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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、ｎ電極が形成されたｎ型半導体層と、窒化物半導体からなる発光層と、ｐ電
極が形成されたｐ型半導体層と、を備え、
　上記ｎ電極上及びｐ電極上にそれぞれバンプが形成されてなる窒化物半導体発光素子に
おいて、
　上記バンプの先端部分と基板の下面を除いて上記チップを実質的に覆うように蛍光体を
含みかつ透光性を有する樹脂からなる樹脂封止体が形成され、かつ該樹脂封止体は上記基
板に垂直な側面を有することを特徴とする窒化物半導体発光素子。
【請求項２】
　上記ｎ型半導体層は１又は２以上の窒化物半導体層を含んでなり、上記ｐ型半導体層は
１又は２以上の窒化物半導体層を含んでなる請求項１記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項３】
　上記樹脂封止体は、上記基板の下面の外側に該下面と実質的に同一平面上に位置する底
面を有する請求項１又は２記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項４】
　上記樹脂封止体は、反射散乱粒子を含む請求項１～３のうちのいずれか１つに記載の窒
化物半導体発光素子。
【請求項５】
　ウエハ上に形成された複数の素子を素子毎に分離することにより窒化物半導体発光素子
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を製造する方法であって、
　上記ウエハの素子間に分離溝を形成する溝形成工程と、
　上記分離溝が形成されたウエハ上に上記分離溝に樹脂が充填されるように透光性を有す
る樹脂を形成してその樹脂を硬化する樹脂形成工程と、
　上記ウエハの下面を、上記分離溝の硬化された樹脂が露出するまで研磨する研磨工程と
、
　上記分離溝の硬化された樹脂を切断する切断工程とを含み、
　上記窒化物半導体発光素子は、上記ウエハが切断されてなる基板上に、ｎ電極が形成さ
れたｎ型半導体層と、窒化物半導体からなる発光層と、ｐ電極が形成されたｐ型半導体層
と、を備え、
　上記ｎ電極上及びｐ電極上にそれぞれバンプが形成されてなり、
　上記樹脂形成工程において、上記樹脂に蛍光体を含有させて、当該樹脂を上記バンプの
先端部分を除いて実質的に各素子を覆うように形成することを特徴とする窒化物半導体発
光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は樹脂封止された半導体チップとその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体チップは通常、ウエハ上に各素子を形成した後、ウエハを切断することにより製造
され、実装された後、樹脂封止されて使用される。
また、このウエハを切断する方法には、例えば、ダイヤモンドカッターなどでウエハ表面
に傷をつけ、そこからへき開性を利用して割る方法（スクライブ方法）、例えば、金属円
盤の表面にダイヤモンド砥粒を固着させたダイシングソーを用いてウエハを途中までカッ
ト（ハーフカット）して割る方法、又はダイシングソーを用いて最後までカット（フルカ
ット）する方法等がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の半導体チップは実装時に素子を傷つけないように取り扱いを慎重に
する必要があり、取り扱いが容易でなかった。
また、スクライブ方法を用いて製造工程では、半導体チップの隅が欠けるチッピングやク
ラックが発生する恐れがあり、それを避けるためにはダイヤモンドカッターの荷重やスク
ライブの深さ等のパラメーターの微妙な調整を必要とするという製造工程上の問題点があ
った。
特に高い硬度のウエハを用いた場合にはより慎重なパラメータの微調整を必要とし、これ
らの微調整は人間の感覚や経験に頼る所が大きく、切断工程の自動化が困難であるという
問題点があった。
また、ダイシングソーを用いてサファイア基板をフルカットすることはできないという問
題点があった。
【０００４】
