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(57)【要約】
　
【課題】　配線の信頼性の高く、工程が簡素化したＬＥ
Ｄパッケージを提供する。
【解決手段】　
　表面と裏面とに絶縁膜を備えた（１００）シリコン基
板を準備する。絶縁膜上にレジストパターンを形成し、
絶縁膜を部分的にエッチングすることにより、表面と裏
面にエッチングマスクを形成する。シリコン基板に対し
て面方位に依存する異方性エッチングを施して、（１０
０）面を底面とし、４つの（１１１）面を傾斜側面とす
るホーンと、シリコン基板の表面および裏面から内部に
向かって次第に狭まり、シリコン基板途中に狭窄部を有
する形態で、側面が（１１１）面であるスルーホールを
形成する。ホーン底面上にＬＥＤチップを実装し、ＬＥ
Ｄパッケージを作製する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）表面と裏面とに絶縁膜を備えた（１００）シリコン基板を準備する工程と、
　（ｂ）前記絶縁膜上にレジストパターンを形成し、該絶縁膜を部分的にエッチングする
ことにより、表面と裏面にエッチングマスクを形成する工程と、
　（ｃ）前記シリコン基板に対して面方位に依存する異方性エッチングを施して、（１０
０）面を底面とし、４つの（１１１）面を傾斜側面とするホーンと、該シリコン基板の表
面および裏面から内部に向かって次第に狭まり、該シリコン基板途中に狭窄部を有する形
態で、側面が（１１１）面であるスルーホールを形成する工程と、
　（ｄ）前記ホーン底面上にＬＥＤチップを実装する工程と
を含むＬＥＤパッケージの製造方法。
【請求項２】
　前記工程（ｄ）の前に、
　（ｅ）前記シリコン基板を、前記スルーホールの一部を残してダイシングすることによ
り、コンタクトエッジを形成する工程
を含む請求項１に記載のＬＥＤパッケージの製造方法。
【請求項３】
　前記工程（ｂ）において、前記シリコン基板表面の絶縁膜に形成する前記スルーホール
用開口面積を、該シリコン基板裏面の絶縁膜に形成する該スルーホール用開口面積より大
きくすることにより、
　前記工程（ｃ）において、前記狭窄部から前記シリコン基板表面までの長さが、該狭窄
部から該シリコン基板裏面までの長さより長くなるように前記スルーホールを形成する
請求項１または２に記載のＬＥＤパッケージの製造方法。
【請求項４】
　前記ホーンおよび前記スルーホールが一回の面方位に依存する異方性エッチングで形成
される請求項１～３のいずれか１項に記載のＬＥＤパッケージの製造方法。
【請求項５】
　表面から内部に向かって形成され、（１００）面の底面と、４つの（１１１）面の傾斜
側面を有するホーンと、該ホーンの外側に形成され、表面および裏面から内部に向かって
次第に狭まり、途中に狭窄部を有する形態で、側面が（１１１）面であるスルーホールと
を有するシリコン基板と、
　前記ホーンの底面上に実装されたＬＥＤチップと
を含むＬＥＤパッケージ。
【請求項６】
　前記スルーホール中の狭窄部から前記シリコン基板表面までの長さが、該狭窄部から該
シリコン基板裏面までの長さよりも長い請求項５に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項７】
　表面から内部に向かって形成され、（１００）面の底面と、４つの（１１１）面の傾斜
側面からなるホーンと、該ホーンの外側に形成され、側面途中に頂辺を有する形態で、傾
斜側面が（１１１）面であるコンタクトエッジとを有するシリコン基板と、
　前記ホーンの底面上に実装されたＬＥＤチップと
を含むＬＥＤパッケージ。
【請求項８】
　前記コンタクトエッジが、前記シリコン基板の向かい合う一対の側面の各々に形成され
、前記頂辺を境に上下１つずつの（１１１）面を有する形態である請求項７に記載のＬＥ
Ｄパッケージ。
【請求項９】
　前記コンタクトエッジが、前記シリコン基板のすべての側面に形成され、該シリコン基
板の各々の側面において、前記頂辺を境に上下１つずつの（１１１）面を有する形態であ
