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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板と、
　前記透明基板上方に形成された第１導電型窒化物半導体層と、
　前記第１導電型窒化物半導体層上方に形成された窒化物半導体発光層と、
　前記窒化物半導体発光層上方に形成された、第１導電型と逆導電型の第２導電型窒化物
半導体層と、
　前記第２導電型窒化物半導体層および前記窒化物半導体発光層を切断し、前記第１導電
型窒化物半導体層を露出する深さの切欠き領域であって、複数のメサ状活性領域とメサ状
電極引き上げ領域とを画定する切欠き領域と、
　前記複数のメサ状活性領域の各々を取り囲む前記切欠き領域に露出された第１導電型窒
化物半導体層上に形成された第１導電型用オーミック電極部分及び前記第１導電型用オー
ミック電極部分から連続して前記メサ状電極引き上げ領域上に延在する第１導電型用パッ
ド電極部分とを含む第１導電型用電極と、
　前記複数のメサ状活性領域の各々の第２導電型窒化物半導体層上に形成された第２導電
型用オーミック電極と、
　前記透明基板と対向して配置され、前記第１導電型用パッド電極部分に対向接続された
第１導電型用導電性接続部材と、各前記第２導電型用オーミック電極に対向接続された第
２導電型用導電性接続部材とを有する支持基板と、
を有する半導体発光装置。
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【請求項２】
　前記複数のメサ状活性領域が発光領域内に行列状に配置され、前記メサ状電極引き上げ
領域が前記発光領域の外側の複数の領域に配置されている請求項１記載の半導体発光装置
。
【請求項３】
　前記メサ状活性領域の各々が矩形である請求項１または２記載の半導体発光装置。
【請求項４】
　前記切欠き領域がそれぞれ複数本の直交する２群の切欠き溝を含む請求項３記載の半導
体発光装置。
【請求項５】
　前記発光領域が矩形であり、前記メサ状電極引き上げ領域が前記矩形の外側の領域で前
記矩形の各辺の中央部に対応する領域を外す領域に設けられている請求項１～４のいずれ
か１項記載の半導体発光装置。
【請求項６】
　前記メサ状電極引き上げ領域が前記矩形の頂点近傍外側に配置され、Ｌ字型平面形状を
有する請求項５記載の半導体発光装置。
【請求項７】
　前記メサ状電極引き上げ領域が前記矩形の各頂点近傍および各辺の中央部に対応する領
域を外す領域外側に配置され、長方形平面形状を有する請求項５記載の半導体発光装置。
【請求項８】
　前記支持基板が、前記第１導電型用導電性接続領域に対する第１配線と、前記第２導電
型用導電性接続領域を相互に接続し、前記矩形の発光領域のいずれかの辺中央部に対向す
る領域を通って発光領域外に引き出す領域に対向する第２配線とを有する請求項５～７の
いずれか１項記載の半導体発光装置。
【請求項９】
　前記メサ状活性領域と前記メサ状電極引き上げ領域とが前記透明基板上で行列状に配置
される請求項１記載の半導体発光装置。
【請求項１０】
　前記切欠き領域がそれぞれ複数本の交差する、２群の延在する切欠き領域を含む請求項
９記載の半導体発光装置。
【請求項１１】
　前記メサ状活性領域と前記メサ状電極引き上げ領域とが同等の平面形状を有する請求項
９または１０記載の半導体発光装置。
【請求項１２】
　前記メサ状活性領域と前記メサ状電極引き上げ領域とが、併せて矩形状領域内に行列状
に配置される請求項１１記載の半導体発光装置。
【請求項１３】
　前記メサ状電極引き上げ領域が前記矩形状領域内の角部に配置された請求項１２記載の
半導体発光装置。
【請求項１４】
　第１導電型用電極が、選択的に電極を形成しない領域によって形成された位置合わせマ
ークを含む請求項１～１３のいずれか１項記載の半導体発光装置。
【請求項１５】
　前記位置合わせマークが、交差する方向に配置された２本以上の直線部を含む請求項１
４記載の半導体発光装置。
【請求項１６】
　前記位置合わせマークが、径１００μｍ～５００μｍの多角形または円である請求項１