そこで、本発明は、取り扱いが容易な半導体チップを提供することを第１の目的とする。
また、本発明は、チッピングやクラックの発生を容易に防止でき、容易に自動化すること
ができる半導体チップの製造方法を提供することを第２の目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　以上の目的を達成するために、本発明に係る窒化物半導体発光素子は、基板上に、ｎ電
極が形成されたｎ型半導体層と、窒化物半導体からなる発光層と、ｐ電極が形成されたｐ
型半導体層と、を備え、上記ｎ電極上及びｐ電極上にそれぞれバンプが形成されてなる窒
化物半導体発光素子において、
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　上記バンプの先端部分と基板の下面を除いて上記チップを実質的に覆うように蛍光体を
含みかつ透光性を有する樹脂からなる樹脂封止体が形成され、かつ該樹脂封止体は上記基
板に垂直な側面を有することを特徴とする。
　このように構成することにより、半導体層により発光された光と蛍光体により発光され
た光との混色により所望の発光色を実現できる。
　また、以上のように構成された本発明に係る窒化物半導体発光素子は、上記バンプの先
端部分と基板の下面を除いて樹脂封止体が形成されているので、上記ｎ型とｐ型半導体層
及び各電極を保護することができるので、実装時における取り扱いを容易にできる。ここ
で、本明細書において上面とは、実装されたときの上下ではなく、窒化物半導体発光素子
において半導体層及び電極層が形成された側の面をいい、下面とは半導体層が形成されて
いる面とは逆の面をいう。
【０００６】
　また、本発明の窒化物半導体発光素子において、上記ｎ型半導体層は１又は２以上の窒
化物半導体層を含み、上記ｐ型半導体層は１又は２以上の窒化物半導体層を含んでいても
よい。
【０００７】
　さらに、本発明の窒化物半導体発光素子において、上記樹脂封止体は、上記基板の下面
の外側に該下面と実質的に同一平面上に位置する底面を有することが好ましく、これによ
り上記基板の側面の外側に比較的厚い樹脂封止体を形成することができるので、より効果
的に上記ｎ型とｐ型半導体層及び各電極を保護することができる。
【０００９】
　また、本発明の窒化物半導体発光素子において、上記樹脂封止体は、反射散乱粒子を含
むようにしてもよく、このように構成すると特に基板の下面から光を放出するように実装
した場合に、発光した光の取りだし効率を向上させることができる。
【００１０】
　また、本発明に係る窒化物半導体発光素子の製造方法は、ウエハ上に形成された複数の
素子を素子毎に分離することにより窒化物半導体発光素子を製造する方法であって、
　上記ウエハの素子間に分離溝を形成する溝形成工程と、
　上記分離溝が形成されたウエハ上に上記分離溝に樹脂が充填されるように透光性を有す
る樹脂を形成してその樹脂を硬化する樹脂形成工程と、
　上記ウエハの下面を、上記分離溝の硬化された樹脂が露出するまで研磨する研磨工程と
、
　上記分離溝の硬化された樹脂を切断する切断工程とを含み、
　上記窒化物半導体発光素子は、上記ウエハが切断されてなる基板上に、ｎ電極が形成さ
れたｎ型半導体層と、窒化物半導体からなる発光層と、ｐ電極が形成されたｐ型半導体層
と、を備え、
　上記ｎ電極上及びｐ電極上にそれぞれバンプが形成されてなり、
　上記樹脂形成工程において、上記樹脂に蛍光体を含有させて、当該樹脂を上記バンプの
先端部分を除いて実質的に各素子を覆うように形成することを特徴とする。
　以上のように構成された窒化物半導体発光素子の製造方法は、樹脂を硬化させた後に研
磨及び切断により樹脂封止体の形状加工を施しているので、寸法精度よく樹脂封止体を加
工でき、外形の寸法バラツキの少ない窒化物半導体発光素子を製造することができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明に係る実施の形態について説明する。
実施の形態１．
本発明に係る実施の形態１の半導体チップは、図１及び図２に示すように、サファイアか
らなる基板１の上に、例えばＳｉがドープされたｎ型窒化物半導体からなるｎ型半導体層
