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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板に搭載された半導体発光素子と、前記半導体発光素子の、前記基板に
固定された面を除く面を覆う波長変換層と、前記波長変換層の上に設けられ、前記半導体
発光素子および前記波長変換層から出射された光に対し透過性を持つ材料からなる板状の
透明部材と、前記波長変換層および前記透明部材の側面を覆う反射樹脂層とを備え、
　前記波長変換層は、前記半導体発光素子の上面と前記透明部材の底面の間に位置する非
フィレット部と、前記半導体発光素子の側面を覆い、前記半導体発光素子側面から出射さ
れる光を光取り出し側に反射させる角度に傾斜した側面を持つフィレット部とを備え、前
記フィレット部の側面は、前記半導体発光素子側面から前記透明部材の底面に至るメニス
カスによる曲面であり、
　前記透明部材は、前記光取り出し側となる上面と、前記波長変換層と接する底面と、前
記反射樹脂層で覆われた側面とを備え、前記透明部材の底面の面積は、前記波長変換層の
上面の面積とほぼ同じであり、前記透明部材の上面の面積は、前記透明部材の底面の面積
より小さいものとされ、
　前記透明部材の側面の少なくとも一部が、前記底面側から上面に向かって、内側に傾斜
する傾斜面を有し、前記フィレット部から光取出し側に向かう光を前記傾斜面と前記反射
樹脂層との界面で反射する構造を有することを特徴とする半導体発光装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体発光装置であって、前記フィレット部の前記傾斜した側面は、



(2) JP 6097084 B2 2017.3.15

10

20

30

40

50

垂直方向に対して３０度～８０度の範囲の傾斜角度であり、
　前記透明部材の前記傾斜面は、垂直方向に対して５度～６０度の範囲の傾斜角度である
ことを特徴とする半導体発光装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の半導体発光装置であって、前記透明部材の前記傾斜面は、前記
波長変換層との接触面から上面まで連続していることを特徴とする半導体発光装置。
【請求項４】
　請求項１から３の何れかに記載の半導体発光装置であって、前記フィレット部の上面の
幅は、前記半導体発光素子の厚みの４倍以下であることを特徴とする半導体発光装置。
【請求項５】
　請求項１から４の何れかに記載の半導体発光装置であって、前記半導体発光素子を複数
有し、前記透明部材は、前記半導体発光素子の配列方向に平行な側面及び／又は直交する
側面が、前記波長変換層との接触面側から上面に向かって、内側に傾斜していることを特
徴とする半導体発光装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体発光装置であって、前記透明部材の側面の傾斜は、前記透明部
材の上面の面積が、前記複数の半導体発光素子の配置面積よりも小さくならない角度であ
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、半導体発光素子と、蛍光体等の波長変換材料とを組み合わせた発光装置に係
り、特に上面を発光面とする半導体発光素子の側面に、蛍光体含有樹脂層のフィレット構
造を持つ半導体発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体発光素子（以下、ＬＥＤ素子ともいう）と蛍光体とを組み合わせた半導体発光装
置は、自動車用灯具などに広く実用化されており、光の取り出し効率を高めることが一つ
の課題になっている。特許文献１には、ＬＥＤ素子の側面を、上面に向かって厚みを増す
蛍光体含有樹脂のフィレット構造を形成し、ＬＥＤ素子上面から出射される光のみならず
側面から出射された光もフィレット構造の蛍光体含有樹脂層に導入し、その傾斜面で反射
させることにより、発光装置の上面から取り出し、光の取り出し効率を向上する技術が開
示されている。
【０００３】
　しかし、この技術では発光装置の上面から見た場合、ＬＥＤ素子直上とその周囲とでは
色が異なり、周囲では波長変換材料による変換光成分が多い色となる。発光装置の光をレ
ンズで拡大して取り出す自動車用灯具では、このような色の違いは色むらとして目立ち好