４記載の半導体発光装置。
【請求項１７】
　前記メサ状活性領域各々の面積が０．０１ｍｍ２～０．２ｍｍ２である請求項１～１６
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のいずれか１項記載の半導体発光装置。
【請求項１８】
　前記導電性接続部材の厚みが、０．３μｍ～３μｍである請求項１～１７のいずれか１
項記載の半導体発光装置。
【請求項１９】
　前記支持基板の導電性接続部材は、半田、共晶接着と親和性の高い金属層を含む請求項
１～１７のいずれか１項記載の半導体発光装置。
【請求項２０】
　さらに、前記透明基板上方で、前記第１導電型用パッド電極部分および前記第２導電型
用オーミック電極を露出し、前記切欠き領域の第１導電型用オーミック電極を覆うように
配置され、溶融した前記接続部材と濡れ性が悪い保護膜を有する請求項１～１９のいずれ
か１項記載の半導体発光装置。
【請求項２１】
　前記支持基板が、前記第１導電型用導電性接続部材と前記第２導電型用導電性接続部材
との周囲に、溶融した前記導電性接続部材と濡れ性が悪い保護膜を有する請求項１～２０
のいずれか１項記載の半導体発光装置。
【請求項２２】
　（ａ）透明基板上方に第１導電型窒化物半導体層、窒化物半導体発光層、前記第１導電
型と逆導電型である第２導電型窒化物半導体層を形成した発光素子基板を準備する工程と
、
　（ｂ）前記第２導電型窒化物半導体層、窒化物半導体発光層の全厚さを切断し、前記第
１導電型窒化物半導体層の一部厚さを除去するエッチングを選択的に行い、複数のメサ状
活性領域、メサ状電極引き上げ領域を画定する切欠き領域を形成する工程と、
　（ｃ）前記複数のメサ状活性領域の各々を取り囲む切欠き領域に露出した前記第１導電
型窒化物半導体層上に配置された第１導電型用オーミック電極部分と、前記第１導電型用
オーミック電極部分から連続して前記メサ状電極引き上げ領域上に延在する第１導電型用
パッド電極部分とを含む第１導電型用電極を形成する工程と、
　（ｄ）前記複数のメサ状活性領域の各々の前記第２導電型窒化物半導体層上に第２導電
型用オーミック電極を形成する工程と、
　（ｅ）支持基板上に前記第１導電型用パッド電極部分に対向する第１導電型用導電性接
続部材と、各前記第２導電型用オーミック電極に対向する第２導電型用導電性接続部材と
を形成する工程と、
　（ｆ）前記支持基板と前記透明基板とを対向させて位置合わせし、前記第１導電型用パ
ッド電極部分と前記第１導電型用導電性接続部材、前記第２導電型用オーミック電極と前
記第２導電型用導電性接続部材を接続する工程と、
を含む半導体発光装置の製造方法。
【請求項２３】
　前記工程（ｅ）は、前記支持基板上に第１配線、第２配線を形成し、前記第１配線上に
前記第１導電型用導電性接続部材、前記第２配線上に前記第２導電型用導電性接続部材を
形成する請求項２２記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項２４】
　前記工程（ｆ）は、共晶を形成する請求項２２または２３記載の半導体発光装置の製造
方法。
【請求項２５】
　前記工程（ｂ）が、行列状に配置された前記メサ状活性領域を画定する切欠き領域をエ
ッチングする請求項２２～２４のいずれか１項記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項２６】
　前記工程（ｂ）が、矩形状発光領域内に行列状に配置された前記メサ状活性領域と、前
記矩形状発光領域外側の頂点近傍に配置された前記メサ状電極引き上げ領域を画定する切
欠き領域をエッチングする請求項２５記載の半導体発光装置の製造方法。
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【請求項２７】
　前記工程（ｂ）が、矩形状領域内に、行列状に配置された前記メサ状活性領域と前記メ
サ状電極引き上げ領域とを画定する切欠き領域をエッチングする請求項２２～２４のいず
れか１項記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項２８】
