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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）放射プロファイルでＬＥＤ光を放射する少なくとも１つのＬ
ＥＤと、
　第１ターゲット波長を散乱する第１の複数の散乱粒子と、
　前記第１ターゲット波長とは異なる第２ターゲット波長を散乱する第２の複数の散乱粒
子とを備え、
　前記ＬＥＤ放射プロファイルの均一性を改善するように、前記ＬＥＤ光を散乱させるべ
く、前記第１の複数の散乱粒子及び前記第２の複数の散乱粒子が前記ＬＥＤの周りに配置
され、
　前記第１の複数の散乱粒子及び前記第２の複数の散乱粒子が、放射角度に基づいて前記
ＬＥＤの周りの領域に、少なくとも２つの領域を有するように配置され、前記少なくとも
２つの領域は、それぞれの領域が放射角度の範囲の１つに対応し、少なくとも１つの領域
には、前記第１の複数の散乱粒子が配置され、少なくとも１つの他領域には、前記第２の
複数の散乱粒子が配置される、ＬＥＤパッケージ。
【請求項２】
　前記ＬＥＤパッケージは、パッケージ放射プロファイルで放射し、
　前記ＬＥＤ放射プロファイルと比較して、前記パッケージ放射プロファイルが、様々な
観察角度において改善された放射均一性を有するように、前記第１の複数の散乱粒子及び
前記第２の複数の散乱粒子が前記ＬＥＤ光を散乱する請求項１に記載のＬＥＤパッケージ
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【請求項３】
　前記第１の複数の散乱粒子及び前記第２の複数の散乱粒子はそれぞれ、第１散乱粒子領
域及び第２散乱粒子領域に配置される請求項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項４】
　前記第１散乱粒子領域は、放射角度０°をカバーする請求項３に記載のＬＥＤパッケー
ジ。
【請求項５】
　前記第１散乱粒子領域は、放射角度０°から４５°のうちの少なくとも一部をカバーす
る請求項３に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項６】
　前記第２散乱粒子領域は、放射角度９０°をカバーする請求項３に記載のＬＥＤパッケ
ージ。
【請求項７】
　前記第２散乱粒子領域は、放射角度７５°をカバーする請求項３に記載のＬＥＤパッケ
ージ。
【請求項８】
　前記第２散乱粒子領域は、放射角度４５°から９０°のうちの少なくとも一部をカバー
する請求項３に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項９】
　前記第１の複数の散乱粒子は、青色の波長の光を散乱し、前記第２の複数の散乱粒子は
、黄色の波長の光を散乱する請求項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子（ＬＥＤ）パッケージに関し、より詳細には、散乱粒子を有する白
色ＬＥＤ及びマルチＬＥＤパッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）は、電気エネルギーを光に変換する半導体素子であり、通常
、反対の型でそれぞれドープされた層の間に挟まれた半導体材料の１以上の活性層を有す
る。典型的には、ワイヤボンドを使用してドープ層にバイアスを印加することにより、正
孔（ホール）及び電子を活性層に注入し、正孔及び電子が再結合して光が生成される。光
は、活性層及びＬＥＤの全面から放射される。典型的な高効率ＬＥＤは、ＬＥＤパッケー
ジに搭載され透明な媒体によって封止されたＬＥＤチップを備える。ＬＥＤから効率的に
光を取り出すことが、高効率ＬＥＤの製造の主要な課題である。
【０００３】
　ＬＥＤは、様々な色で発光するように製造することができる。しかしながら、通常のＬ
ＥＤは、活性層から白色光を生成することができない。青色発光ＬＥＤを、黄色蛍光物質
、ポリマー又は染料で囲むことにより、青色発光ＬＥＤからの光を白色に変換している。
典型的な蛍光物質として、セリウムでドープされたイットリウムアルミニウムガーネット
（Ｃｅ：ＹＡＧ）が挙げられる。（日亜化学工業の型番ＮＳＰＷ３００ＢＳ、ＮＳＰＷ３
１２ＢＳ等を参照、米国特許第５９５９３１６号公報、発明者Lowrey、"Multiple Encaps
ulation of Phosphor-LED Devices（蛍光ＬＥＤデバイスの複数封止）"も参照のこと。）
青色ＬＥＤを囲む蛍光物質は、ＬＥＤの青色の光の一部のエネルギーを低い周波数に変換
（ダウンコンバート）して、光の波長を高くし、光の色を黄色へと変化させる。青色光の
一部は変化せずに蛍光物質を通過し、青色光の別の一部は、黄色へと変換される。したが
って、ＬＥＤは、青色と黄色の両方を放射して、これらが組み合わさって白色光が提供さ
れる。別の方法では、紫色又は紫外線を発光するＬＥＤを、複数色の蛍光物質又は染料で
囲むことによって、白色光へと変換される。
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【０００４】
　ＬＥＤの上に蛍光物質が使用されたＬＥＤパッケージの一般的な種類として、"カップ
の中の１滴（glob-in-a-cup）"方法が知られている。ＬＥＤチップが、カップ状のくぼみ
の底に配置されて、蛍光物質を含む材料(例えば、シリコーン又はエポキシ樹脂のような
封止材料中に分散された蛍光物質粒子）がくぼみに注入されて、くぼみを満たし、ＬＥＤ
を取り囲むように封止する。そして、封止材料の硬化が行われて、ＬＥＤの周囲で固まる
。しかしながら、このパッケージ方法で形成されたＬＥＤパッケージでは、パッケージに
対して様々な観察角度で放射される光の色温度が大幅に変動する。この色変動は、光が変
換材料を通過する時に光路長が異なることをはじめ、多くの要因で引き起こされる。この
問題は、基材（マトリックス）を含む蛍光物質が、ＬＥＤが配置されるくぼみの周縁上に
まで伸びるようなパッケージで最も顕著となり、ＬＥＤの横方向から高い観察角度の方向
(例えば、光軸から測って９０度)に出射する変換光が支配的になる。その結果、ＬＥＤパ
ッケージから放射される白色光は不均一となり、様々に異なる色又は強度を持つ光の帯又
は斑点を持つようになる。
【０００５】
　ＬＥＤをパッケージ化又はコーティングする別の方法として、共形コーティングとも称
される、ＬＥＤ表面に蛍光物質の粒子を直接結合させる方法が存在する。共形コーティン
グを行うのに、電気泳動堆積、スクリーン印刷、スピンコーティングを使用することがで
きる。これらの方法により、観察角の関数としての色の均一性が改善されるが、その理由
の１つは、変換される光と変換されない光のソースが、空間における同一点に対してより
近接するようになるためである。例えば、黄色の変換材料によって変換される青色発光Ｌ
ＥＤの場合、空間における同一点に対して変換材料とＬＥＤとを近くに配置することがで