る請求項７に記載のＬＥＤパッケージ。
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【請求項１０】
　前記コンタクトエッジ中の頂辺から前記シリコン基板表面までの長さが、該頂辺から該
シリコン基板裏面までの長さよりも長い請求項７～９のいずれか１項に記載のＬＥＤパッ
ケージ。
【請求項１１】
　複数の電極パターンが前記ホーン底面から前記スルーホールもしくはコンタクトエッジ
を介して前記シリコン基板裏面にかけて形成されている請求項５～１０のいずれか１項に
記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項１２】
　前記ＬＥＤチップを実装する電極配線が該ホーン内部で反射膜を兼ねる請求項５～１１
のいずれか１項に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項１３】
　前記電極配線としてＡｇ、Ａｕ、Ａｌおよびそれらの合金のいずれかを用い、その下地
としてＰｄ、Ｐｔ、Ｎｉ、ＮｉＶ、Ｃｕ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＷ、ＴａＮ、ＴａＷのいず
れかを含む請求項１２に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項１４】
　請求項５～１３のいずれか１項に記載のＬＥＤパッケージを用いた発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体発光素子に関し、特にＬＥＤを搭載するパッケージ、それを用いた発
光装置およびＬＥＤパッケージの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤパッケージに反射構造を設け、外部光取り出し効率を向上する種々の提案がなさ
れている。特開２００５－２７７３８０号公報には、シリコン基板に、液相エッチングに
よって形成されたホーンと、ホーン内に形成された少なくとも２つの電極と、ホーン内に
マウントされかつ電極に電気的に接続された少なくとも１つのＬＥＤチップとを含むＬＥ
Ｄが提案されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２７７３８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現在、ＬＥＤパッケージは、光取り出し効率を向上しつつ、電極配線の信頼性の向上や
製造工程の簡素化も求められている。
【０００５】
　本発明の目的は、反射構造を有し、電極配線の信頼性が高く、製造工程が簡素化された
ＬＥＤパッケージおよびその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、（ａ）表面と裏面とに絶縁膜を備えた（１００）シリコン基
板を準備する工程と、（ｂ）前記絶縁膜上にレジストパターンを形成し、該絶縁膜を部分
的にエッチングすることにより、表面と裏面にエッチングマスクを形成する工程と、（ｃ
）前記シリコン基板に対して面方位に依存する異方性エッチングを施して、（１００）面
を底面とし、４つの（１１１）面を傾斜側面とするホーンと、該シリコン基板の表面およ
び裏面から内部に向かって次第に狭まり、該シリコン基板途中に狭窄部を有する形態で、
側面が（１１１）面であるスルーホールを形成する工程と、（ｄ）前記ホーン底面上にＬ
ＥＤチップを実装する工程とを含むＬＥＤパッケージの製造方法が提供される。
【０００７】
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　本発明の他の観点によれば、表面から内部に向かって形成され、（１００）面の底面と
、４つの（１１１）面の傾斜側面を有するホーンと、該ホーンの外側に形成され、表面お
よび裏面から内部に向かって次第に狭まり、途中に狭窄部を有する形態で、側面が（１１