　前記メサ状電極引き上げ領域は、前記矩形状領域の角部に配置される請求項２７記載の
半導体発光装置の製造方法。
【請求項２９】
　前記工程（ｃ）が、前記メサ状電極引き上げ領域上に選択的に電極を形成しない領域に
より位置合わせ用マークを作成する請求項２７または２８記載の半導体発光装置の製造方
法。
【請求項３０】
　さらに、（ｇ）工程（ｄ）の後、工程（ｆ）の前に、前記透明基板上方で、前記メサ状
電極引き上げ領域上の第１導電型用パッド電極部分および前記第２導電型窒化物半導体層
上の前記第２導電型用オーミック電極を露出し、前記切欠き領域の第１導電型用オーミッ
ク電極を覆うように、溶融した時の前記導電性接続部材と濡れ性が悪い保護膜を形成する
請求項２２～２９のいずれか１項記載の半導体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、半導体発光装置とその製造方法に関し、特にサファイアなどの透明単結晶基
板上に半導体発光構造を形成した半導体発光装置とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧａＮ，ＧａＡｌＮ，ＩｎＧａＮ，ＩｎＡｌＧａＮ等の窒化物半導体（ＧａＮ系化合物
半導体と呼ぶ）を利用した青色発光の半導体発光装置が広く知られている。青色発光する
発光ダイオード（ＬＥＤ）を蛍光物質を含む波長変換層で被覆すると、白色光を発光させ
ることもできる。白色光は、照明等の用途に用いることもできる。
【０００３】
　ＧａＮ系半導体層は、一般的に絶縁性透明単結晶基板であるサファイア基板上に成長さ
れる。このため、ＬＥＤの電極はサファイア基板と逆側の表面側から引き出す必要がある
。発光は全方位に生じる。サファイア基板側から出力光を取り出すこともできる。
【０００４】
 近年、発光ダイオードの高出力化が進むと共に、従来使用されていた表示用分野から特
殊照明、一般照明、自動車照明など照明用分野に市場が拡大してきた。同時に、ＬＥＤの
ダイサイズも□３００μｍ程度から□１ｍｍ、□２ｍｍと大型化が進んできた。しかし、
ダイサイズの大型化に伴い、発光むら、電流供給障害、素子の発熱などの問題が顕在化し
てきた。
【０００５】
　特開２００２－２７０９０５号は、サファイア基板上に複数の発光素子を形成し、シリ
コン基板で形成した１個のサブマウント素子にバンプを介して搭載することを提案してい
る。複数個の発光素子を集積することにより大きな発光光量が得られ、サファイア基板よ
り優れた放熱性を有するシリコン基板により、放熱が促進され、発熱による発光効率の低
下が改善され、発光効率がよくなり、優れた照明用光源が得られる。
【０００６】
　特開２００３－１１０１４８号は、サファイア基板上に半導体発光素子を形成し、実装
基板上に実装すると共に、電気的導通を行うバンプと共に、電気的に絶縁されたダミーバ
ンプを挟むことにより放熱性を向上した半導体発光装置を提案する。
【０００７】
　特許第３１３６６７２号は、ｎ型窒化ガリウム系半導体層の上にｐ型不純物を添加した
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ｉ型窒化ガリウム系半導体層を積層し、一方の電極を表面に形成し、その周囲をエッチン
グし、前記一方の電極を囲むように、側面を含む全周に他方の電極を形成し、電極間に流
れる電流を均一化すると共に、側方に逃げる光を反射して出射させる構造を提案している
。
【０００８】
　特許第２９１４０６５号は、窒化ガリウム系発光ダイオードにおいて、一対の電極層の
間の半導体層上に絶縁性保護膜を形成し、リード電極を接続する際の銀ペーストによる短
絡を防止することを提案する。
【０００９】
【特許文献１】特開２００２－２７０９０５号公報
【特許文献２】特開２００３－１１０１４８号公報
【特許文献３】特許第３１３６６７２号公報
【特許文献４】特許 第２９１４０６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、窒化物半導体発光層を有し、発光領域全域に電流供給が速やかに行え