きるため、実質的に均一な白色光を提供することができる。しかしながら、依然として、
色の均一性は、光路長における蛍光物質の濃度の又は蛍光物質の厚みの変動及び違いの影
響を受ける。
【０００６】
　ＬＥＤからの放射角度も、放射プロファイルにおける不均一性の原因となる。図１には
、周知の発光デバイス又はパッケージの断面が示されている。ＬＥＤ１０２のような光源
が、基板／サブマウント１０４に配置されて、ダウンコンバート材料１０６の層がＬＥＤ
１０２を覆う。リフレクタ１０８を、基板１０４上のＬＥＤ１０２の周りに配置して、リ
フレクタ１０８及び基板１０４によって画定されるくぼみ内にＬＥＤ１０２が位置するよ
うにして、半球状の封止材又はレンズ１１０が、光源１０２上に設けられる。封止材１１
０は、例えば、エポキシ接着剤を使用して光源１０２の上に搭載されてもよいし、その他
の搭載方法を使用してもよい。封止材１１０全体にわたって、光散乱粒子１１２が配置さ
れる。
【０００７】
　本願明細書全体において、観察角及び放射角という言葉が使用されるが、観察角とは、
ＬＥＤ又はＬＥＤパッケージを見る角度であり、図１では例として、θｖとして表されて
いる。観察角は、本例では、半球状の封止材１１０の中心から発光体１０２とは垂直に伸
びる光軸から測定される。観察角が０度（０°）であるということは、発光体１０２の真
向いの封止材の外側の点から、すなわち、光軸上で、封止材からの出射光を観察する（測
定する）ということを意味する。デバイスが観察者に対して傾けられると、観察角は増加
する。観察角９０度（９０°）とは、出射される光が光軸に対して垂直な角度で測定され
ることを意味し、封止材１１０の平坦な縁部分、すなわち、側面の真上から測定されるこ
とになる。
【０００８】
　放射角は、ＬＥＤ又はＬＥＤパッケージから光が放射される角度であって、図１ではθ

ｅで表されている。放射角と観察角とは同じ光軸を有し、放射角は、ＬＥＤから出射した
後、最初に封止材１１０内を伝播する光線の光軸からの角度である。光源１０２からの光
線は最初に光軸（例えば、光線Ｒ１）に沿って伝播して、放射角０°を有する。図に示す
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光線のθｅは、約４０度（４０°）である。放射角は、最初の伝播方向が光軸から離れる
にしたがって、増加する。この２つの角度の重要な違いは、所与の観察角における出射プ
ロファイルは、封止材１１０内部の散乱現象による影響を受けるのに対し、放射角は、封
止材内の材料と反応する前の、光源又はＬＥＤから初期状態で出射した場合の光の方向が
保存されているということである。
【０００９】
　図１に示す光線Ｒ１－Ｒ４は、ＬＥＤ１０２から放射される光子の経路の例をモデル化
したものである。図に示すように、Ｒ１は出射された後、光子が波長変換を経験する可能
性のあるダウンコンバート材１０６の長さ（ｌ１）を通過する。光子がダウンコンバート
される（すなわち、吸収及び再放射される）確率は、光子がダウンコンバート材１０６を
通過する距離と共に増加する。したがって、ダウンコンバート材１０６中を長い距離（ｌ

２）で通過する光線Ｒ２は、ダウンコンバートされる確率がより高くなる。ダウンコンバ
ート層の形状に応じて、光がダウンコンバート層１０６を通過する時にダウンコンバート
を経験する割合は、光源１０２からの放射角度の関数となる。
【００１０】
　光散乱粒子が存在しない場合には、放射スペクトルは、不均一な放射パターンとなり、
多くの場合、人間の目が認識可能な程度の色温度及び明度のばらつきを有する放射が生成
される。このような不均一さにより、特定のアプリケーションに対しては、望ましくない
発光デバイスとなる可能性がある。ダウンコンバート材１０６を通過した後、光は、封止
材１１０に入射する。光散乱粒子１１２は、封止材１１０中に分布し、光が放射される前
に個々の光子の方向を変更するように設計されており、光子が封止材１１０から出射する
位置がランダムに分散するようにしている。これは、空間的色温度の均一性を改善する効
果を有する。例えば、Ｒ１が、光散乱粒子と衝突すると方向が変化して、図に示すように
放射される。このように、散乱粒子が存在しなかった場合とは異なる位置で、Ｒ１は封止
材１１０を出る。Ｒ３は、複数の散乱現象を経験する。Ｒ２及びＲ４は、妨げられること
なく、封止材を通過する。このように、光散乱粒子は、光子をその内部放射角との関係を
断つことにより、光子が封止材１１０を出る位置を（ある程度）ランダム化する。
【００１１】
　ＬＥＤパッケージはまた、複数のＬＥＤを備え、同じパッケージ内の複数のＬＥＤは、
多くの場合、異なる色を放射してもよい。例えば、赤、緑及び青色発光ＬＥＤを組み合わ
せて使用して、白色光パッケージ（半導体（solid state）ＲＧＢ）を形成することがで
きる。ユニット毎に１つの赤色チップ、１つの青色チップ及び２つの緑色チップを含む半
導体ＲＧＧＢといったその他のマルチチップ組み合わせも知られている。蛍光物質による
変換層を、このマルチチップデバイスと組み合わせて使用してもよく、例えば、蛍光物質
変換ＲＧＢは、演色評価数（Color Rendering Index）が高い用途に対して使用されてい
る。蛍光物質の変換による白色ＬＥＤ及び半導体赤色チップからなるデバイスも知られて
いる。マルチチップＬＥＤパッケージでは、蛍光変換色チップと半導体チップのその他の
組み合わせも知られている。マルチチップＬＥＤパッケージでも、光の異なる色を混色す
るのを助けるべく、散乱粒子が使用されている。
【００１２】
　しかしながら、光散乱粒子は、ＬＥＤパッケージの放射効率を下げてしまう。典型的に
は、様々な波長の光が散乱されるように、様々なサイズの散乱粒子がレンズ内に拡散され
るが、波長の一部は散乱の必要がない場合もある。このことは、散乱される必要のない光
の不必要な後方散乱、及び、散乱される必要がある光の吸収につながり、放射効率に許容
されないロスが生じてしまう。
【発明の概要】
【００１３】
　本発明は、発光体の放射プロファイルに基づき、発光体からの光の波長域又は目的の波
長を散乱させるように設計された散乱粒子を有する発光素子パッケージを提供することを
目的とする。散乱粒子は、発光体からの光を混合するように配置されて、発光体パッケー
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ジが様々な観察角から観察された場合により均一な光を提供できるようにする。本発明は
また、ＬＥＤパッケージで使用することができ、ＬＥＤ周辺の様々な領域に異なる散乱粒
子を提供して、特定の放射角においてＬＥＤから放射される光の目的の波長が散乱される
ようにする。この配置はまた、散乱によって生じる放射効率損失を最小限に抑え、ＬＥＤ
の光を混合することを提供する。
【００１４】
　本発明に係るＬＥＤパッケージの一実施形態は、ＬＥＤ放射プロファイルでＬＥＤ光を