１）面であるスルーホールとを有するシリコン基板と、前記ホーンの底面上に実装された
ＬＥＤチップとを含むＬＥＤパッケージが提供される。
【０００８】
　本発明のさらに他の観点によれば、表面から内部に向かって形成され、（１００）面の
底面と、４つの（１１１）面の傾斜側面からなるホーンと、該ホーンの外側に形成され、
側面途中に頂辺を有する形態で、傾斜側面が（１１１）面であるコンタクトエッジとを有
するシリコン基板と、前記ホーンの底面上に実装されたＬＥＤチップとを含むＬＥＤパッ
ケージが提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　ＬＥＤを載置するためのホーンと電極配線を外部電極と接続するためのスルーホールを
一回の異方性エッチングにより形成することができ、工程が簡素化する。また、電極配線
が断線しにくい構造であり、電極配線の信頼性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１を参照して第１の実施例におけるＬＥＤパッケージの製造方法について説明する。
図１に、第１の実施例によるＬＥＤパッケージの製造工程を表した断面図を示す。
【００１１】
　図１（Ａ）に示すように、ＬＥＤチップを実装するための基体として、厚さ５２５μｍ
の（１００）単結晶シリコン基板１を用いる。単結晶シリコン基板１の表面は光学研磨処
理によって平坦化されている。まず、シリコン基板１の表面と裏面に例えば拡散炉を用い
た熱酸化により厚さ５００ｎｍの酸化シリコン膜１ａを形成する。
【００１２】
　図１（Ｂ）に示すように、フォトリソグラフィー技術によって酸化シリコン膜１ａ上に
［１１０］方向の辺からなる矩形の開口を有するレジストパターンを形成し、その後バッ
ファードフッ酸（ＢＨＦ）によって酸化シリコン膜１ａを部分的にエッチング除去し、表
面と裏面に開口が設けられた酸化シリコン膜のパターンを形成する。図示の例では、表面
に３箇所（中央付近に開口１ｈ１、１ｈ１から間をおいて左右にそれぞれ開口１ｈ２、１
ｈ３）、裏面に２箇所の開口１ｈ４、１ｈ５が設けられている。表面の開口１ｈ２（１ｈ

３）と裏面の開口１ｈ４（１ｈ５）とは相似形であり、上下で重なるように位置合わせを
する。
【００１３】
　図１（Ｃ）に示すように、酸化シリコン膜パターン１ａをマスクにして、シリコン基板
１に対して例えば２５％水酸化テトラメチルアンモニウム（ＴＭＡＨ）溶液により異方性
エッチングを施す。本実施例ではシリコン基板１の表面は（１００）面であり、ＴＨＡＨ
溶液は、（１１１）面に対するエッチングレートが遅い。従って、（１００）面から（１
１１）面以外の方向にエッチングが進行し、（１１１）面が露出される。開口の辺が［１
１０］方向であるので、４つの（１１１）傾斜側面が現れる。異方性エッチングを施すこ
とにより、シリコン基板１中にホーン２およびスルーホール３が形成される。
【００１４】
　スルーホール３について説明する。開口１ｈ１の底面の（１００）面が異方性エッチン
グされると、（１１１）面はほとんどエッチングされず、傾斜側面として残り、（１００
）面のエッチングが進行する。開口１ｈ２、１ｈ３の底面の（１００）面についても同様
に、（１１１）面を残して異方性エッチングが進行する。一方、裏面の（１００）面につ
いても、開口１ｈ４、１ｈ５から異方性エッチングが進行し、（１１１）面を残して基板
の上方にエッチングが進行する。一点鎖線Ａ１およびＡ２と平行な方向に表面と裏面から
エッチングが進行することにより、表面と裏面から基板内側に向かうに従って狭くなり、
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基板途中に狭窄部を持つスルーホール（貫通孔）３が形成される。スルーホール３が形成
された時点でエッチングを終了する。こうして、ＬＥＤチップをマウントするための基板
が形成される。
【００１５】
　狭窄部は、（１１１）面に囲まれた矩形の開口である。シリコン基板表面側の開口１ｈ