、高光出力を効率的に提供できる半導体発光装置とその製造方法を提供することである。
【００１１】
　本発明の他の目的は、広い発光領域から効率的に発光を生じさせることのできる、窒化
物半導体発光層を有する半導体発光装置と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】
【００１２】
　本発明の１観点によれば、透明基板と、前記透明基板上方に形成された第１導電型窒化
物半導体層と、前記第１導電型窒化物半導体層上方に形成された窒化物半導体発光層と、
前記窒化物半導体発光層上方に形成された、第１導電型と逆導電型の第２導電型窒化物半
導体層と、前記第２導電型窒化物半導体層および前記窒化物半導体発光層を切断し、前記
第１導電型窒化物半導体層を露出する深さの切欠き領域であって、複数のメサ状活性領域
とメサ状電極引き上げ領域とを画定する切欠き領域と、前記複数のメサ状活性領域の各々
を取り囲む前記切欠き領域に露出された第１導電型窒化物半導体層上に形成された第１導
電型用オーミック電極部分及び前記第１導電型用オーミック電極部分から連続して前記メ
サ状電極引き上げ領域上に延在する第１導電型用パッド電極部分とを含む第１導電型用電
極と、前記複数のメサ状活性領域の各々の第２導電型窒化物半導体層上に形成された第２
導電型用オーミック電極と、前記透明基板と対向して配置され、前記第１導電型用パッド
電極部分に対向接続された第１導電型用導電性接続部材と、各前記第２導電型用オーミッ
ク電極に対向接続された第２導電型用導電性接続部材とを有する支持基板と、を有する半
導体発光装置が提供される。
【００１３】
　本発明の他の観点によれば、（ａ）透明基板上方に第１導電型窒化物半導体層、窒化物
半導体発光層、前記第１導電型と逆導電型である第２導電型窒化物半導体層を形成した発
光素子基板を準備する工程と、（ｂ）前記第２導電型窒化物半導体層、窒化物半導体発光
層の全厚さを切断し、前記第１導電型窒化物半導体層の一部厚さを除去するエッチングを
選択的に行い、複数のメサ状活性領域、メサ状電極引き上げ領域を画定する切欠き領域を
形成する工程と、（ｃ）前記複数のメサ状活性領域の各々を取り囲む切欠き領域に露出し
た前記第１導電型窒化物半導体層上に配置された第１導電型用オーミック電極部分と、前
記第１導電型用オーミック電極部分から連続して前記メサ状電極引き上げ領域上に延在す
る第１導電型用パッド電極部分とを含む第１導電型用電極を形成する工程と、（ｄ）前記
複数のメサ状活性領域の各々の前記第２導電型窒化物半導体層上に第２導電型用オーミッ
ク電極を形成する工程と、（ｅ）支持基板上に前記第１導電型用パッド電極部分に対向す
る第１導電型用導電性接続部材と、各前記第２導電型用オーミック電極に対向する第２導
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電型用導電性接続部材とを形成する工程と、（ｆ）前記支持基板と前記透明基板とを対向
させて位置合わせし、前記第１導電型用パッド電極部分と前記第１導電型用導電性接続部
材、前記第２導電型用オーミック電極と前記第２導電型用導電性接続部材を接続する工程
と、を含む半導体発光装置の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　発光領域に、切欠き領域で囲まれた複数のメサ状活性領域を形成し、各メサ状活性領域
を取り囲む切欠き領域に一方の電極を形成し、各メサ状活性領域の上に他方の電極を形成
することにより発光領域のあらゆる位置に低抵抗で効率的に電流を供給することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の実施例を説明する。
【００１６】
　図１Ａ－１Ｃ，２Ａ－２Ｃ，３，４Ａ，４Ｂ、５Ａ－５Ｃは、本発明の第１の実施例に
よる半導体発光装置の製造方法を説明するための断面図および平面図である。図１Ａ－１
Ｃ，２Ａ－２Ｃ，３は、半導体発光素子基板の断面図、平面図であり、図４Ａ，４Ｂは、
支持基板の断面図、平面図であり、図５Ａ－５Ｃは、半導体発光素子基板を支持基板上に
接着した半導体発光装置の断面図、平面図である。