放射する少なくとも１つのＬＥＤを備える。ＬＥＤパッケージはまた、第１ターゲット波
長を散乱する第１の複数の散乱粒子、及び、第１ターゲット波長とは異なる第２ターゲッ
ト波長を散乱する第２の複数の散乱粒子を備える。光損失を最小限にすると同時に、放射
プロファイルの均一性を改善するように、ＬＥＤ光を散乱させるべく、第１の複数の散乱
粒子及び第２の複数の散乱粒子がＬＥＤの周りに配置される。
【００１５】
　本発明に係る発光体パッケージの別の実施形態では、発光体放射プロファイルで光を放
射する少なくとも１つの発光体を備える。また、第１散乱粒子の第１領域及び第２散乱粒
子の第２領域を備える。第１領域及び第２領域は、少なくとも１つの発光体の周りに配置
されて、発光体の放射プロファイルと比較して、発光体パッケージの放射均一性を改善す
る。
【００１６】
　本発明に係るＬＥＤパッケージの別の実施形態は、ＬＥＤ放射プロファイルで光を放射
する少なくとも１つのＬＥＤを備える。また、第１ターゲット波長域を散乱する第１粒径
分布（粒度分布）を有する第１の複数の散乱粒子、及び、第２ターゲット波長域を散乱す
る第２粒径分布（粒度分布）を有する第２の複数の散乱粒子を備える。第１の複数の散乱
粒子及び第２の複数の散乱粒子は、ＬＥＤの周りの対応する領域に配置される。
【００１７】
　本発明に係るＬＥＤパッケージの別の実施形態は、ＬＥＤ放射プロファイルで光を放射
する少なくとも１つのＬＥＤを備える。パッケージはまた、第１ターゲット波長の光を散
乱する第１散乱構造、及び、第２ターゲット波長の光を散乱する第２散乱構造を備える。
第１散乱構造及び第２散乱構造はそれぞれ、ＬＥＤの周りに配置されて、ＬＥＤパッケー
ジが、ＬＥＤ放射プロファイルと比較して均一性が改善されたパッケージ放射プロファイ
ルを放射するように、ＬＥＤ放射プロファイルに基づいてＬＥＤからの光を散乱させる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】従来技術における発光デバイスの断面図である。
【図２】本発明に係るＬＥＤパッケージの一実施形態の平面図である。
【図３】図２の線３－３に沿ったＬＥＤパッケージの断面図である。
【図４】散乱される光の波長に基づく、様々に異なるサイズの散乱粒子に対する散乱能を
示したグラフである。
【図５】本発明に係るＬＥＤパッケージの別の実施形態の断面図である。
【図６】本発明に係るＬＥＤパッケージの別の実施形態の断面図である。
【図７】本発明に係るＬＥＤパッケージの別の実施形態の平面図である。
【図８】図７における線７－７に沿ったＬＥＤパッケージの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、色放射の均一性、及び、１つの発光体のパッケージ及び複数の発光体のパッ
ケージの両方における空間色混合性が改善された発光体パッケージを提供する。実施形態
は特に、発光体として発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用するパッケージに好適であり、白
色発光ダイオード（ＬＥＤ）又は白色光を発光するべく組み合わせられるマルチカラーＬ
ＥＤを使用した多くのパッケージに好適である。ＬＥＤパッケージが異なる観察角におい
て均一な光を提供するように、ＬＥＤの放射プロファイルに基づいて、目的の波長及び波
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長域（目的の波長）の光を散乱するべく、ＬＥＤの周りに様々な態様で配置された散乱粒
子を備える。
【００２０】
　以下に詳細に説明するように、黄色蛍光物質によって変換される青色ＬＥＤを備える白
色発光ＬＥＤを有するＬＥＤパッケージの場合、白色光の相関色温度（correlated color
 temperature：ＣＣＴ）は、典型的には、法線方向の放射角度（チップの中心に対して垂
直な線から０°に規定される）付近では高くなり、法線から９０°付近の角度では低くな
る。本発明のある実施形態は、目的の波長の光を散乱するべく、粒子のそれぞれの領域に
おいて異なる散乱粒子を提供する。本発明に係る白色光を発光するＬＥＤを有するパッケ
ージの場合、主に青色の光子を散乱するように設計された散乱粒子の領域が、ＬＥＤの放
射角の０°付近に配置される。ある実施形態では、この青色の散乱領域は、法線方向から
４５°以上の放射角度の範囲をカバーする。９０°近い放射角の場合、散乱粒子は、主に
黄色の光子を散乱するように設計されてもよい。黄色の光を散乱する粒子は、４５－９０
°又はそれ以上の範囲といった、９０°に近い放射角の範囲をカバーしてもよい。
【００２１】
　目的の波長における光の光子を主に散乱させるように設計された散乱粒子の領域を有す
ることにより、異なる観察角におけるパッケージの相関色温度（ＣＣＴ）をより均一にす
ることができ、散乱粒子がＬＥＤの周りに均一に分布した従来のパッケージと比較して、
パッケージの放射効率を向上させることができる。特定の放射角度に、特定の目的の波長
の光を主に散乱させる（例えば、法線方向付近及び小さな放射角度では青色の光、そして
、大きな放射角度では黄色の光）ように、異なる散乱粒子領域を配置する。散乱粒子は、
特定の目的の波長を散乱し、その他の波長は、望ましくは、通過する又は散乱が最小にな
るように設計されている。従来のＬＥＤパッケージでは、目的の波長及び目的でない波長
を含む光の様々な波長が、散乱粒子の影響を受ける。目的でない光子を、大きく散乱させ
ることなく通過させることを可能とすることにより、本発明に係るＬＥＤパッケージの放
射効率は、従来のＬＥＤパッケージの放射効率よりも高くなる。
【００２２】
　目的の光子又は目的の波長の光を散乱させるために、複数の散乱粒子領域の各々は、異
なるサイズ又は種類の散乱粒子を有してもよい。一実施形態では、このような領域は、同
じ材料で形成されているが、領域の目的の波長に応じた異なるサイズを有する散乱粒子を
含むことができる。更に以下で説明するように、粒子が目的の波長を主に散乱させるのを
可能とするべく、複数の異なる領域が、相対的に狭い粒径分布を有する。
【００２３】
　所与の波長又は所与の波長域における光と粒子との相互作用の態様は、粒子のサイズ及
び材料の屈折性（屈折率で表される）の積で表される。光源から初期状態で放射される経
路から、光の経路をそらすことによって、放射光をランダム化する散乱機能は、視野角の
全範囲にわたる改善された色温度均一性及び色混合性を提供する。同様に、特定用途の場
合、意図的に不均一な色温度プロファイルを形成するべく、散乱粒子を配置することもで
きる。本発明においては、散乱粒子が光を散乱させる３つの方法が存在し、それぞれ、反
射、屈折及び回折である。
【００２４】
　反射とは、異なる屈折率を有する媒体間の界面における光の方向の変化であり、光は、
入射してきた媒体に戻る。媒体を伝播してきた光が、異なる屈折率を有する別の材料との