ましくない。また自動車用灯具の光源に用いた場合には、カットオフを明瞭にするために
発光面積は発光素子の発光面積から広がらないことが望まれるが、そのためにはフィレッ
ト構造を小さくしなければならず、フィレット構造による光の取り出し効率の向上を図る
ことができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１７２２７４号公報
【特許文献２】特開２０１０－２７２８４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載された技術は、上述したように、ＬＥＤ素子上面と周囲とで光の色度
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が異なる問題、光源として用いた場合に発光装置の面積が大きくなるという問題がある。
【０００６】
　一方、特許文献２には、ＬＥＤ素子の光出射面（上面）に蛍光体プレートを配置し周囲
を反射樹脂層で囲んだ構造を発光装置が記載され、反射樹脂層から蛍光体プレート（透光
性部材）が剥がれ落ちるのを防止するために、ＬＥＤ素子側の蛍光体プレートの大きさを
ＬＥＤ素子上面よりも大きくするとともに、蛍光体プレートの上面に向かって側面を傾斜
させた構造が提案されている。
【０００７】
　この特許文献２に記載された技術では、結果的に蛍光体プレート上面の面積が小さくな
っているため、発光装置の面積が大きくなるのを防止することができるが、ＬＥＤ素子上
面から側方にはみ出した蛍光体プレートの下面は、反射性樹脂で覆われているため、フリ
ップチップなどの、側面からも光が出射する発光素子の場合には側面からの光を利用でき
ないという問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記従来技術の問題を解決するものであり、フィレット構造による光の取り
出し効率の向上効果を維持しながら、発光素子周囲に生じる色むらを改善するとともに発
光装置の大きさを適切な大きさに制限することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため本発明の発光装置は、以下の構成を備える。
　基板と、前記基板に搭載された半導体発光素子と、前記半導体発光素子の、前記基板に
固定された面を除く面を覆う波長変換層と、前記波長変換層の上に設けられ、前記半導体
発光素子および前記波長変換層から出射された光に対し透過性を持つ材料からなる透明部
材と、前記波長変換層および前記透明部材の側面を覆う反射樹脂層とを備え、前記透明部
材は、光取り出し側となる上面の面積が、前記波長変換層と接する面の面積より小さい。
【００１０】
　或いは、基板と、前記基板に搭載された半導体発光素子と、前記半導体発光素子の、前
記基板に固定された面を除く面を覆う波長変換層と、前記波長変換層の上面に設けられ、
前記半導体発光素子および前記波長変換層から出射された光に対し透過性を持つ材料から
なる透明部材と、前記波長変換層および前記透明部材の側面を覆う反射樹脂層とを備え、
前記透明部材は、側面の少なくとも一部が前記波長変換層との接触面から上面に向かって
、内側に傾斜している。
【００１１】
　なお本明細書において、各部材の面は、発光装置の光取り出し面側の面を上面とし、上
面と対向する面を下面或いは底面という。また上面と底面とをつなぐ面を側面という。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、上面側から見たとき、半導体発光素子の周囲を囲む波長変換層（フィ
レット構造）は、その少なくとも一部が、透明部材の側面を覆う反射樹脂層によって覆わ
れ、上面からは見えない。つまりフィレット構造によって広がった発光装置の大きさを制
限することができる。また、半導体発光素子側面からの光は波長変換層のフィレット構造
を経て透明部材に入り、透明部材の側面と反射樹脂層との界面で反射されて、半導体発光
素子直上に向かう光と混色された状態で透明部材から取り出される。その結果、色むらが
低減され、且つフィレット構造によって発光素子側面からの光も無駄なく利用することが
できるので、高い光の取り出し効率を維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の半導体発光装置の第一の実施形態を示す断面図