【００１７】
　　図１Ａに示すように、サファイア基板１００の表面上に、ＧａＮ系窒化物半導体層の
エピタキシャル成長を行う。エピタキシャル成長は、例えば有機金属気相エピタキシャル
成長（ＭＯＶＰＥ）又は分子線エピタキシャル成長（ＭＢＥ）等により行なうことができ
る。
【００１８】
　サファイア基板１００上に、必要に応じてエピタキシャル成長する温度よりも低温でＧ
ａＮ系窒化物半導体のバッファ層を成長し、続いてエピタキシャル成長可能な温度でＧａ
Ｎ系ｎ型窒化物半導体層１０１をエピタキシャルに成長する。ｎ型窒化物半導体層１０１
の上に、発光を行なう機能を有する、ＧａＮ系窒化物半導体発光層１０２、続いてｐ型不
純物をドープしたｐ型ＧａＮ系窒化物半導体層１０３をエピタキシャルに成長する。発光
層１０２とｐ型層１０３とを合わせた厚さは例えば０．４μｍである。
【００１９】
　発光層は、単層でもバリア層とウェル層とを交互に積層した多重量子井戸構造でもよい
。さらにスペーサ層などを形成してもよい。発光ダイオードの積層構造としては、公知の
種々の構成を採用することができる。
【００２０】
　図１Ｂに示すように、ｐ型層１０３表面上にメサ状活性領域２１０及びメサ状電極引き
上げ領域２１１を覆い、それらの周辺を開口するホトレジストパターンＰＲ１を作成する
。
【００２１】
　図１Ｃに示すように、メサ状活性領域２１０は、矩形状発光領域ＥＲ内に行列状に配置
された矩形状領域であり、メサ状電極引き上げ領域２１１は、矩形状発光領域の各頂点外
側に配置されたＬ字型領域である。Ｌ字型領域の外側にも開口部が配置される。なお、１
チップ部分を図示するが、実際の製造工程においては、ウエハには多数のチップが配列さ
れる。チップの平面形状は、例えば１辺１ｍｍの矩形である。メサ状活性領域の平面形状
は、例えば１辺１８０μｍの矩形である。Ｌ字型領域２１１間の切欠き領域２１２の長さ
は例えば３００μｍである。各メサ状活性領域の面積は、０．０１ｍｍ２（□０．１００
ｍｍ）～０．２ｍｍ２（□０．４４７ｍｍ）とするのが好ましい。
全平面形状は９０度回転対称である。後の接着工程において、発光素子基板を９０度未満
の回転で位置合わせすることができる。
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【００２２】
　ホトレジストパターンＰＲ１をエッチングマスクとして、ｐ型層１０３と発光層１０２
との全厚さ、さらにｎ型層１０１の一部厚さを反応性イオンエッチングで除去して、トレ
ンチ２１５、外周切欠き領域２１３を含む切欠き領域を形成する。切り欠き領域２１３及
びトレンチ２１５の深さは、基板表面から例えば０．６μｍとし、厚さ０．４μｍのｐ型
層１０３、発光層１０２を完全に貫通し、ｎ型層１０１の一部厚さに入り込む形状とする
。
【００２３】
　図１Ｃに示すように、トレンチ２１５は、交差する２方向にそれぞれ複数本形成され、
行列状に配置されたｍ×ｎのメサ状活性領域２１０を画定する。外周切欠き領域２１３は
、最外トレンチと協同して、メサ状電極引き上げ領域２１１を画定する。トレンチは、各
メサ状活性領域とメサ状電極引き上げ領域を分離する機能を有し、分離領域と呼ぶことも
できる。
【００２４】
　矩形発光領域の各辺の中央部外側では、メサ状電極引き上げ領域が除去された切欠き領
域２１２が形成される。従って、メサ状電極引き上げ領域２１１の平面形状はＬ字型にな
る。このＬ字を位置合わせマークとして利用することもできる。切欠き領域２１２は、両
側のトレンチ２１５及び切欠き部２１３と同一平面を形成する。切欠き領域２１２は、後
に説明する支持基板の配線領域と対向し、短絡を防止するのに有効である。
【００２５】
　エッチングの後、ホトレジストパターンＰＲ１は除去する。このようにして、外周の切
欠き領域２１３、メサ状電極引き上げ領域２１１間の切欠き領域２１２、メサ状活性領域
を画定するトレンチ２１５を含む同一深さの切欠き領域を形成する。メサ状電極引き上げ
領域２１１は、メサ状活性領域２１０と同一高さ（レベル）である。トレンチ２１５に露
出したｎ型領域１０１上に形成するｎ側電極を連続的にメサ状電極引き上げ領域２１１上