界面に到達すると、光は、屈折又は反射されて、元の媒体に再び入射する。散乱粒子の場
合、光は、形状に応じて、元の方向に屈折される、又は、所定の角度に屈折される。散乱
された光が最終的には出射するように構成する目的から、前方散乱又は僅かに側方散乱す
るのが望ましく、これにより、吸収体に向かって後方に反射される（後方散乱）光の量が
低減される。
【００２５】
　光はまた、屈折によっても散乱される。屈折とは、位相速度（すなわち、媒体中を伝播
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する波の速度）の変化に起因する光の方向の変化である。この意味では、光がある媒体か
ら、異なる屈折率を有する別の媒体へと進む場合に、屈折が生じる。一実施形態では、光
は封止媒体へと入射して、媒体全体に分布する光散乱粒子と相互作用する。光散乱粒子に
光が入射すると、速度が変化し、その結果、方向が変化して、散乱が生じる。
【００２６】
　光はまた、回折によっても散乱される。回折とは、光の波のような特性によって、物体
又は開口の周辺で光が曲がることを指す。例えば、光散乱粒子のような物体の付近を光が
通過すると、物体周辺で光が曲がり、物体に接近してきた元の経路から逸れる。大きな物
体では、この曲がる効果は、ほとんど認識できない。しかしながら、物体のサイズが入射
光の波長のサイズに近づくと、現象が明確になる。この意味で、光散乱粒子のサイズが、
入射光の波長の半分に近づくと、光は、物体に実際に衝突する光の約５倍の光が曲げられ
る。このように、散乱粒子を好適なサイズにすることにより、粒子周辺の回折面積を、粒
子直径の約５倍まで大きくすることができる。回折断面積を大きくできる利点を考慮して
、特定の波長域及びサブレンジを有する光に対して、散乱粒子のサイズを慎重に選択する
。
【００２７】
　層、領域又は基板のような要素が、別の要素の"上（ｏｎ）"にあるという場合、直接別
の要素上に存在する場合又は間にその他の要素が介在している場合を含む。また、"内側
（ｉｎｎｅｒ）"、"外側（ｏｕｔｅｒ）"、"上側（ｕｐｐｅｒ）"、"上方（ａｂｏｖｅ）
"、"下側（ｌｏｗｅｒ）"、"真下（ｂｅｎｅａｔｈ）"及び"下方（ｂｅｌｏｗ）"という
相対的な言葉は、一の層又は別の領域の関係を表現するのに使用されている場合がある。
これらの言葉は、デバイスの様々な方向、及び、図面に示される方向を包含することを意
図している。
【００２８】
　本明細書に記載されるデバイスの多くは、可視光のスペクトル域で放射するように設計
されているが、一部のデバイスは、赤外域、紫外域又はその他の帯域で放射してもよい。
簡便のために"光"という言葉が使用されているが、そうではないと明記されていない限り
、"光"という言葉は、可視光スペクトルの外側の帯域又はサブレンジを除外していると解
釈されるべきではない。
【００２９】
　また、様々な要素、構成要素、領域、層及び／又は部分を示すために第１（ｆｉｒｓｔ
）、第２（ｓｅｃｏｎｄ）等の言葉が使用されているが、これらの要素、構成要素、領域
、層及び／又は部分は、第１、第２等の言葉によって限定されない。第１、第２等の言葉
は、１つの要素、構成要素、領域、層、部分又は特性を、別のこれららと区別するためだ
けに使用されている。したがって、以下に記載される第１要素、構成要素、領域、層、部
分又は特性は、第２要素、構成要素、領域、層、部分又は特性と記載することができ、本
発明の教示する範囲内である。
【００３０】
　本願明細書全体において、"１層"及び"複数の層"という言葉は、交換可能に使用されて
いる。当業者であれば、ある材料の１つの"層"が、実際には、その材料からなる別個の層
が複数含まれる場合もあることは理解できる。同様に、ある材料の複数の"層"は、機能的
に１つの層と見なされてもよい。すなわち、"層"という言葉は、材料の同質の１層を意味
するのに限られない。１つの"層"は、複数のサブレイヤに局所化される様々な散乱材料濃
度及び組成を含んでもよい。複数のサブレイヤは、１つの形成段階で形成されてもよいし
、複数の形成段階を経て形成されてもよい。特にそうでないと記載されない限り、要素が
ある材料の"１層"又は"複数の層"を含むとの記載によって、特許請求の範囲に記載される
本発明の範囲が限定されることを意図しない。
【００３１】
　本発明の理想的な実施形態を概略的に描いた断面図を参照して、本発明の実施形態が以
下に記載される。例えば、製造技術及び許容誤差の結果、図示した形状からのずれが生じ
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ることが予期される。本発明の実施形態は、図に示される領域又は粒子の特定の形状に限
定されると解釈されるべきではなく、例えば、製造の結果生じる形状のずれも包含すると
解釈されるべきである。例えば、矩形に描かれた又は説明された領域は、通常の製造許容
誤差のために、典型的には、丸みを帯びた又は曲線状の形状を有する。このように、図に
示される領域は、本質的に概略を示すものであり、領域又は粒子の正確な形状を示すこと
を意図しておらず、本発明の範囲を限定することを意図していない。更に、特定の構造の
サイズは、実寸ではない場合がある。例えば、図における散乱粒子のサイズは、実寸では
なく、図示の目的から及び理解を容易にするために、他の要素とは異なる縮尺で示されて
いる場合がある。
【００３２】
　図２及び図３には、本発明に係る発光体パッケージ２００の一実施形態が示されている
。発光体２０２は、サブマウント、基板又はプリント回路基板（サブマウント）を含む面
２０４上に配置される。図示の実施形態では、発光体２０２は、ＬＥＤであるが、垂直共
振器面発光レーザ（ＶＣＳＥＬ）又は別の種類の発光デバイスのようなその他の発光体も
使用することができることは明らかである。
【００３３】
　ＬＥＤの動作は一般的に知られており、ＬＥＤ製造の様々な方法が知られているが、本
明細書ではそれらを簡単に説明する。ＬＥＤを構成する複数の層は、有機金属気相成長法
（ＭＯＣＶＤ）を使用した製造のような好適なプロセスを含む周知のプロセスによって製
造することができる。ＬＥＤを構成する複数の層には、互いに反対の型でドープされた第
１エピタキャシル層及び第２エピタキャシル層との間に挟まれた活性層／領域を含んでも
よく、これらの層は全て、基板上に成長により連続的に形成される。複数のＬＥＤが、１
つのウェハ上に形成されるが、パッケージに搭載するために、１つ１つのＬＥＤにダイシ
ングする。成長された基板は、ダイシングされた最終製品のＬＥＤの一部として残っても
よいし、成長基板を完全に又は部分的に取り除くこともできる。
【００３４】
　更なる層及び要素をＬＥＤに含めることもでき、これに限定するわけではないが、例え
ば、バッファ、核生成、コンタクト及び電流拡散層、並びに、光抽出層及び要素を含める
ことができる。活性領域は、単一量子井戸（ＳＱＷ）、多重量子井戸（ＭＱＷ）、ダブル
へテロ構造又は超格子構造を含むことができる。活性領域及びドープ層は、異なる材料系