２、窒化物半導体からなる発光層（図示せず）及びＭｇがドープされたｐ型窒化物半導体
からなるｐ型半導体層３が積層されてなる窒化物半導体発光素子であって、以下のように
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構成されている。
【００１３】
（電極部の構成）
ｐ型半導体層３の一部を除去して露出させたｎ型半導体層２の上にｎパッド電極２２が形
成されかつｐ型半導体層のほぼ全面にｐ全面電極３１が形成されそのｎ全面電極３１上の
一部にｐパッド電極３２が形成されている。
ここで、基板１上において、ｎパッド電極２２とｐパッド電極３２の上面を除いて、ｎ型
半導体層２、ｐ型半導体層３及びｐ全面電極３１を覆うようにＳｉＯ２からなる保護膜４
が形成されその上に、例えばポリイミドからなる保護膜５が形成されている。
そして、ｎパッド電極２２とｐパッド電極３２の上には、それぞれバンプ２３及びバンプ
３３がその上端面がそれぞれ平坦でかつ互いにほぼ同一の高さになるように形成されてい
る。
【００１４】
（樹脂封止体）
本実施の形態１の半導体チップにおいて、樹脂封止体７はバンプ２３の上端部分、バンプ
３３の上端部分、基板１の下面とを除いて、素子全体を覆うように形成されている。
ここで、本実施の形態１の半導体チップにおいて、樹脂封止体７は基板１に垂直な側面７
ａを有するように形成され、これにより本実施の形態１の半導体チップの外形形状は直方
体とされる。
また、図２において、７ｂの符号を付して示す部分は基板１の下面を取り囲むように形成
されている樹脂封止体７の底面であって、基板１の底面と実質的に同一平面上に位置する
ように形成されている。
尚、本実施の形態１の半導体チップでは、図１に示すように、樹脂封止体７の上面におい
て、露出された２つのバンプ２３を互いに接続するように電極層２４が形成され、樹脂封
止体７の上面において、露出された２つのバンプ３３を互いに接続するように電極層３４
が形成される。
【００１５】
以上のように構成された実施の形態１の半導体チップは、基板１と樹脂封止体７とによっ
て、素子を構成している部分が保護されているので、例えば実装時における素子の破壊を
防止でき、また、電極面にダイボンド樹脂が付着するのを防止できる。
【００１６】
以下、本実施の形態１の半導体チップの製造方法について説明する。
尚、以下の図３～図４においては、ｐ型及びｎ型半導体層及びｎ及びｐ電極等の各電極は
省略して描いている。
【００１７】
（各素子領域の形成工程）
本製造方法ではまず、サファイアからなるウエハ１００上に、各半導体チップにそれぞれ
対応する複数の素子を形成する。
具体的には、ウエハ１００の上にｎ型半導体層とｐ型半導体層とを形成して、素子間に位
置するｎ型半導体層及びｐ型半導体層をエッチングにより除去して各素子毎に分離する。
以下、この素子間においてエッチングにより除去した部分を素子分離領域といい、図５に
おいて４１及び４２の符号を付して示す。
ここで、素子分離領域４１同士は互いに平行になるように形成され、素子分離領域４２同
士は互いに平行になるように形成される。
また、素子分離領域４１と素子分離領域４２とは互いに直交するように形成される。
【００１８】
次に、各素子領域においてそれぞれｐ型半導体層３の一部を除去してｎ型半導体層２を露
出させて露出させたｎ型半導体層２の上にｎパッド電極２２を形成する。
さらに、ｐ型半導体層３のほぼ全面にｐ全面電極３１を形成して、そのｎ全面電極３１上
の一部にｐパッド電極３２を形成する。
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次に、ｎパッド電極２２とｐパッド電極３２の上面を除いて、ｎ型半導体層２、ｐ型半導
体層３及びｐ全面電極３１を覆うようにＳｉＯ２からなる保護膜４を形成し、その上にポ
リイミドからなる保護膜５を形成する。
そして、ｎパッド電極２２とｐパッド電極３２の上に、それぞれバンプ２３及びバンプ３
３を形成する。
【００１９】
（分離溝の形成工程）
次に、図３（ｂ）及び図５に示すように、各素子分離領域４１，４２に露出したウエハの