に延在させると、メサ状活性領域２１０上に形成する電極と同一高さ（レベル）にｎ側電
極を引き上げられる。
【００２６】
　図２Ａに示すように、基板表面に、メサ状活性領域の周辺部を除くｐ型領域１０３に開
口を有するホトレジストパターンＰＲ２を形成する。電子ビーム蒸着により、厚さ１ｎｍ
のＰｔ（白金）層、厚さ１００ｎｍのＲｈ（ロジウム）層、厚さ１００ｎｍのＴｉ層、厚
さ１００ｎｍのＰｔ層、厚さ１００ｎｍのＡｕ層、厚さ１００ｎｍのＰｔ層、厚さ２００
ｎｍのＡｕ層（Ｐｔ／Ｒｈ／Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ／Ｐｔ／Ａｕと表わす）を蒸着する。メサ
状活性領域のｐ型層１０３の上に、ｐ側電極１０５が形成される。なお、ホトレジストパ
ターンＰＲ２の上にも電極層が積層される。ホトレジストパターンＰＲ２を、その上に堆
積した金属層と共に除去（リフトオフ）し、ｐ側電極１０５を残す。
【００２７】
　図２Ｂに示すように、基板上に、トレンチ２１５内に露出したｎ型領域１０１の電極形
成領域からメサ状電極引き上げ領域の電極形成領域に連続する開口を有するホトレジスト
パターンＰＲ３を形成する。電子ビーム蒸着により、厚さ３ｎｍのＡｌ層、厚さ１００ｎ
ｍのＲｈ層、厚さ１００ｎｍのＴｉ層、厚さ１００ｎｍのＰｔ層、厚さ１００ｎｍのＡｕ
層、厚さ１００ｎｍのＰｔ層、厚さ２００ｎｍのＡｕ層（Ａｌ／Ｒｈ／Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ
／Ｐｔ／Ａｕと表わす）を堆積する。トレンチ２１５内にｎ側オーミック電極１０４、最
外トレンチからメサ状電極引き上げ領域２１１上に延在するｎ側パッド電極１０７が形成
される。
【００２８】
　ホトレジストパターンＰＲ３を除去すると共に、その上に堆積した金属層をリフトオフ
する。このようにして、メサ状活性領域及びメサ状電極引き上げ領域を形成した基板表面
上に、ｐ側電極、ｎ側電極が形成される。なお、ｐ側電極のＰｔ／Ｒｈは、半導体ｐ型領
域とオーミックコンタクトを形成することを主目的とした積層であり、半導体表面と接触
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及び近接するＰｔ／Ｒｈ層の代りに、Ｒｈ単層、Ｐｔ／Ａｇ積層、Ｒｈ／Ａｇ積層等を用
いることもできる。この積層は、ｐ型領域とオーミック接触を形成すると共に、発光層１
０２から放出した光に対して反射率の高い材料であることが好ましい。Ｔｉ層は接着層の
機能を有する。連続蒸着する場合には、Ｔｉ層を省いてもよい。上層のＰｔ／Ａｕ／Ｐｔ
／Ａｕは、用いる半導体発光素子の表面状態や、支持基板との接着性等を考慮し、各層の
厚さを選択すればよい。電極層全体の厚さを変更する場合は、中間のＡｕ層の厚さで対応
し、共晶の接着性を変える場合は表面のＡｕ層の厚さを選択する。
【００２９】
　ｎ側電極のＡｌ／Ｒｈは、ｎ型領域１０１とオーミック接触を形成することを主目的と
した電極であり、他にＡｌ／Ｐｔ積層、Ａｌ／Ｉｒ積層、Ａｌ／Ｐｄ積層等を用いること
もできる。Ｔｉ層はｐ側電極のＴｉ層と同様である。上層のＰｔ／Ａｕ／Ｐｔ／Ａｕの積
層は、ｐ側電極の上層と同様に調整することができる。ｐ側電極形成後にｎ側電極を形成
する場合、ｐ型電極よりもわずかに高くしたり低くしたり又は同一レベルに揃えることも
可能である。例えば、ウエハがエピ層側に凸にそり、周辺部が中央部よりも下がる場合に
は、ｎ側電極の高さをｐ側電極よりもわずかに高くして平坦面上に両電極表面が位置され
るようにすることができる。逆に凹に反っている場合は、ｎ側電極の高さをｐ側電極より
もわずかに低くすることができる。
【００３０】
　図２Ｃは、ｐ側電極１０５、ｎ側電極１０４，１０７を形成した発光素子基板表面の形
状を示す。なお、ＩＩＢ‐ＩＩＢ線に沿う断面図が図２Ｂに相当する。各メサ状活性領域
２１０の中央領域にｐ側電極１０５が形成され、トレンチ２１５の中央部にｎ側オーミッ
ク電極１０４、最外トレンチからメサ状電極引き上げ領域２１１の上にｎ側パッド電極１