から形成されてもよく、望ましい材料系としては、第ＩＩＩ族窒化物系の材料が挙げられ
る。第ＩＩＩ族窒化物とは、窒素と、多くの場合はアルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇ
ａ）及びインジウム（Ｉｎ）である周期表における第ＩＩＩ族の元素との間の半導体化合
物を指す。また、第ＩＩＩ族窒化物とは、アルミニウムガリウム窒化物（ＡｌＧａＮ）及
びアルミニウム・インジウム・ガリウム窒化物（ＡｌＩｎＧａＮ）のような三元化合物及
び四元化合物を指す。好ましい実施形態では、ドープ層は、窒化ガリウム（ＧａＮ）であ
り、活性領域は、ＩｎＧａＮである。別の実施形態では、ドープ層は、ＡｌＧａＮ、アル
ミニウムガリウム砒素（ＡｌＧａＡｓ）、又は、アルミニウム・ガリウム・インジウム・
砒素リン（ＡｌＧａＩｎＡｓＰ）であってもよい。
【００３５】
　成長基板は、例えば、サファイア、炭化ケイ素、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）及び窒化
ガリウム（ＧａＮ）といった数多くの材料によって形成されていてもよく、好適な基板と
しては、４Ｈのポリタイプの炭化ケイ素が挙げられ、使用可能なその他の炭化ケイ素ポリ
タイプには、３Ｃ、６Ｈ及び１５Ｒのポリタイプがある。炭化ケイ素は、サファイアより
も第ＩＩＩ族窒化物と近い結晶格子整合となるという利点を有し、その結果、高品質の第
ＩＩＩ族窒化物膜となる。炭化ケイ素は、非常に高い熱伝導率を有するので、炭化ケイ素
上の第ＩＩＩ族窒化物デバイスの全出力は、（サファイア基板上に形成されたデバイスの
場合と異なり）基板の放熱による制限を受けない。ＳｉＣ基板は、米国、ノースカロライ
ナ州、ダラムのＣｒｅｅ Ｒｅｓｅａｒｃｈ， Ｉｎｃ．社から入手可能であり、ＳｉＣ基
板の製造方法については、科学論文及び米国特許第３４，８６１号、４，９４６，５４７
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号、及び５，２００，０２２号公報に記載されている。
【００３６】
　ＬＥＤはまた、導電性材料によって形成され、周知の方法で堆積される導電電流拡散構
造及びワイヤボンドパッドを最上面に備えてもよい。これらの要素を形成するのに使用で
きる材料には、Ａｕ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｉｎ、Ａｌ、Ａｇ及びこれらの組み合わせ、又は、導
電酸化物及び透明導電酸化物が含まれる。電流拡散構造は、複数のＬＥＤの上にグリッド
状に導電フィンガーを含み、パッドからＬＥＤの最上面への電流の拡散を向上させるべく
、導電フィンガー同士は、間隔を空けて設けられている。動作時には、以下に記載するよ
うに、ワイヤボンドを介して電気信号がパッドに印加されて、電気信号が、電流拡散構造
の導電フィンガーを介してＬＥＤの最上面へと広がる。電流拡散構造は多くの場合、最上
面がＰ型のＬＥＤで使用されているが、Ｎ型のＬＥＤにも使用可能である。
【００３７】
　ＬＥＤ光の少なくとも一部を吸収し、ＬＥＤが発光するのとは異なる波長の光を放射す
る１以上の蛍光物質で、ＬＥＤを覆ってもよく、この場合、ＬＥＤは、ＬＥＤからの光と
蛍光物質からの光との組み合わせを放射する。本発明に係る一実施形態では、白色発光Ｌ
ＥＤは、青色波長スペクトルで光を放射するＬＥＤを有し、蛍光物質が青色の光の一部を
吸収して、黄色の光を再放射する。ＬＥＤは、青色と黄色の光の組み合わせで、白色光を
放射する。一実施形態において、蛍光物質は、市販のＹＡＧ：Ｃｅを含み、Ｙ３Ａｌ５Ｏ

１２：Ｃｅ（ＹＡＧ）のような（Ｇｄ，Ｙ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅ系をベース
とする蛍光物質によって形成されている変換粒子を使用して、黄色スペクトル全範囲の放
射が可能である。白色光ＬＥＤチップに使用可能なその他の黄色蛍光物質には、Ｔｂ３－

ｘＲＥｘＯ１２：Ｃｅ（ＴＡＧ）、ＲＥ＝Ｙ，Ｇｄ，Ｌａ，Ｌｕ、又は、Ｓｒ２－ｘ－ｙ

ＢａｘＣａｙＳｉＯ４：Ｅｕが含まれる。
【００３８】
　ＬＥＤはまた、活性領域から直接異なる色の放射を可能とする複数の層及び材料を含む
ことができる。例えば、赤色発光ＬＥＤは、活性領域から直接、赤色光の放射を可能とす
るＬＥＤ構造及び材料によって構成することができる。これに替えて、赤色発光ＬＥＤは
、蛍光物質で覆われた青色の光又はＵＶ光を放射するＬＥＤによって構成することもでき
、蛍光物質は、ＬＥＤの光を吸収し赤色光を放射する。これらの構成に適切な蛍光物質の
例としては、Ｌｕ２Ｏ３：Ｅｕ３＋、（Ｓｒ２－ｘＬａｘ)（Ｃｅ１－ｘＥｕｘ)Ｏ４、Ｓ
ｒ２Ｃｅ１－ｘＥｕｘＯ４、Ｓｒ２－ｘＥｕｘＣｅＯ４、ＳｒＴｉＯ３：Ｐｒ３＋，Ｇａ
３＋、ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ２＋、Ｓｒ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ２＋が挙げられる。
【００３９】
　様々な方法を使用して、ＬＥＤを蛍光物質で覆うことができ、好適な方法の１つが、米
国特許出願第１１／６５６，７５９号及び 第１１／８９９，７９０号明細書、"Wafer Le
vel Phosphor Coating Method and Devices Fabricated Utilizing Method（ウェハレベ
ル蛍光物質コーティング方法及びデバイス製造利用方法"に記載されており、これら明細
書の内容は、参照により本明細書に組み込まれる。また、電気泳動堆積（ＥＰＤ）のよう
なその他の方法を使用して、ＬＥＤを被覆することができ、好適なＥＰＤ方法は、米国特
許出願第１１／４７３，０８９号明細書、"Close Loop Electrophoretic Deposition of 
Semiconductor Devices（半導体デバイスの閉ループ電気泳動堆積）"に記載されており、
その内容は、参照により本明細書に組み込まれる。本発明に係るＬＥＤパッケージは、異
なる色の複数のＬＥＤを含み、そのうちの１以上が白色光を放射してもよい。
【００４０】
　サブマウント２０４は、様々な種類の材料によって形成することができ、誘電体のよう
な電気的に絶縁性を有する材料が望ましく、サブマウントは、ＬＥＤアレイと裏面の構成
要素との間に配置される。サブマウント２０４は、アルミナ、窒化アルミニウム、炭化ケ
イ素等のセラミック、又は、ポリイミド及びポリエステル等のポリマー材料によって構成
されてもよい。好ましい実施形態では、誘電体材料は、窒化アルミニウム及び炭化ケイ素
のように、高い熱伝導率を持つ。別の実施形態では、サブマウント２０４は、反射セラミ
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ック又は銀のような金属層のような高反射材料を有し、構成要素からの光の抽出を向上さ