２（１ｈ３）と裏面側の開口１ｈ４（１ｈ５）の大きさを調整することで、狭窄部の位置
を調整することが可能である。つまり、裏面側の開口１ｈ４（１ｈ５）を小さくすると、
表面側の開口１ｈ２（１ｈ３）の底面の（１００）面のエッチングよりも速く裏面側の開
口１ｈ４（１ｈ５）の底面の（１００）面のエッチング面が終了し、エッチングの進行が
止まる。このエッチング深さによって狭窄部の位置を調整することが可能である。
【００１６】
　開口１ｈ１からのエッチングは、開口１ｈ２、１ｈ３からのエッチングとほぼ同じ速度
で進行しているため、基板を貫通することなく終了し、ホーン２が形成される。ホーン２
は、その垂直断面が台形で、水平断面が四角形となる。すなわち、（１００）面である底
面と、４つの（１１１）面である傾斜側面からなる。（１１１）面である傾斜側面は、（
１００）面である底面に対して５４．７°の傾斜角を取る。
【００１７】
　ホーン２の底面とスルーホール３の狭窄部の厚さ方向の位置関係は、通常ほぼ同じ位置
か、狭窄部がシリコン基板表面側に近くなる。なお、スルーホール３は、図１に示すよう
な、狭窄部からシリコン基板表面までの長さの方が狭窄部からシリコン基板裏面までの長
さよりも長い形態が好ましい。また、ホーン２の底面上に載置するＬＥＤチップ５の放出
する熱を効率的に回路基板側へ放熱するためには、ホーン２の底部のシリコン基板の厚み
は薄い方が良い。
【００１８】
　図１（Ｄ）に示すように、一旦酸化シリコン膜パターン１ａを除去し、再び熱酸化によ
りシリコン基板１の表面全体に酸化シリコン膜１ｓを形成する。
【００１９】
　図１（Ｅ）に示すように、シリコン基板１の表面上の酸化シリコン膜１ｓの上に、スパ
ッタ法等の成膜法よってＴｉ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｐｔ等かならなるバリア層を成膜する。続い
て、バリア層の上に、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ、もしくはそれらの合金等の反射膜を成膜する。
さらに、ストライプ状のスリットを有するレジストパターンを反射膜の上に成膜する。こ
のレジストパターンをマスクとして金属層であるバリア層と反射膜の選択エッチングを行
うことにより、シリコン基板１表面に、パターニングされた反射膜兼電極４ａ、４ｂが形
成される。
【００２０】
　図１（Ｆ）に示すように、裏面についても上記と同様のパターニングにより、電極４ｃ
、４ｄが形成される。ここで、シリコン基板表面にパターンニングされた反射膜兼電極４
ａ、４ｂと裏面にパターニングされた電極４ｃ、４ｄはスルーホール３を介して狭窄部で
接続され、配線部の導通が得られる。従来の例では裏面側へ導通する配線を形成する場合
には鋭角なエッジを含むため、スパッタ等の膜で電極材料を形成する際にエッジ部での断
線が生じやすかった。しかし、本実施例ではこの狭窄部は鈍角に形成されており、断線し
難い構成となっている。
【００２１】
　なお、パターンニングの手法として、酸化シリコン膜１ｓの上に、レジストパターンを
形成しておき、その上にバリア層、反射膜を成膜し、最後にレジストの上に積層されたバ
リア層、反射膜をレジストパターンと共に除去してバリア層、反射膜のパターンニングを
行う「リフトオフ」という手法を用いてもよい。
【００２２】
　図１（Ｇ）に示すように、ホーンの底面上に画定された反射膜兼電極４ａ上に、ＬＥＤ
チップ５の下部電極をダイボンドする。ＬＥＤチップ５は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）又は青（
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Ｂ）の発光色を有する単色ＬＥＤである。例えば、赤色の場合、半導体層にアルミガリウ
ム砒素（ＡｌＧａＡｓ）を用いる。緑色の場合はガリウムリン（ＧａＰ）、青色の場合は
ガリウムナイトライド（ＧａＮ）等が用いられる。
【００２３】
　図２に、ＬＥＤチップ５の構成を表した概略断面図を示す。その構成は、赤色の場合、
