発光装置では、反射部材１７が、発光素子の側面に設けられた蛍光体層の
表面にもあることを除いては図２に示す実施形態と同じである。この変形例においても、
光取り出し効率を向上させることができる。このように、発光素子の側面にも反射部材を
設ける場合、発光素子の上面に設ける反射部材と、同じ部材又は異なる部材を用いること
ができる。また、上面と側面とに、同時に形成してもよく、あるいは別工程で設けてもよ
い。さらに、形成方法についても、同じ又は異なる方法で設けることができる。
【００４３】
　図５は、本発明の実施形態に係る発光装置の変形例を示す概略断面図である。
　この変形例の発光装置では、発光素子の半導体層側を上側にして実装（フェイスアップ
実装）しており、発光素子の電極面が上側となり、ワイヤ１９を用いてで基板の導電部と
導通をとっている。このような場合も、発光素子の上に設けられた蛍光体層が、一部露出
するように反射部材を設けることで、光の取り出し効率を向上させることができる。
【００４４】
　図７～図１２は、上記の実施形態に係る発光装置の変形例に、更に封止部材を設けた例
を示す概略断面図である。
　この変形例の発光装置では、蛍光体層１６と、その上に設けられる反射部材１７を封止
部材２０が覆ったものである。この変形例においても、光取り出し効率を向上させること
ができる。
　封止部材は、図７に示すように、発光素子の上面のみを覆うように設けてもよく、ある
いは、図８～図１０に示すように、発光素子の側面も覆うように設けてもよい。また、封
止部材は、図７～図１１に示すように上面が平坦な面としてもよく、あるいは図１２に示
すように凸状にしてもよい。また、封止部材は、基板にまで達するように設けることもで
きる。
【００４５】
　（発光装置の製造方法）
　次に、本実施形態に係る発光装置の製造方法について説明する。
【００４６】
　図６ａ～図６ｃは、本実施形態に係る発光装置の製造工程の一例について説明する概略
断面図である。ここでは、発光素子をフリップチップ実装する場合について説明する。
【００４７】
　まず、導電部１２を有する基体１１を準備し、導電部１２の上に、接合部材１３を介し
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て発光素子１４の電極１４ｃを接続する。図６ａに示すように、発光素子１４は、導電部
１２に接合部材１３を介して発光素子１４の電極１４ｃが対向するように接続される。基
体１１の導電部１２と発光素子１４とを接続する工法は、接合部材１３に応じて適宜選択
することができるが、例えば、超音波、熱、荷重、光、フラックス等を用いて接続するこ
とができる。接合部材１３としてハンダ材料を用いる場合、発光素子１４の周囲に露出す
る導電部１２は、余分なハンダ材料を逃がす効果がある。つまり、適量のハンダで接合す
ることができるとともに、ハンダ量の過多から生じる不良を低減させ、安定した接合状態
となる。
【００４８】
　次に、図６ｂに示すように、基体１１の上に、発光素子１４を覆うように蛍光体層１６
を形成する。蛍光体層１６を形成する方法としては１）スパッタリング法、２）蒸着法、
３）沈降法、４）ポッティング法、５）印刷法、６）電着法、７）静電塗装法、８）スプ
レー法等を用いることができる。さらに、９）蛍光体板や蛍光体シートなど、予め成形さ
れた別部材を貼り付けるなどの方法を用いてもよい。このような場合、反射部材が設けら
れたものでもよく、あるいは発光素子を覆うように設けたあとに反射部材を設けてもよい
。これらの方法を用いることにより、それぞれの部位に略均一な厚みで蛍光体層を形成す
ることができる。１）２）３）の場合、発光素子１４及び基体１１全体に蛍光体層をバイ
ンダーレスで付着させることができる。４）５）の場合、透光性部材中に分散させた蛍光
体を用いることで、選択的に蛍光体を付着させることが可能である。６）７）の場合、蛍
光体を付着させたい部位に導電性を持った素材を使用することで、選択的に蛍光体を付着
させることができる。８）の場合、透光性部材と溶剤中に分散させた蛍光体を用いること
で、選択的に蛍光体を付着させることが可能である。９）の場合、蛍光体を付着させたい
部位に選択的に蛍光体を付着させることができる。
【００４９】
　上述の６）電着法を用いて蛍光体層を形成する工程について、図６ａ～図６ｃを用いて
詳説する。蛍光体層１６は、例えば、蛍光体を含む溶液（電着用の浴液）中に、発光素子
１４を載置した基体１１を配置させ、溶液中における電気泳動により、蛍光体粒子を基体
１１の導電部１２及び発光素子１４の表面に堆積させることで形成される。
【００５０】
　発光素子の表面が導電性の材料とされている場合は、発光素子自体に電圧を印加するこ
とにより、帯電された蛍光体粒子を電気泳動させて発光素子上に堆積させることができる
。また、サファイアなどの絶縁性基板に半導体を積層させてなる発光素子のように、発光
素子の表面が非導電性の部位を有する場合は、図６ｂのように発光素子１４の非導電性の
部位に導電性を有する被覆層１５（例えばアルミニウム、亜鉛、ＩＴＯ等）を設けた後、
その被覆層１５に電圧を印加することにより、帯電された蛍光体粒子を電気泳動させて被
覆層１５を介して絶縁性基板１４ａ上に堆積させることができる。なお、蛍光体層１６の
厚みは、蛍光体粒子の堆積条件や時間により適宜調整することができる。
【００５１】
　また、このような被覆層が、上述のアルミニウムや亜鉛のように、光を透過させない部
材からなる場合、透明化処理を施すことが必要である。具体的には、アルミニウムの場合
は、酸化さえて酸化アルミニウムとすることで、透光性の被覆層とすることができ、これ
により、発光素子からの光を外部に放出させることができる。このような透明化処理は、