せてもよい。別の実施形態では、サブマウント２０４は、プリント回路基板（ＰＣＢ）、
アルミナ、サファイア又はシリコン、又は、米国、ミネソタ州、チャンハッセン（Chanha
ssen）のＴｈｅ Ｂｅｒｇｑｕｉｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ社から入手可能なT－Ｃｌａｄ熱的
クラッド絶縁基板材料等のその他の好適な材料によって構成することができる。ＰＣＢの
実施形態の場合、標準的なＦＲ－４　ＰＣＢ、金属コアＰＣＢ、又は、その他の種類の印
刷回路基板のように、様々な種類のＰＣＢを使用することができる。
【００４１】
　ワイヤボンド（図示せず）を、サブマウント２０４上の導電線と、ＬＥＤ２０２との間
に設けて、電気信号をＬＥＤ２０２に印加することができる。また、ダイアタッチ・パッ
ドを介して、ＬＥＤの各々に電気信号を印加することができる。その他の実施形態におい
て、ＬＥＤは、ＬＥＤの一方の面（底面）に、複数のコプラナー（同一平面）電気コンタ
クトを有してもよく、光出射面の大部分は、電気コンタクトに対向するＬＥＤ面（上面）
に位置している。ダイパッド状の１つの電極（陽極又は陰極）に対応する複数のコンタク
トを設けることにより、このようなフリップチップＬＥＤをサブマウント２０４に実装す
ることができる。その他のＬＥＤ電極（陰極又は陽極）のコンタクトを、電気線に設ける
こともできる。光学的反射体（図示せず）を、ＬＥＤ周辺のサブマウントに設けてもよい
。別の実施形態では、反射体は、異なる位置に配置されてもよく、異なる形状であっても
よい。ＬＥＤパッケージ２００は、反射体なしで構成されている。
【００４２】
　封止材、又は、レンズのような光学素子２０６を、ＬＥＤ２０２の上に設けることがで
きる。レンズ２０６は、様々な方法で形成することができ、例えば、硬化性レンズ材料を
ＬＥＤ上に成形又は注入し、材料を硬化することによって形成することができる。レンズ
材料としては、透明なエポキシ、シリコーン、ガラス、プラスチック、又は、その他の透
明な媒質が含まれる。これに替えて、レンズ２０６を、設置場所に接着することが可能な
別個の部品として設けてもよい。レンズは、様々な異なる形状を有してもよく、また、光
抽出を強化する部品を含んでもよい。本発明のその他の実施形態は、レンズなしで構成す
ることができることは明らかである。レンズ２０６の好適な形状は、曲面及び平面を有す
る半球体である。しかしながら、平面形状や平凸状といったその他のレンズ形状を使用す
ることができる。
【００４３】
　本発明に係るＬＥＤパッケージの実施形態で使用可能なＬＥＤは、異なる放射角度にお
いて、光の複数の波長域のスペクトルを放射することができ、異なる観察角度では、ＬＥ
Ｄパッケージが異なる色の光を放射しているように見える。このような一実施形態では、
ＬＥＤ２０２は、変換材料２０８によって被覆されてもよい。ＬＥＤ２０２の活性領域か
ら光が全方向に放射され、放射される方向に応じて光は変換材料を異なる量（距離）通過
する。これによって、異なる観察角度では、異なる色に光が観察されるようにすることが
できる。光線Ｌ１－Ｌ３は、ＬＥＤ光の一部が、活性領域からどのように放射されるかの
モデルを示している。Ｌ１は、低放射角度におけるＬＥＤ活性領域から放射されるＬＥＤ
光線を表しており、Ｌ１は、ＬＥＤ２０２の上面に位置する変換コーティング２０８の層
を通過する。低放射角度において、活性領域から放射される同様な光線は、ＬＥＤ２０２
の上面における変換コーティング２０８の厚みで表される、同様な量の変換材料を通過す
る。これらの光線は、同様な色の光を放射し、典型的には、ＬＥＤ光と変換材料から再放
射された光との組み合わせである。
【００４４】
　ＬＥＤ活性領域から高放射角度で放射される光線Ｌ２は、変換コーティング２０８を通
過する時に、より多くの量の変換材料を通過する。その結果、Ｌ１に沿って放射する光と
比較して、Ｌ２に沿って放射するＬＥＤ光の方がより多く、変換材料によって変換される
。更に高い放射角度でＬＥＤ活性領域から放射される光線Ｌ３は、より多い量の変換材料
を通過する。したがって、Ｌ３に沿って放射する光が変換される可能性がより高くなる。
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【００４５】
　上記で列挙した材料のうちの１つのような黄色の変換材料を含む変換コーティングを備
えるＬＥＤの場合、大きな放射角度で放射される光線は、より多い量の変換材料を通過す
る。したがって、高放射角度でパッケージから放射される光は、低放射角で放射される光
（例えば、光線Ｌ１）と比較して、変換材料からの黄色の光成分をより多く含むと考えら
れる。この結果、ＬＥＤパッケージ２００からの光は、異なる観察角度で観察されると異
なる色を呈し、大きな観察角度では光が黄色に近くなり、小さな観察角度では光が青色に
近づく。
【００４６】
　この異なる観察角度による色の違いは、パッケージから放射される光を混合するべく、
散乱粒子を提供することによって補償することができる。上記のように、従来のＬＥＤパ
ッケージは、ＬＥＤの周りに、様々なサイズの散乱粒子を均一に分布させていた。この場
合、異なる角度では、異なる波長の光が散乱され、散乱しなくてもよい波長まで散乱され
る場合があり、ＬＥＤパッケージからの放射効率を下げてしまう。
【００４７】
　本発明に係るＬＥＤパッケージは、異なる放射角度において、ＬＥＤから放射される目
的の波長の光を散乱する散乱粒子を有する領域を有するように設けられる。ＬＥＤパッケ
ージ２００の場合、層散乱粒子２０９は、レンズ２０６に設けられ、ＬＥＤ２０２からの
低放射角度の範囲をカバーする第１散乱粒子領域２１０と、ＬＥＤ２０２からの高放射角
度の範囲をカバーする第２散乱粒子領域２１２とを含む。このような放射角度の範囲をカ
バーして、異なる散乱粒子領域を配置することにより、特定の放射角度範囲における光が
、所望の散乱粒子領域を通過するようにすることができる。例えば、特定の範囲の低放射
角度内で、ＬＥＤ２０２から放射された光は、第１散乱粒子領域２１０を通過する。特定
の範囲の高放射角度内で、ＬＥＤ２０２から放射された光は、第２散乱粒子領域２１２を
通過する。
【００４８】
　一実施形態において、第１散乱粒子領域は、第１領域２１０を０°から４５°の放射角
度で、第２領域２１２を４５°から９０°の角度で、放射光が通過するＬＥＤに配置する
ことができる。第１領域及び第２領域は、様々な態様で配置することができ、異なる放射
角度で放射される光が、所望の領域を通過するようにすることができる。
【００４９】
　散乱粒子層２０９は、周知の様々な方法を使用して堆積することができ、バインダ内に
散乱粒子を含む。散乱粒子層は、使用用途及び使用される材料に応じて、異なる濃度で散
乱粒子を含んでもよい。散乱粒子の好適な濃度範囲は、０．０１％から０．２％であるが