【図２】図１の半導体発光装置の上面図
【図３】図１の半導体発光装置の各要素のサイズを説明する図
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【図４】図１の半導体発光装置の変更例を示す図。
【図５】本発明の半導体発光装置の第二の実施形態を示す断面図
【図６】本発明の半導体発光装置の第三の実施形態を示す断面図
【図７】本発明の半導体発光装置の第四の実施形態を示す断面図
【図８】本発明の半導体発光装置の第五の実施形態を示す断面図
【図９】（ａ）本発明の半導体発光装置の第六の実施形態を示す上面図、（ｂ）及び（ｃ
）本発明の半導体発光装置の第七の実施形態を示す上面図
【図１０】第六及び第七の実施形態の発光装置の共通する断面図
【図１１】本発明の半導体発光装置の第八の実施形態を示す上面図
【図１２】図１１の半導体発光装置の異なる２つの断面を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の半導体発光装置の実施形態を、図面を参照して説明する。
【００１５】
＜第一実施形態＞
　図１は、本発明の半導体発光装置の第一実施形態の全体を示す側断面である。図２は、
同発光装置の上面図である。
【００１６】
　図１及び図２に示す半導体発光装置１００は、サブマウント基板(以下、基板と言う)１
０と、基板１０上に実装されたＬＥＤ素子２０と、ＬＥＤ素子２０を覆う波長変換層３０
と、波長変換層３０の上に設けられた透明部材４０と、基板１０の周囲に設けられた枠材
５０と、枠材５０の内側に充填された反射性樹脂の層（反射樹脂層）６０とを備えている
。
【００１７】
　基板１０は、ＡｌＮ等のセラミックからなり、Ａｕ等の導電性金属で配線パターンが形
成されている。枠材５０は、省略することも可能であるが、設けておくことにより反射性
樹脂を注入する際の注入枠として利用できる。枠材５０は、基板１０に接着剤等により固
定されるか、基板１０と一体焼成される。枠材５０の材料としては、セラミック等を用い
ることができる。
【００１８】
　ＬＥＤ素子２０は、上面から光を発する構造のものであれば種類は特に限定されないが
、２つの電極端子部が下面に形成され、側面からも光を出射するフリップリップ素子が好
適に用いられる。ＬＥＤ素子２０は、Ａｕバンプ等を用いて、素子電極部が基板１０の配
線パターンに電気的に接続されるとともに機械的に固定されている。
【００１９】
　波長変換層３０は、典型的には、ＹＡＧ系蛍光体、ＳｉＡｌＯＮ系蛍光体などの波長変
換材料をシリコーン樹脂、エポキシ樹脂、無機バインダーなどの透光性樹脂に分散させて
硬化させた層で、ＬＥＤ素子２０の基板１０との固定部以外の面（側面と上面と底面の一
部）を覆うように形成されている。波長変換層３０は、ＬＥＤ素子２０の上面における透
明部材４０の厚みを一定の厚みとするためのスペーサを含んでいてもよい。スペーサとし
ては、径が一定のガラス粒子や樹脂粒子が用いられる。
【００２０】
　波長変換層３０の、ＬＥＤ素子２０側面を覆う部分をフィレット部３１と呼ぶ。フィレ
ット部３１は、ＬＥＤ素子２０上面の面積と波長変換層３０の厚みとの積で決まる波長変
換層３０の体積よりも、余剰の量の波長変換層用材料をＬＥＤ素子２０に滴下し、上から
透明部材４０を載せることにより、ＬＥＤ素子２０直上の部分からはみ出した波長変換層
用材料が、ＬＥＤ素子２０側面を覆うことによって形成される。フィレット部３１の形状
を適切にする、すなわちＬＥＤ素子２０直上からはみ出す波長変換層用材料の量を適切に
することにより、ＬＥＤ素子２０側面から出射される光をフィレット部３１で波長変換す
るとともに、その傾斜面にて光取り出し面側に反射させることができる。フィレット部３
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１の傾斜角は、ＬＥＤ素子側面（垂直方向）に対する角度で、３０度～８０度が好ましく
、４５度±１５度程度がより好ましい。
【００２１】
　波長変換層３０に含まれる波長変換材料の含有量は、波長変換層３０の厚みや滴下の際
の粘度等、さらには適用するデバイスの種類等を考慮して適切に決められる。
【００２２】
　波長変換層３０の厚みは、ＬＥＤ素子２０の厚みや波長変換材料の含有量によっても異
なり、限定されるものではないが、通常２０μｍ～１００μｍの範囲である。一例として