表面に、例えばダイシングソーを用いて、所定の形状の分離溝５１を形成する。
ここで、分離溝５１は、例えば、深さ２００μｍ、幅１００に設定される。
この分離幅５１の幅を２００μより浅くすると、ダイシングの時間は短縮することができ
かつダイシングブレード（ダイシングソーの刃）の磨耗量を減らすことができる。この場
合、後述の基板研磨工程において基板の研磨量が大きくなるので研磨時間は長くなるが、
ウエハの研磨は一度に大量（多数枚）に処理できるので、特に問題にはならない。
しかしながら、研磨後にチップを保持する樹脂の強度が低下するので、一定の保持強度を
保つことができるように、分離溝５１の深さを設定する必要がある。
また、逆にこの分離幅５１の幅を２００μより深く設定すると、ダイシングブレードの磨
耗量が大きくなり、またダイシングの時間は長くなるが、研磨後にチップを保持する強度
が向上する。
従って、分離溝５１の深さは樹脂の強度等を考慮して最適な値に設定される。
尚、分離溝に充填される樹脂はフィラーを含み、これにより樹脂を柔らかくでき、研磨す
る工程で熱収縮を抑えることができ、サファイア基板が割れにくくなるという効果がある
。
また、分離溝の形成工程において使用されるダイシングソーは、後述の切断工程に用いら
れるダイシングソーより刃の厚さが厚いものが用いられる。
【００２０】
（封止樹脂層の形成工程）
次に、図３（ｃ）に示すように、ウエハの上面全体を覆うように封止樹脂層７０を形成し
て、硬化させる。
そして、図４（ａ）に示すように、硬化させた封止樹脂層７０を上面から各バンプ２３，
３３の各上端面が露出するまで研磨する。これにより、バンプ２３とバンプ３３の上端面
はそれぞれ平坦でかつほぼ同一の高さにそろえられる。
【００２１】
次に、図４（ｂ）に示すように、露出させたバンプ２３，３３にそれぞれ電極層２４，３
４を形成する。
本実施の形態１では、図６に示すように露出させた２つのバンプ２３を接続するように電
極層２４を形成し、２つのバンプ３３を接続するように電極層３４を形成している。
このように本実施の形態１の半導体チップでは、電極層２４，３４を大きく形成すること
により外部回路との接続を容易にしている。
具体的には、例えば、図６に示す電極層２４，３４に対応する形状の開口部を有するレジ
ストを樹脂封止体７０の上に形成して、その上からスパッタリングにより全面に金属層を
形成した後、レジストをその上に形成された金属層とともに除去（リフトオフ）すること
により、所定の形状の電極層２４，３４を形成することができる。
【００２２】
（基板研磨工程）
次に、基板１の下面から分離溝５１，５２の底部に達するまで基板１を研磨して、図４（
ｃ）に示すように、基板の下面に分離溝５１，５２に充填された樹脂封止体７０を露出さ
せる。
（切断工程）
次に、図４（ｄ）に示すように、分離溝５１，５２に充填された樹脂封止体７０を、例え
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ば、刃の厚さが２０μｍのダイシングソー等を用いて各分離溝の中央部で分離溝に沿って
切断する。
【００２３】
以上のような工程により、図１及び図２に示す実施の形態１の半導体チップが作製される
。
【００２４】
以上のように構成された本実施の形態１の製造方法では、ウエハ１００において素子間に
分離溝５１を形成して、その分離溝５１に樹脂を充填して硬化し、ウエハ１００の下面を
分離溝５１において硬化された樹脂が露出するまで研磨した後、その分離溝５１の部分で
硬化した樹脂を切断するようにしているので、その樹脂のみを切断することによりサファ
イアを切断することなく個々の素子に分離することができる。
尚、本製造方法においては、分離溝を形成する工程と基板の下面を研磨する工程とを必要
とするが、サファイア基板をカットする場合に比較して切断が容易であり、また、研磨工
程は自動化が容易である。
【００２５】
また、本実施の形態１の製造方法では、分離溝を形成する工程以外では直接サファイア基
板を切断する必要がないので、チッピングやクラックを発生させることなく各素子に分離
でき、信頼性の高い半導体チップを歩留まりよく製造することができる。
【００２６】