、これより高い又は低い範囲の濃度であってもよい。ある実施形態では、濃度は、０．０
０１％と低い値に抑えられる場合もある。その他の濃度を採用することができるが、これ
より高い濃度で散乱粒子を含む場合には、吸収による損失が大きくなる。したがって、許
容される光損失の数値となるように、散乱粒子の濃度は選択される。
【００５０】
　第１及び第２領域２１０、２１２はそれぞれ、目的の波長又は波長域（ターゲット波長
）を散乱するように設計された散乱粒子を含む。各領域は、目的の放射を散乱するべく、
特定の散乱粒子サイズ及び／又は材質を有することができる。散乱粒子は、特定の粒径分
布（例えば、Ｄ５０と示される）を有するように提供され、本発明では、ターゲット波長
を最も効率的に散乱させるべく、領域各々における散乱粒子は、粒径分布が小さい範囲内
で提供されるべきである。これにより、ターゲット波長外で光が散乱されるのを低減させ
ることができ、ＬＥＤパッケージの放射効率を最大にすることにつながると同時に、より
均一な光の放射を提供できる。
【００５１】
　ＬＥＤパッケージ２００の場合、小さな放射角度で放射される光は、上記したように、
より多くの青色光を含むことができる。したがって、第１放射領域２１０は、青色の波長
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の光を散乱するように設計された特定のサイズ及び材料を有する第１散乱粒子２１１を含
んでもよい。同様に、大きな放射角度でＬＥＤパッケージから放射された光は、変換材料
からの黄色の光成分をより多く含む。第２放射領域２１２は、黄色の波長の光を散乱する
ように設計された特定のサイズ及び材料を有する第２散乱粒子２１３を含んでもよい。
【００５２】
　第１及び第２散乱粒子２１１、２１３は、様々に異なる材料によって構成することがで
き、例えば、シリカゲル、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）、二酸化
チタン（ＴｉＯ２）、硫酸バリウム（ＢａＳＯ４）、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）、溶融石英
（ＳｉＯ２）、フュームドシリカ（ＳｉＯ２）、窒素化アルミニウム、ガラスビーズ、二
酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、炭化シリコン（ＳｉＣ）、酸化タンタル（ＴａＯ５）、
窒化シリコン（Ｓｉ３Ｎ４）、酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）、窒化ボロン（ＢＮ）又は蛍光
粒子（例えば、ＹＡＧ：Ｃｅ、ＢＯＳＥ）が挙げられる。上記以外のその他の材料を使用
することもできる。材料の様々な組み合わせ、又は、同じ材料の異なる形態の組み合わせ
を使用して、特定の散乱効果を達成してもよい。例えば、一実施形態では、第１散乱粒子
２１１は、アルミナを含んでもよく、第２散乱粒子２１３は、二酸化チタンを含んでもよ
い。また、領域２１０、２１２の各々は、異なる材料によって形成された複数の粒子の混
合物を含んでもよいことは明らかである。
【００５３】
　図４は、ＤｕＰｏｎｔ社等から入手可能なＴｉＯ２散乱粒子の散乱粒子のサイズと相対
的な光の散乱能とを示したグラフである。青い波長の光の場合、散乱能のピークは、約０
．１５ミクロンの直径を有する散乱粒子によって提供される。黄色い光の散乱能は、緑色
の光を提供するＴｉＯ２の散乱能で近似することができ、散乱能のピークは、約０．２５
ミクロンの直径を有する散乱粒子によって提供される。ＬＥＤパッケージ２００の場合、
第１散乱粒子２１１は、約０．１５ミクロンの直径を有するＴｉＯ２粒子を含むことがで
き、第２散乱粒子２１３は、約０．２５ミクロンの直径を有し、同じ材料で形成された粒
子を含むことができる。
【００５４】
　上述したように、第１及び第２散乱粒子は、異なる材料を含むことができ、それによる
利点を有する。特定の材料に応じて、散乱分布は、粒子のサイズに加えて、材料固有の特
性によって分離することができる。
【００５５】
　上記したように、目的の波長を効率よく散乱させ、その他の波長の散乱を最小にするた
めに、粒径分布は各領域において可能な限り狭くすることが望ましい。一実施形態におい
て、粒径分布は、５０％以下であることが望ましく、別の実施形態では、３３％以下であ
ることが望ましい。一実施形態において、第１散乱粒子２１１のサイズは、０．１０から
０．２０ミクロン（すなわち、０．１５ミクロン±０．０５ミクロン）であり、第２散乱
粒子２１３のサイズは、０．２０から０．３０ミクロン（すなわち、０．２５ミクロン±
０．０５ミクロン）であってもよい。その他の狭い粒径分布の範囲を使用することができ
ることは明らかであり、ある実施形態では、異なる散乱粒子領域間で、粒子サイズがほと
んど重複しない、又は、全く重複しないことが望ましい。
【００５６】
　ＬＥＤパッケージ２００では、第１領域及び第２領域２１０、２１２間の遷移は、突然
区切れているように示されており、第２領域２１２には第１散乱粒子２１１が存在せず、
第１領域２１０には第２散乱粒子２１３が存在しないように示されている。しかしながら
、その他の実施形態では、領域間の遷移は、粒子サイズに重複が存在するように漸次的に
遷移する態様であってもよい。
【００５７】
　様々な放射角度において目的の波長を散乱させることにより、パッケージ内のＬＥＤ自
体の放射プロファイルと比較して、ＬＥＤパッケージの全体の放射均一性を改善させるこ
とができると同時に、効率損失を最小限にすることができる。すなわち、ターゲット波長
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を主に散乱する散乱粒子を通過させることによって、ＬＥＤ光のプロファイルをより均一
にすることができる。
【００５８】
　ＬＥＤパッケージ２００の場合、レンズ２０６上の１層として散乱粒子が提供されてい
るが、散乱粒子は、様々に異なる配置で提供できることは明らかである。図５には、図２
～３に示したＬＥＤパッケージ２００と同様なＬＥＤパッケージ３００の別の実施形態の
断面図である。ＬＥＤパッケージ３００は、ＬＥＤ３０２、サブマウント３０４、レンズ
３０６、及び、ＬＥＤ３０２上の変換コーティング３０８を備える。ＬＥＤパッケージ２
００と同様に、ＬＥＤパッケージ３００は、第１散乱粒子３１１を有する第１散乱粒子領
域３１０、及び、第２散乱粒子３１３を有する第２散乱粒子領域３１２を備える。ＬＥＤ
パッケージ３００の場合、これら領域は、層として提供されておらず、レンズ３０６内に
散乱粒子の領域を含む。第１散乱粒子領域３１０は、ＬＥＤ３０２の上面を覆うように配
置され、低放射角度におけるＬＥＤ３０２からの光の放射をカバーする。第２散乱粒子領
域３１２は、ＬＥＤ３０２の側面を覆うように配置され、高放射角度におけるＬＥＤ３０
２からの光の放射をカバーする。一実施形態では、第１領域３１０を、約０°から４５°