厚み１００μｍのＬＥＤ素子２０の場合、４０μｍ±２０μｍ程度である。
【００２３】
　透明部材４０は、発光装置の光取り出し面を提供する板状の部材で、ＬＥＤ素子２０お
よび波長変換層３０からの光を透過する材料からなる。具体的には、ガラス、耐熱性樹脂
などが用いられる。波長変換層３０との界面における光の全反射を防止するため、屈折率
が波長変換層３０（屈折率：１．４～１．８程度）と同程度であることが好ましい。
【００２４】
　また透明部材４０は、１層の透明な板で形成してもよいが、２枚以上を積層した層でも
よい。２層以上で構成される場合、例えば、一つの層は波長変換材料や光拡散材などのフ
ィラーを含み、ＬＥＤ素子の発光波長や波長変換層３０の波長変換材料の発光波長に対し
半透明な層であってもよい。
【００２５】
　さらに透明部材は、上面及び下面の一方又は両方に光学的な形状や処理を施していても
よい。例えば上面を図１に示すような平面ではなく、レンズ形状としたり、凹凸などの光
散乱処理を施したり、光取り出し構造を作りこんだりすることができる。但し、以下の説
明において、上面及び下面の面積というときには、上面或いは下面の縁部に囲まれる平面
の面積を言うものとする。
【００２６】
　透明部材４０は、波長変換層３０と接する底面のサイズ（面積）に比べ、上面のサイズ
（面積）が小さく、側面が傾斜した形状をしている。図１に示す実施形態では、透明部材
４０は全体として四角錐台の形状を有している。
【００２７】
　透明部材４０のサイズについて、図３を参照して詳述する。
　透明部材４０の厚みｔ40は、特に限定されないが、ＬＥＤ素子２０の幅に対して０．０
５倍～１倍未満であり、上限は実用上１ｍｍ以下である。例えば、厚み１００μｍのＬＥ
Ｄ素子２０の場合、５０μｍ～３００μｍ程度である。
【００２８】
　透明部材４０の面積については、上述したように、波長変換層３０を構成する材料（硬
化前）の上に透明部材４０を載せて（押し当てて）フィレット部３１を作るという製造上
の理由から、透明部材４０の底面の面積は、波長変換層３０の上面の面積とほぼ同じであ
る。図３に示す断面で説明すると、フィレット部３１の上面の幅Ｄ31（ＬＥＤ素子２０の
直上の部分からはみ出した長さ）は、０＜Ｄ31を満たし、且つＬＥＤ素子２０の厚みｔ20
の４倍以下であることが好ましい。すなわち、透明部材４０の下面が、ＬＥＤ素子２０の
側端からはみ出す幅Ｄ40は、ＬＥＤ素子２０の厚みの０倍から４倍程度であることが好ま
しい。前掲の厚み１００μｍのＬＥＤ素子２０の場合、透明部材４０がＬＥＤ素子２０の
側端からはみ出す幅Ｄ40は、０～４００μｍとなる。
【００２９】
　仮にフィレット部３１の傾斜角θ31を４５度とすると、フィレット部３１（断面）を三
角形で近似した場合には、
Ｄ40＝［ＬＥＤ素子２０の厚みｔ20］+［ＬＥＤ素子２０直上部分の波長変換層３０の厚
みｔ30］
となる。実際にはフィレット部３１の側面はメニスカスによって曲面になっているので、
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Ｄ40＞ｔ20＋ｔ30
である。
【００３０】
　透明部材４０の上面の面積は、透明部材４０の厚みｔ40と側面４０Ａの傾斜角度によっ
て決まる。厚みｔ40については上述のとおりである。透明部材４０の側面４０Ａの傾斜角
度（垂直面に対する角度）［９０°－θ40］は、０°より大きく、好ましくは５°～６０
°である。５°以上とすることにより、フィレット部３１から透明部材４０に入る光を、
ある程度透明部材４０と反射樹脂層６０との界面で反射させて、ＬＥＤ素子２０上面から
出た光やその光によって波長変換層３１が発する光と混合することができる。また発光装
置の光取り出し面から外側に広がる光を減らし、発光装置の実質的な面積を小さくできる
。傾斜角度［９０°－θ40］は、理論上は６０°より大きくすることも可能であるが、角
度が大きくなると、透明部材４０の底面と側面とのなす角度θ40が小さくなり、透明部材
４０の端部が割れやすくなる。従って製造上及び取扱上の観点から６０°以下であること
が好ましい。
【００３１】
　透明部材４０の側面４０Ａの傾斜角度を上述した範囲とすることにより、波長変換層３
０から透明部材４０に出射した光のうち、周辺の光すなわちフィレット部３１から出射し
た色度の異なる光を傾斜面（側面）４０Ａと反射樹脂層６０との界面で反射し、半導体発