また、本実施の形態１の製造方法によれば、樹脂封止体を直交する分離溝５１，５２にお
いてそれぞれ、ウエハ１００と垂直に切断しているので、容易に方形の半導体チップを製
造することができる。
また、本実施の形態２の半導体チップでは樹脂を硬化させた後に研磨及び切断により樹脂
封止体７の形状加工を施しているので、例えば個々の素子に分割した後に樹脂層を形成し
て樹脂封止した場合に比較して、寸法精度よく樹脂封止体を加工できるので、外形の寸法
バラツキの少ない半導体チップを製造することができる。
以上説明したように、上記製造方法によって作製された実施の形態１の半導体チップは、
方形形状を有しかつ外形の寸法のバラツキを少なくできるので、安定した実装を容易に実
現できる。
【００２７】
実施の形態２．
本発明に係る実施の形態２の半導体チップは、樹脂封止体７０として透光性を有する樹脂
を用いかつその樹脂の中に蛍光体を含有させた発光素子チップである。
すなわち、本実施の形態２の半導体チップは、以下のように構成している。
（１）ｐ全面電極３１を例えば薄い金属膜からなる透光性を有する電極として、発光層で
発光した光を電極が形成された側から光を取り出すように構成している。
（２）また、樹脂封止体７０の中に、発光層で発光した光を吸収して吸収した光とは異な
る波長の光を発生する蛍光体を含有させている。
（３）上記（１）（２）以外は実施の形態１と同様に構成される。
【００２８】
尚、本実施の形態２の半導体チップの製造方法は、樹脂封止体７０の樹脂として蛍光体を
含有させた樹脂を用いる以外は、実施の形態１の製造方法と同様である。
【００２９】
以上のように構成された本実施の形態２の半導体チップにおいて、例えば、ｎ型半導体層
及びｐ型半導体層としてそれぞれ窒化物半導体を用い発光層において青色光を発光させ、
蛍光体として例えば、セリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系
蛍光体等の蛍光体を用いることにより、発光層で発光した光と蛍光体により発光された光
との混色により白色の光が観測される。
【００３０】
以上のように構成された実施の形態２の半導体チップは、基板１の下面を除いて全て樹脂
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封止体７０で覆っているので、色度のバラツキを小さくできる。
例えば、基板１の側面（又はその一部）が蛍光体を含む樹脂により覆われていないと、そ
の部分から発光層で発光した光が直接出射され、全体としては青みががった白色となるが
、実施の形態２の半導体チップでは基板１の側面を露出させることなく蛍光体を含む樹脂
により覆うことができるので、かかる不都合を防止できる。
【００３１】
以下、本発明に係る実施の形態１又は２の半導体チップの実装例について説明する。
実装例１．
実装例１は、本発明に係る半導体チップをフリップチップボンディングした場合の実装例
である（図７）。
すなわち、本実装例では、図７に示すように、実装基板９０に形成された電極（図示せず
）に半導体チップの電極層２４，３４を対向させハンダ８０により接続している。
この例では、発光した光は基板の下面から放射される。
このようにフリップチップボンディングされて使用される場合には、半導体チップの樹脂
封止体７には、例えば酸化チタン等の反射散乱粒子を含有させることが好ましく、このよ
うに樹脂封止体７に反射散乱粒子を含有させると基板の側面及び基板の電極側から放射さ
れる光をその反射散乱粒子により反射して基板の下面から出射することができるので、光
の取りだし効率を向上させることができる。
【００３２】
また、フリップチップボンディングされて使用される場合には、半導体チップの樹脂封止
体７にＡｌＮ等の熱伝導性の良好な粒子を含有させてもよく、このようにすると樹脂封止
体７の熱伝導性を向上させることができるので、放熱特性を良好にできる。
さらに、フリップチップボンディングされて使用される場合には、半導体チップの樹脂封
止体７の材料として、耐熱性に優れた樹脂を用いることが好ましく、これによりリフロー
ハンダ付けを可能にしかつそれによる劣化を防止できる。
【００３３】
実装例２．