の範囲におけるＬＥＤからの放射角度をカバーするように配置してもよく、第２領域３１
２を、約４５°から９０°の範囲におけるＬＥＤからの放射角度をカバーするように配置
することができる。しかしながら、領域３１０及び３１２を、これ以外の異なる放射角度
をカバーするように配置可能であることは明らかである。第１及び第２散乱粒子３１１、
３１３は、上記したサイズ及び材料によって構成することができ、また上記したように、
領域３１０、３１２間の遷移は、区切られた態様であってもよいし、漸次的な態様であっ
てもよい。レンズ内の散乱粒子領域は、ＬＥＤ上のレンズの形成工程の間に形成されても
よいし、又は、射出成型のように別個にレンズが形成される時に、複数の異なる散乱粒子
形成されてもよい。
【００５９】
　本発明に係る領域及び散乱粒子は、ＬＥＤパッケージ、特に、パッケージのレンズから
離れた場所に提供することができる。図６には、本発明に係る、ＬＥＤ４０２、サブマウ
ント４０４、レンズ４０６、及び、ＬＥＤ４０２上の変換コーティング４０８を備えるＬ
ＥＤパッケージ４００の別の実施形態が示されている。この実施形態では、散乱粒子は、
離れた場所に搭載され、散乱粒子キャップ４１０は、レンズ４０６とは離れた場所に設け
られる。キャップ４１０は、ＬＥＤパッケージ４００の様々な部分、又は、パッケージ４
００が搭載される構造の様々な部分に、数多くの様々な態様で設けることができる。
【００６０】
　キャップ４１０は、第１散乱粒子４１３を有する第１散乱粒子領域４１２、及び、第２
散乱粒子４１５を有する第２散乱粒子領域４１４を備える。上記の実施形態と同様に、第
１散乱粒子領域４１２は、ＬＥＤ４０２の上面を覆うように配置され、低放射角度におけ
るＬＥＤ４０２からの光の放射をカバーする。第２散乱粒子領域４１４は、ＬＥＤ４０２
の側面を覆うように配置され、高放射角度におけるＬＥＤ４０２からの光の放射をカバー
する。一実施形態では、第１領域４１２を、約０°から４５°の範囲におけるＬＥＤから
の放射角度をカバーするように配置してもよく、第２領域４１４を、約４５°から９０°
のの範囲におけるＬＥＤからの放射角度をカバーするように配置することができる。しか
しながら、領域４１２及び４１４を、これ以外の異なる放射角度をカバーするように配置
することができることは明らかである。第１及び第２散乱粒子４１３、４１５は、上記し
たサイズ及び材料によって構成することができる。また、上記したように、領域４１２、
４１４間の遷移は、区切られた態様であってもよいし、漸次的な態様であってもよい。キ
ャップ４１０は、射出成型のような様々な周知の方法を用いて形成することができる。キ
ャップ４１０はまた、周知の搭載方法及び構造を使用して、ＬＥＤパッケージに搭載する
ことができる。
【００６１】
　本発明は、複数の発光体を有するＬＥＤパッケージにも適用可能であることは明らかで
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ＥＤ５０２、第２ＬＥＤ５０４及び第３ＬＥＤ５０６を有するＬＥＤパッケージ５００の
別の実施形態が示されている。ＬＥＤ５０２、５０４、５０６は、異なる色の光、又は、
同じ又は同様な色の光を放射することができ、上記したような同様の材料及び同様な方法
で形成することができるレンズ５１０によって、その光が変換されてもよい。散乱粒子層
５１２をレンズ５１０上に設けることができ、層５１２は、パッケージからの様々な放射
角度においてターゲット波長を散乱する複数の散乱粒子領域５１４ａ－ｃを有する。ター
ゲット波長を散乱し、その他の波長の散乱を最小限に抑えるべく、各領域における散乱粒
子は、狭い粒径分布で提供される。
【００６２】
　一実施形態において、ＬＥＤ５０２、５０４、５０６はそれぞれ、赤色、緑色及び青色
発光ＬＥＤによって構成されていてもよく、それぞれ、赤、緑又は青色の波長の光を散乱
するように設計された散乱粒子を有する異なる領域５１４ａ－ｃを有する。異なる領域５
１４ａ－ｃのサイズ及び位置は、ＬＥＤ５０２、５０４、５０６の放射特性に大きく依存
する場合がある。ＬＥＤ配置の一例として、広帯域スペクトルの緑色又は黄色の発光体又
は青色の発光体を含むことができる。良好な色混合が達成できる場合には、これら発光体
の波長域を組み合わせて、白色光を放射するように構成してもよい。別の配置として、赤
色発光体及び白色発光体を含んでもよい。このような組み合わせは、僅かに赤みがかった
又はオレンジがかった"暖かみ"のある白色光を放射するのに使用することができる。赤－
緑－青（ＲＧＢ）パッケージ、又は、赤－緑－緑－青（ＲＧＧＢ）パッケージを使用する
こともできる。その他、様々な色の発光体の組み合わせが可能である。用途によっては、
良好な演色評価数（ＣＲＩ）を有するデバイスを生成するのに使用される色の組み合わせ
を選択するのが望ましい。良好なＣＲＩを有する光源は、照明される場所の色の詳細が重
要となるような、照明シーンの場合に有用である。
【００６３】
　その他の実施形態では、ＬＥＤパッケージは、数十のＬＥＤのアレイを備えてもよい。
このような構成において、黄色変換材料によって覆われた青色ＬＥＤ（青色シフト黄色Ｌ
ＥＤ又はＢＳＹ　ＬＥＤとも称される）及び赤色ＬＥＤを設けて、ＬＥＤパッケージが、
相対的に暖かい色温度を有する白色光を放射するようにしてもよい。この実施形態では、
赤色、青色又は黄色の光を所望に散乱するべく、複数の散乱粒子領域を様々な放射角度に
配置することができる。このように構成することにより、様々な観察角において、均一な
光又は相関色温度（ＣＣＴ）を放射するＬＥＤパッケージとすることができる。
【００６４】
　複数のＬＥＤを有するＬＥＤパッケージは、レンズ内に散乱粒子領域を配置することが
できる。他にも、同様なＬＥＤパッケージにおいて、散乱粒子領域を、レンズに搭載され
たキャップに含めてもよいし、レンズから離れた場所に配置してもよい。別の実施形態と
して、レンズを設けずに、キャップをＬＥＤ上に搭載してもよい。この構成では、ＬＥＤ
のアレイは、複数のＬＥＤパッケージのアレイ、又は、ＬＥＤ及びＬＥＤパッケージの組
み合わせを含んでもよい。
【００６５】
　本発明に係るＬＥＤパッケージの散乱粒子は、本明細書に記載される以外にも様々に異
なる形状を有してもよく、必ずしも円形状又は対称形状である必要はない。また、多くの
実施形態において、ＬＥＤパッケージにおけるＬＥＤの放射プロファイルは、ＬＥＤ上に
設けられる変換コーティングの厚み及び形状に依存する。形状及び厚みが異なれば、異な
る放射プロファイルが提供され、散乱粒子領域が異なる形状及び位置に設定される。
【００６６】
　本発明が、特定の好ましい構成を参照して詳細に説明されたが、その他の変形例も可能
である。したがって、本発明の精神及び範囲は、上記に記載された実施形態に限定される
べきではない。
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