光装置の中央側に向けることができる。半導体発光装置の中央側に向けられた光は一部、
透明部材４０と波長変換層３０との界面で反射されて、他の一部は波長変換層３０の内部
や波長変換層３０とＬＥＤ素子２０との界面で反射されて、波長変換層３０から出射され
る光と混じって透明部材４０から外に取り出される。これにより透明部材４０から出射す
る光は、ＬＥＤ素子側面からの光も効率よく取り出されて出力の高い光となる。
【００３２】
　反射樹脂層６０は、酸化チタン、酸化亜鉛、アルミナなどの白色フィラーなどの、光を
反射する材料（光反射材料）の粉末を含む樹脂からなる。樹脂としては、シリコーン樹脂
、エポキシ樹脂などの硬化型樹脂が用いられる。光反射材料の含有量は、硬化前の粘度が
注入のしやすく且つ硬化後に適切な反射性、散乱性が得られるように調整されている。通
常、樹脂に対し２０重量％～９０重量％である。
【００３３】
　本実施形態の発光装置は、用いる透明部材４０が異なる以外は、同タイプの発光装置と
同様の製造方法で作製することができる。簡単に説明すると、基板１０上にＬＥＤ素子２
０をＡｕバンプ等により機械的且つ電気的に接続した後、ＬＥＤ素子２０の上面に、適切
な粘度に調整された波長変換層形成材料（波長変換材料と必要に応じてスペーサ、その他
フィラー等を硬化前の樹脂に分散させた樹脂ペースト）を適量塗布し、その上に、側面を
傾斜面に加工した透明部材４０を載せる。
【００３４】
　透明部材４０の側面を傾斜面に加工する方法としては、透明部材４０をダイシングして
所望の大きさに切りだす際に、所定の角度を持つＶ字ブレードを用いる方法やダイシング
角度を変化させる方法などを採用することができる。このように加工した透明部材４０を
樹脂ペースト上に載せることにより、樹脂ペーストがスペーサを含む場合には、ＬＥＤ素
子２０上面にスペーサの粒子径で決まる厚みの波長変換層が形成され、余剰の樹脂ペース
トはＬＥＤ素子２０の側面を覆うフィレット部３１となる。次いで樹脂の硬化条件（所定
時間の加熱や電離放射線照射など）で樹脂を硬化させる。その後、基板１０自体に枠材５
０が固定されている場合には、その内側に、枠材５０が固定されていない場合には、基板
１０の周囲に枠材５０を配置した後、その内側に反射性樹脂を注入し、反射性樹脂を硬化
させて、反射樹脂層６０を形成する。
【００３５】
　なお基板１０上面から透明部材４０上面までの高さが、図４に示すように、枠材５０の
高さより高い場合にも、反射性樹脂の表面張力を利用して、透明部材４０の側面４０Ａを
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覆うように反射樹脂層６０を設けることが可能である。
【００３６】
　本実施形態の発光装置によれば、ＬＥＤ素子２０の周囲にフィレット部３１を持つ波長
変換層３０の上に、内側に傾斜した側面４０Ａを持つ透明部材４０を配置し、フィレット
部３１及び透明部材４０の側面を反射樹脂層６０で覆ったことにより、フィレット部３１
によりＬＥＤ素子２０側面から出る光も利用して光取り出し効率の向上を図りながら、フ
ィレット部３１の直上で色むらが発生する問題や、光取り出し面が実際のＬＥＤ素子２０
の光取り出し面より大きくなる問題を解決し、発光強度が高くカットオフが明瞭な発光装
置を得ることができる。
【００３７】
＜第二～第五の実施形態＞
　第二～第五の実施形態でも、発光装置を構成する要素とその基本的な構造は、図１に示
す第一の実施形態と同様である。ただし、これら実施形態では、透明部材４０の側面の形
状が異なる。図５～図８に、各実施形態の断面図を示す。図１と同じ要素は説明を省略す
る。
【００３８】
　第二の実施形態の半導体発光装置２００は、図５に示すように、透明部材２４０の側面
の一部に傾斜面が形成されている。すなわち、透明部材２４０の側面は、底面から垂直に
立ちあがる垂直面２４１Ｂとこの垂直面２４１Ｂに対し、所定の角度で内側に傾斜する傾
斜面２４１Ａとから成る。垂直面２４１Ｂと傾斜面２４１Ａの割合は、特に限定されるも
のではないが、例えば垂直方向の比率として、１：４～４：１程度である。傾斜面２４１
Ａの垂直面に対する角度は、０°より大きく、且つ透明部材２４０上面の縁部がＬＥＤ素
子２０の上面の対応する縁部と垂直方向に重なる位置か、それより若干外側となるような
角度とする。このような傾斜角度の上限は、フィレット部３１のはみ出し幅Ｄ31（図３）