本実装例２は、図８に示すように、基板１の上面、すなわち基板１の電極が形成された側
から光を取り出すことを意図して、例えば、ＡｕやＡｌからなるワイヤー８２を用いてワ
イヤーボンディングにより接続した例である。
例えば、実施の形態２の半導体チップではこのような実装方法が用いられる。
このような実装方法で本発明に係る素子は略垂直な側面を有する樹脂封止体７によって覆
われているので、ダイボンド樹脂８３が樹脂封止体７の上面に廻り込んで付着するのを（
バンプ上に付着するのを）防止できる。
ここで、本実装例において、ダイボンド樹脂としてエポキシ樹脂や銀ペーストを用いるこ
とができる。
【００３４】
以上の実施の形態１及び２では、窒化物半導体を用いた発光素子チップについて説明した
が、本発明はこれに限られるものではなく、他の半導体材料を用いた素子についても適用
することができる。
また、本発明は発光素子チップに限られるものではなく、受光素子さらには光関連素子以
外のダイオードやトランジスタについても適用することができる。
【００３５】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明に係る半導体チップは、上記バンプの先端部分と基
板の下面を除いて上記チップを実質的に覆うように樹脂封止体が形成され、かつ該樹脂封
止体は上記基板に垂直な側面を有しているので、上記各半導体層及び各電極を保護するこ
とができ、実装時における取り扱いを容易にでき、かつ、上記樹脂封止体は上記基板に垂
直な側面を有しているので、実装時における取り扱いを容易にできる。
従って、本発明によれば、取り扱いが容易な半導体チップを提供することができる。
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また、本発明に係る半導体チップの製造方法は、上記ウエハの素子間に分離溝を形成する
溝形成工程と、上記分離溝に樹脂が充填されるように樹脂を形成する樹脂形成工程と、上
記ウエハを上記分離溝の硬化された樹脂が露出するまで研磨する研磨工程と、上記分離溝
の硬化された樹脂を切断する切断工程とを含むことにより、樹脂を硬化させた後に研磨及
び切断により樹脂封止体の形状加工を施しているので、寸法精度よく樹脂封止体を加工で
き、外形の寸法バラツキの少ない半導体チップを製造することができかつ、チッピングや
クラックの発生を容易に防止でき、しかも容易に自動化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る実施の形態１の半導体チップ（発光素子チップ）の平面図である
。
【図２】　図１のＡ－Ａ’線についての断面図である。
【図３】　実施の形態１の半導体チップの製造方法における、素子部分を構成した後の断
面図（ａ）、分離溝を形成した後の断面図（ｂ）、樹脂層を形成した後の断面図（ｃ）で
ある。
【図４】　実施の形態１の半導体チップの製造方法における、樹脂層を研磨した後の断面
図（ａ）、バンプ間を接続する電極層を形成した後の断面図（ｂ）、基板を研磨した後の
断面図（ｃ）、分離溝において樹脂層を切断した後の断面図（ｄ）である。
【図５】　実施の形態１の半導体チップの製造方法において、分離溝を形成した後の平面
図である。
【図６】　実施の形態１の半導体チップの製造方法において、樹脂層を研磨して、バンプ
間を接続する電極層を形成した後の平面図である。
【図７】　本発明に係る半導体チップをフリップチップ実装した時の様子を示す断面図で
ある。
【図８】　本発明に係る半導体チップをワイヤーボンディングを用いて実装した時の様子
を示す断面図である。
【符号の説明】
１…基板、
２…ｎ型半導体層、
３…ｐ型半導体層、
４，５…保護膜、
７…樹脂封止体、
７ａ…樹脂封止体の側面、
７ｂ…樹脂封止体７の底面、
２２…ｎパッド電極
２３，３３…バンプ、
２４，３４…電極層、
３１…ｐ全面電極、
３２…ｐパッド電極、
４１，４２…素子分離領域、
５１，５２…分離溝、
８０…ハンダ、
８２…ワイヤー、
９０…実装基板、
１００…ウエハ。
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