例えば、図２に示すように、ガリウム砒素（ＧａＡｓ）基板５ｓに半導体層（ｐ型半導体
層５ｐ、発光層５ｉ、ｎ型半導体層５ｎの順に積層）を積層し、最下部と最上部に金属電
極５ａ、５ｋを設けている。緑色の場合は、例えば基板にＧａＰ等を用い、赤色の場合と
同じように、ＧａＰ基板の上に半導体層を積層し、最下部と最上部に金属電極を設ける。
青色の場合は、例えば特願２００５－１６７３１９号公報中の図１および「００１７」～
「００２３」に記載の構成からなっている。そのような構成のＬＥＤチップ５の下部電極
をダイボンディング(例えばＡｕ－Ｓｎ共晶結合）すると、反射膜兼電極４ａとＬＥＤチ
ップ５は電気的機械的に接続される。なお、ＬＥＤチップ５のダイボンディングにはハン
ダリフロー、銀ペースト等を用いても良い。
【００２４】
　さらに、ＬＥＤチップ５の上部電極と反射膜兼電極４ｂとをＡｕ等のボンディングワイ
ヤ５ｗでワイヤボンディングして電気的に接続する。反射膜兼電極４ａ、４ｂはホーン２
底部から傾斜側面、表面を介して裏面の電極４ｃ、４ｄとそれぞれ電気的に接続されてい
る。
【００２５】
　図１（Ｈ）に示すように、ホーン２内部を透明樹脂６でモールドする。なお、白色ＬＥ
Ｄを作製する場合は、ＬＥＤチップ５として青色ＬＥＤを用い、透明樹脂６に波長変換用
の蛍光体を添加しても良い。なお、樹脂が硬化する前に、予め用意したホーン開口部を内
包する大きさの光学レンズをホーン上部に配置することにより、光学レンズつきのＬＥＤ
パッケージを作成することもできる。
【００２６】
　図１（Ｉ）に示すように、電極４ｃ、４ｄと、外部の回路基板９上のＣｕ配線パターン
８ａ、８ｂとを接続剤７で電気的に接続する。接続剤７には例えばクリーム半田リフロー
を用いる。こうしてＬＥＤパッケージが完成する。
【００２７】
　図３に、本実施例によるＬＥＤパッケージの平面図を示す。本実施例によるＬＥＤパッ
ケージを上から見ると、シリコン基板にホーン２と、２つのスルーホール３が形成されて
いる。図３では、スルーホール３の狭窄部は正方形の開口である。ホーン２底部で分割さ
れた電極４ａ、４ｂが、シリコン基板表面を介してそれぞれ左右のスルーホール３まで連
続している。
【００２８】
　本実施例によるＬＥＤパッケージは、ＬＥＤチップをマウントするホーン部と、回路基
板との接続のためのスルーホール部とを一回の異方性エッチングにより形成することがで
き、これにより工程が簡素化される。また、回路基板との接続の際、スルーホールの狭窄
部からシリコン基板裏面側に向けて徐々に広くなる部分で半田付けを行うため、接続面が
広くなり、接続強度が強くなる効果もある。さらに、電極４ａ（４ｂ）と電極４ｃ（４ｄ
）との接続部が鈍角であることから、接続部の接触不良が起こりにくく、配線の信頼性が
向上する。
【００２９】
　なお、表面と裏面を別々にエッチングすることも可能である。この場合も、ホーンとス
ルーホールのエッチングは兼用できる。
【００３０】
　図４を参照して、第２の実施例によるＬＥＤパッケージの製造方法について説明する。
【００３１】
　図４（Ａ）～図４（Ｆ）に示すように、表面に酸化シリコン膜１ｓが形成されたシリコ
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ン基板１に電極を積層するまでは第１の実施例と同様である。
【００３２】
　図４（Ｇ）、（Ｈ）に示すように、スルーホール３を、その狭窄部におけるホーンに近
い側の辺を通る切断面Ｂ１およびＢ２で切断する。すると、シリコン基板１には、ホーン
２と、スルーホール３が分割されたコンタクトエッジ３ｅが残る。コンタクトエッジ３ｅ
は、基板途中の頂辺を境にそれぞれ３つの（１１１）面からなる上部溝および下部溝で構
成される。
【００３３】
　図４（Ｉ）～（Ｋ）に示すように、第１の実施例と同様にＬＥＤチップ５を実装し、回
路基板９上の銅配線パターン８ａ、８ｂと電極４ｃ、４ｄとを接続してＬＥＤパッケージ
が完成する。接続は、コンタクトエッジ３ｅの頂辺より下の山型の部分を例えば半田リフ