によっても異なるが、本実施形態の透明部材２４０は、フィレット部３１から垂直に立ち
あがった部分を有しているので、傾斜角度を大きくすることによって透明部材４０の端部
が壊れやすくなるという第一の実施形態の側面のような製造上、取扱上の制限がないので
、６０°より大きくてもよい。
【００３９】
　第三の実施形態の半導体発光装置３００は、透明部材３４０の側面全体が内側に傾斜し
ていることは第一実施形態と同様であるが、図６に示すように、第一実施形態では側面が
平面状であったのに対し、本実施形態では内側に凹んだ形状を有している。また、第四の
実施形態の半導体発光装置４００は、図７に示すように、透明部材４４０の側面が外側に
凸状である。
【００４０】
　第五の実施形態の半導体発光装置５００は、図８に示すように、透明部材５４０の側面
が、フィレット部３１に接する傾斜面５４１Ａと垂直面５４１Ｂとから成る。傾斜面５４
１Ａと垂直面５４１Ｂの割合は、第二の実施形態と同様に、垂直方向の比率として１：４
～４：１程度が好ましい。また傾斜面５４１Ａの傾斜角度は第一の実施形態と同様に、０
～６０°が実用的である。
【００４１】
　これら第二から第五の実施形態は、いずれも、第一の実施形態と同様に、透明部材３４
０の底面の面積よりも上面の面積が小さく、側面でフィレット部３１からの光を半導体発
光装置の内側に向ける構造になっている。これにより、第一の実施形態と同様の効果、す
なわち、フィレット部からの光に起因する色むらを解消し且つ小さい発光面積を維持する
ことができる。
【００４２】
　第二から第五の実施形態の透明部材についても、側面の形状は透明部材をダイシングす
る際のブレードの形状や角度を異ならせることにより、任意の角度、丸みを持つ側面を形
成することができる。また第二や第五の実施形態については、ダイシングを二段階に分け
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て行うことにより、傾斜面と垂直面からなる側面を持つ透明部材を作製することができる
。また側面の形状が異なる複数枚の透明部材を積層して１枚の透明部材としてもよい。
【００４３】
＜第六、第七の実施形態＞
　以上、ＬＥＤ素子数が１個のシングルチップ発光装置に適用した場合を例に、第一から
第五の実施形態の発光装置を説明したが、ＬＥＤ素子の数が複数のマルチチップ型発光装
置であってもよい。図９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、それぞれ、マルチチップ型発光装置
を示す上面図である。図９（ａ）は、一列（一次元方向）にＬＥＤ素子を複数配置した発
光装置（第六の実施形態）６００、（ｂ）及び（ｃ）は、二次元方向にＬＥＤ素子を複数
配置した発光装置（第七の実施形態）７００、７１０を示している。図９（ｂ）は正方マ
トリクス状の二次元配置であり、（ｃ）は列毎にＬＥＤ素子を互い違いに配置したもので
ある。図１０は、マルチチップ型の断面図であり、この断面において素子数が２個の場合
を示している。
【００４４】
　第六及び第七の実施形態でも、発光装置を構成する要素とその基本的な構造は、図１に
示す第一の実施形態と同様であり、図１と同じ要素は同じ符号で示し、異なる点を中心に
説明する。
【００４５】
　このようなマルチチップ型の発光装置では、複数のＬＥＤ素子２０を１枚の透明部材６
４０、７４０で覆っている。つまり透明部材６４０、７４０は、ＬＥＤ素子２０の配列全
体を覆う面積を有し、その側面が下面から上面にかけて内側に傾斜している。側面の形状
は、第一～第五の実施形態の各透明部材の側面形状のいずれも採用できる。傾斜の角度は
、透明部材６４０の上面の面積が、ＬＥＤ素子２０の配置面積よりも小さくならない程度
とする。
【００４６】
　ＬＥＤ素子の間隔は、ＬＥＤ素子のサイズによっても異なり、特に限定されるものでは
ないが、通常５０μｍから４００μｍである。このように配列した各ＬＥＤ素子２０上に
適量の波長変換層用材料（樹脂ペースト）をポッティングして、その上に透明部材６４０
を載せると、図１０に示すように、樹脂ペーストは配列の外側に位置するＬＥＤ素子２０
の外側の側面２０Ａではフィレット部３１が形成され、ＬＥＤ素子２０とＬＥＤ素子２０
の間では両側の樹脂ペーストがつながり、素子間側の側面２０Ｂを覆う波長変換層３２が
形成される。透明部材６４０は、ＬＥＤ素子直上の波長変換層３０、フィレット部３１及