電着工程後に、水蒸気処理することで、容易に行うことができる。
【００５２】
　反射部材１７は、蛍光体層１６を覆うように形成する。反射部材の形成方法は、上述の
蛍光体層と同様の方法を用いることができる。例えば、電着法を用いて反射部材を形成す
る場合、反射部材１７を構成する反射材料を含む溶液中に、蛍光体層を形成した状態の発
光装置（製造途中品）を配置させ、溶液中で帯電された反射材料を電気泳動させることで
、蛍光体層１６の上面に反射部材１７を形成することができる。このように、電着により
反射部材を形成する場合、予め、溶液中の反射材料の濃度と、電流や時間を調整して、対
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象物への電着量（付着速度）を調べておくことで、反射部材の付着量を制御することがで
きる。これにより、蛍光体層の全面を覆うのではなく、部分的に覆うことを、容易に実施
することができる。
【００５３】
　反射部材の厚みについても、堆積条件や時間により適宜調整することができる。
【００５４】
　他にも反射部材１７を形成する方法としては、１）スパッタリング法、２）蒸着法、３
）沈降法、４）ポッティング法、５）印刷法、７）静電塗装法、８）スプレー法等を用い
ることができ、蛍光体層１６の表面に対して選択的に、反射部材１７を形成することがで
きる。尚、反射部材の形成方法によっては、マスクを用いてもよい。また、反射部材を蛍
光体層に接着するための接着剤とともに用いるのが好ましい。結着剤としては、樹脂やガ
ラスなどを用いることができる。
【実施例】
【００５５】
　以下、本発明に係る実施例について詳述する。
【００５６】
　図２は、本実施例に係る発光装置を示す概略断面図である。この発光装置は、導電部１
２を有する基体１１、接合部材１３、発光素子１４、被覆層１５、蛍光体層１６、反射部
材１７を備えている。
【００５７】
　基体１１の母材としては、アルミナセラミックスを用い、導電部１２としては、Ａｕを
用いている。基体１１には導電部１２の一部が埋められており、Ａｕよりも高融点の金属
であるＷ（タングステン）が用いられている。導電部１２は基体１１の裏面にも露出して
いる。これにより、発光素子１４と外部電源とを電気的に接続する端子として機能する。
【００５８】
　発光素子１４は、接合部材１３としてＡｕバンプを用いて導電部１２に接続されている
。発光素子１４としては、絶縁性のサファイアからなる基板１４ａの上に半導体層１４ｂ
を形成したものを用いる。導電性を有する被覆層１５はＺｎ（亜鉛）を用い、発光素子１
４の基板１４ａを覆うように形成する。蛍光体層１６は、例えばＹＡＧ系の蛍光体粒子（
粒径は５μｍ）を用い、被覆層１５の表面、発光素子１４の半導体層１４ｂの表面、及び
発光素子１４の周囲の導電部１２上に付着させる。
　蛍光体粒子は電着法により形成するため、被覆層１５上及び発光素子１４の半導体層１
４ｂ上に略均一な厚みで付着させることができる。
【００５９】
　反射部材１７は、ＴｉＯ２の粒子平均粒径は０．２６μｍを電着法により蛍光体層１６
上のみに付着させて形成する。
【００６０】
　これにより、取り出し効率が向上する。
【００６１】
　上記電着法に限らず、上述した方法によって蛍光体層１６や反射部材１７を形成しても
よい。
【００６２】
　本実施例は比較例に比べ発光ムラが少なく、光の取り出し効率が良好な発光装置を得る
ことができる。また、光の取り出し量が増加するため、蛍光体量を減少することが可能で
あり、少量の蛍光体で色が狙えることが可能である。また拡散部材の量を変更することに
より、色調を変えることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明の発光装置は、光吸収を低減し、高出力化が可能な発光装置とすることができ、
各種表示装置、照明器具、ディスプレイ、液晶ディスプレイのバックライト光源、さらに
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は、ファクシミリ、コピー機、スキャナ等における画像読取装置、プロジェクタ装置など
、広範囲の用途に利用することができる。
【符号の説明】
【００６４】
１０　発光装置
１１　基体
１２　導電部
１３　接合部材
１４　発光素子
１４ａ　基板
１４ｂ　半導体層
１４ｃ　電極
１５　被覆層
１６　蛍光体層
１７　反射部材
１８　保護素子
１９　ワイヤ
２０　封止部材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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              特開２００５－１９１５１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１２／０３０５９７０（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１２－２５６８４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１１７９７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２１６９０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２８３８８７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　３３／００－３３／６４
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