ローで接続する。第１の実施例と同様に、接続面が広くなり、接続強度が増す。
【００３４】
　図５に、第２の実施例によるＬＥＤパッケージの平面図を示す。中央にホーン２、左右
に３つの（１１１）面からなるコンタクトエッジ３ｅが形成されている。シリコン基板を
ダイシングすることにより第１の実施例よりも小型のＬＥＤパッケージを作製できる。
【００３５】
　図６に、第２の実施例の変型例の平面図を示す。図６に示すように、１枚のシリコン基
板から複数のパッケージを作る際、コンタクトエッジとなる部分で、複数のパッケージに
繋がるスリット３ｓを設け、点線Ｃでダイシングすることにより、シリコン基板の向かい
合う一対の側面の各々に、頂辺を境に上下１つずつの（１１１）面で形成されたコンタク
トエッジ３ｅを有するパッケージを作成することもできる。本変型例では、回路基板との
接続面積が増加するので接続がし易くなり、接続部が低抵抗となる。
【００３６】
　図７に、第２の実施例の他の変型例の平面図を示す。図７に示すように、エッチングマ
スクのパターンを変えることにより、ホーン２の周りを囲むスルーホール３を形成するこ
とも可能である。この場合、スルーホール３の開口がホーン２を含むシリコン基板を切り
離しており、スルーホール３におけるホーン２に近い側の（１１１）側面がコンタクトエ
ッジ３ｅとして機能する。本変型例によれば、シリコン基板１をダイシングする必要なく
ＬＥＤチップ５を実装するための基板を形成することも可能である。
【００３７】
　図８を参照して、ＬＥＤパッケージの他の構成例について説明する。
【００３８】
　上記の実施例において、ＲＧＢ３種の発光色を持ったＬＥＤチップを実装するＬＥＤパ
ッケージの形態がある。ホーンを上記の実施例と同様に形成し、反射膜兼電極を３つのＬ
ＥＤチップ５ｄ１、５ｄ２、５ｄ３が実装されるようにパターニングする形態である。
【００３９】
　図８（Ａ）に示すように、３種のＬＥＤチップ５ｄ１、５ｄ２、５ｄ３の配列方法とし
て、反射膜兼電極を４ｅ１～４ｅ４のように４つに分割し、４ｅ１、４ｅ２、４ｅ３の底
部にＬＥＤチップ５ｄ１、５ｄ２、５ｄ３を一つずつマウントし、直列接続となるように
実装する方法がある。すなわち、ＬＥＤチップ５ｄ１、５ｄ２、５ｄ３の下部電極を反射
膜兼電極４ｅ１、４ｅ２、４ｅ３の底部にそれぞれダイボンディングし、電気的機械的に
接続する。次に、ＬＥＤチップ５ｄ１、５ｄ２、５ｄ３の上部電極を反射膜兼電極４ｅ２

、４ｅ３、４ｅ４の底部にそれぞれワイヤボンディングして電気的に接続する。反射膜兼
電極４ｅ１と４ｅ４を外部電源に接続し、ＬＥＤチップ５ｄ１、５ｄ２、５ｄ３に順バイ
アスが印加されるように回路を形成する。第１または第２の実施例と同様に、ＬＥＤチッ
プが実装されたホーンに樹脂をモールドしてＬＥＤパッケージが完成する。
【００４０】
　３つのＬＥＤチップ５ｄ１、５ｄ２、５ｄ３に同時に給電することにより、ＲＧＢ発光
の混色としての白色発光が得られる。波長変換材料による吸収や散乱のロスが少ない、高
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外部光取り出し効率の白色ＬＥＤ発光装置を供給することができる。
【００４１】
　３種のＬＥＤチップの他の配列方法として、図８（Ｂ）に示すように、４つに分割した
反射膜兼電極４ｅ５～４ｅ８のうち一つの反射膜兼電極４ｅ８をアースに接続した上で、
ホーン底面上の反射膜兼電極４ｅ８にＬＥＤチップ５ｄ４、５ｄ５、５ｄ６を３つ配置し
、ＬＥＤチップ５ｄ４、５ｄ５、５ｄ６のそれぞれの下部電極と反射膜兼電極４ｅ８とを
ダイボンド等で機械的電気的に接続する。
【００４２】
　３つのＬＥＤチップ５ｄ４、５ｄ５、５ｄ６のそれぞれの上部電極を反射膜兼電極４ｅ

５、４ｅ６、４ｅ７にワイヤボンディングにより接続する。第１または第２の実施例と同
様に、ＬＥＤチップが実装されたホーンに樹脂をモールドしてＬＥＤパッケージが完成す
る。
【００４３】