びＬＥＤ素子間の波長変換層３２の全体を覆って配置される。これによりフィレット部３
１から出た光は透明部材６４０の傾斜する側面で反射されて、ＬＥＤ素子直上の波長変換
層３０から出た光や素子間の波長変換層３２から出た光と混じり、光出射面から取り出さ
れる。
【００４７】
　なお、このようなマルチチップ型の発光装置では、ＬＥＤ素子間の波長変換層３２とＬ
ＥＤ素子直上の波長変換層３０とでは厚みが異なるため、光の輝度や色度が異なり、輝度
むらや色むらの原因となる。これを解消するために、本実施形態の透明部材６４０は、少
なくとも素子間の波長変換層３２に対向する面に微細な凹凸などを形成したり、素子間の
波長変換層３２から出る光を素子直上側に向かせる制御用凸部などを形成しておくことが
好ましい。
【００４８】
＜第八の実施形態＞
　以上説明した各実施形態では、透明部材のすべての側面に傾斜を設けた場合を説明した
が、側面の傾斜は全側面ではなく一部の側面に設けてもよい。本実施形態は、一部の側面
を傾斜面とする実施形態である。図１１に、本実施形態を適用した半導体発光装置の上面
図を示す。ここでも第一実施形態と同じ要素は、同一の符号で示し、説明を省略する。ま
た図１２に図１１の半導体発光装置の２つの異なる断面（中心から半分のみ）を示す。図
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している。
【００４９】
　図１１に示す発光装置は、複数のＬＥＤ素子を一列に配列したマルチチップ型発光装置
であり、第六の実施形態（図９（ａ））と同様に、複数のＬＥＤ素子全体を覆って、波長
変換層３０（フィレット部３１及び素子間波長変換層３２を含む）と透明部材８４０が配
置されている。従って、透明部材８４０は、ＬＥＤ素子２０のその配列方向に沿って細長
い板材であり、配列方向と平行な一対の側面８４１Ａと、それに直交する一対の側面８４
１Ｂを有している。この透明部材８４０の配列方向と平行な側面８４１Ａは、図１０に示
す断面図と同様に、波長変換層３０と接する底面から上面に向かって内側に傾斜している
。つまり図１２の右側に示すように、底面の幅に対し上面の幅が小さくなっている。側面
の形状は、直線状でもよいし、図５～図８に示したように、垂直面と傾斜面との組み合わ
せや凸状或いは凹状でもよい。一方、配列方向と直交する側面８４１Ｂは垂直面であり、
これら側面８４１Ｂに直交する断面（図１２の左側）における透明部材８４０の幅は底面
から上面まで変化しない。
【００５０】
　自動車などの灯具では、複数のＬＥＤ素子をライン状に配列したマルチチップ型発光装
置を光源として多用されており、この場合、カットオフが明瞭であることはその配列方向
と直交する方向にのみ求められる。本実施形態は、このような用途に適している。
【００５１】
　なお、ライン状のマルチチップ型発光装置を例に本実施形態を説明したが、本実施形態
はシングルチップ型発光装置や二次元配置のマルチチップ型発光装置にも適用でき、その
用途に応じて、透明部材の、傾斜面とする側面を選択することができる。すなわち、透明
部材の４つの側面のうち、任意の１乃至３の側面のみを傾斜面とすることも可能である。
【００５２】
　以上、本発明の半導体発光装置の各実施形態を説明したが、上記説明で挙げた数値や形
状は例示であり、本発明はこれら数値や形状に限定されることなく、特許請求の範囲に記
載される範囲で変更することができる。また各実施形態は、技術的に矛盾しない限り、適
宜組み合わせることも可能であり、そのような組み合わせも本発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明によれば、発光面の拡大を伴うことなく、発光効率が高く且つ色むらのない発光
装置が提供される。本発明の発光装置は、自動車用灯具など特に明瞭な光のカットオフが
要求される照明の光源として好適である。
【符号の説明】
【００５４】
１０・・・基板、２０・・・ＬＥＤ素子、３０・・・波長変換層、３１・・・フィレット
部、４０、２４０、３４０、４４０、５４０、６４０、７４０、８４０・・・透明部材、
４０Ａ、２４１Ａ、５４１Ａ・・・傾斜面（透明部材の側面）、５０・・・枠材、６０・
・・反射樹脂層、１００、２００、３００、４００、５００、６００、７００、８００・
・・半導体発光装置。
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