　反射膜兼電極４ｅ５、４ｅ６、４ｅ７にはそれぞれ、Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３の電圧が印加さ
れており、動作電圧の違う３つのＬＥＤチップ５ｄ４、５ｄ５、５ｄ６に対してそれぞれ
に給電することができる。このようなＬＥＤチップの実装形態でも、波長変換材料による
吸収や散乱のロスが少ない、ＲＧＢ発光の混色としての高外部光取り出し効率の白色発光
が得られる。また、ＲＧＢ各々に独立に電圧を印加できることから、これらのＬＥＤの組
み合わせによって種々の発光色の選択発光が可能である。
【００４４】
　図９を参照して、ＬＥＤパッケージにおける回路基板の他の形態について説明する。
【００４５】
　図９（Ａ）に示すように、基板裏面に電極とは電気的に独立した金属膜４ｍを形成し、
それを回路基板９上の配線８ａ、８ｂと電気的に独立する金属パターン８ｃに接続するこ
とで、ホーン底部裏側からＬＥＤチップ５が放出する熱を効率的に回路基板側へ放熱する
ことができる。
【００４６】
　図９（Ｂ）に示すように、放熱のための金属膜４ｍを、酸化シリコン膜１ｓを除去した
シリコン基板裏面に形成し、放熱効果を向上させる構成もある。金属膜４ｍおよび電極部
は絶縁シート１０を介して放熱板１１に接続されている。
【００４７】
　図９（Ｃ）に示すように、放熱板１１を、放熱のためのヒダを有し、放熱板としての機
能を高めたヒートシンク１２に置き換えても良い。
【００４８】
　図１０に、ＬＥＤパッケージを搭載した自動車の概略図を示す。上記の方法で作製され
たＬＥＤパッケージは、種々の発光装置に利用できる。例えば、図１０に示すように、自
動車２０のヘッドライト２１に利用できる。その他、ストロボ、照明、バックライトなど
にも利用可能である。
【００４９】
　以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。
例えば、電極４ａ～４ｄのバリア層として、上記金属の他に、Ｐｄ、ＮｉＶ、ＴｉＮ、Ｔ
ｉＷ、ＴａＮ、ＴａＷなどを用いても良い。
【００５０】
　その他、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】第１の実施例によるＬＥＤパッケージの製造方法を表した断面図である。
【図２】ＬＥＤチップの構造を表した断面図である。
【図３】第１の実施例によるＬＥＤパッケージの平面図である。
【図４】第２の実施例によるＬＥＤパッケージの製造方法を表した断面図である。
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【図５】第２の実施例によるＬＥＤパッケージの平面図である。
【図６】第２の実施例の変形例によるシリコン基板のエッチング位置を表した平面図であ
る。
【図７】第２の実施例の他の変形例によるシリコン基板のエッチング位置を表した平面図
である。
【図８】ＬＥＤチップの実装形態の他の例を表した平面図である。
【図９】シリコン基板と回路基板との接続形態の他の例を表した断面図である。
【図１０】ＬＥＤパッケージを用いた発光装置の例を表した概略図である。
【符号の説明】
【００５２】
１　シリコン基板
１ａ、１ｓ　酸化シリコン膜
１ｈ１、１ｈ２、１ｈ３、１ｈ４、１ｈ５　開口
２　ホーン
３　スルーホール
３ｅ　コンタクトエッジ
３ｓ　スリット
４ａ、４ｂ　反射膜兼電極
４ｃ、４ｄ　電極
４ｅ１、４ｅ２、４ｅ３、４ｅ４、４ｅ５、４ｅ６、４ｅ７、４ｅ８　電極パターン
４ｍ　金属膜
５、５ｄ１、５ｄ２、５ｄ３、５ｄ４、５ｄ５、５ｄ６　ＬＥＤチップ
５ａ　下部電極
５ｉ　発光層
５ｋ　上部電極
５ｎ　ｎ型半導体層
５ｐ　ｐ型半導体層
５ｓ　半導体層
５ｗ　ボンディングワイヤ
６　透明樹脂
７　接続剤
８ａ、８ｂ　配線パターン
８ｃ　金属パターン
９　回路基板
１０　絶縁シート
１１　放熱板
１２　ヒートシンク
２０　自動車
２１　ヘッドライト
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