０７が連続して形成されている。ｎ側電極は、チップ周辺部においてメサ状電極引き上げ
領域表面上のｎ側パッド電極１０７で電流を供給され、各メサ状活性領域２１０を取り囲
んで形成されたｎ側電極１０４を介して各発光領域に電流を供給する。ｐ側電極１０５は
、各メサ状活性領域の上表面に直接形成され、各発光領域に電流を供給する。
【００３１】
　図３に示すように、基板上方からスパッタリングによりＳｉＯ２層１０６を厚さ１００
～３００ｎｍ堆積する。その後、ｐ側電極１０５、ｎ側パッド電極１０７上に開口を有す
るレジストパターンを形成し、ＳｉＯ２層１０６をウエットエッチングする。このように
して、ｐ側電極１０５、ｎ側パッド電極１０７表面を露出させる。ＳｉＯ２層１０６は、
その後の電極接着工程において接続材料が濡れるのを防止する難濡れ性保護膜である。難
濡れ性保護膜は、接触角が９０度以上の保護膜である。難濡れ性保護膜としては、ＳｉＯ

２の他、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２等を用いることもできる。
【００３２】
　なお、ｐ側電極１０５、ｎ側電極１０４、１０７表面上に、Ｔｉ層を厚さ１－３ｎｍ程
度蒸着しておくと、難濡れ性保護膜との密着性を高くすることができる。Ｔｉ層は、Ｓｉ
Ｏ２のウエットエッチングの際同時にエッチングされるので、露出された電極、およびパ
ッド電極表面にはＡｕ層が表れる。電極形成を終了したサファイア基板発光素子ウエハは
、研削、研磨して厚さを１００μｍ程度まで薄くする。その後、スクライブ、ブレーキン
グを行い、個々の発光素子基板に分離する。このようにして、発光素子基板が形成される
。
【００３３】
　図４Ａに示すように、支持基板２００として例えばＳｉ単結晶基板を用いる。まず、Ｓ
ｉ単結晶基板を洗浄して、表面を清浄化する。Ｓｉ単結晶基板表面上に、スパッタリング
でＳｉＯ２層２０１を厚さ３００ｎｍ堆積する。なお、熱酸化膜が形成されたＳｉ基板を
用いる場合には改めてＳｉＯ２層２０１を形成する必要はない。ＡｌＮ基板等の絶縁基板
を用いる場合は、表面に絶縁保護層を形成する必要がない。
【００３４】
　基板表面上に、配線を形成しない領域にホトレジストパターンを形成し、電子ビーム蒸
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着により厚さ１０ｎｍのＴｉ層、厚さ１０００ｎｍ（１μｍ）のＡｕ層を堆積する。その
後、レジストパターンを除去し、その上に堆積した金属層をリフトオフする。このように
して、ｎ側配線層２０２、ｐ側配線層２０４を形成する。配線層は、Ｔｉ／Ａｕの他、Ｎ
ｉ／Ａｕ，Ａｌ／Ａｕ等を用いることもできる。
【００３５】
　図４Ｂに示すように、ｐ側配線層２０４は、メサ状活性領域が配置されるチップ中央部
の発光領域に対応する領域に連続的に形成される。ｎ側配線層２０２は、チップ周辺のメ
サ状電極引き上げ領域を接続する形状に作成される。
【００３６】
　図４Ａに戻り、発光素子基板の接触部に対応する領域に開口を有するレジストパターン
を形成し、厚さ１０ｎｍのＮｉ層、厚さ１００ｎｍのＡｕ層、厚さ１００ｎｍのＰｔ層、
厚さ５０－２００ｎｍのＡｕ層と厚さ５０－２００ｎｍのＳｎ層をｎ回積層した層、及び
厚さ５０－２００ｎｍのＡｕ層（Ｎｉ／Ａｕ／Ｐｔ／（Ａｕ／Ｓｎ）ｎ／Ａｕと表す）を
積層し、レジストマスクを除去すると共にレジストマスク上の金属層をリフトオフし、ｎ
側接続部材２０３及びｐ側接続部材２０５を作成する。
【００３７】
　ｐ側接続部材２０５は、発光素子基板のメサ状活性領域上のｐ側電極１０５に対応した
形状を有し、ｎ側接続部材２０３は、発光素子基板上のメサ状電極引き上げ領域２１１の
パッド電極１０７に対応した形状を有する。
【００３８】
　接続部材２０３，２０５の（Ａｕ／Ｓｎ）ｎの各Ａｕ層とＳｎ層の厚さは、共晶温度と
共晶過程を考慮して決定することができる。例えば、Ａｕ層の厚さは７５．６ｎｍ、Ｓｎ
層の厚さは１０９．３ｎｍとし、繰り返し回数ｎは５回とする。
【００３９】
　初めから共晶金属を蒸着する場合よりも、積層構造を堆積し、その後共晶を行う方が安
定性がよい。溶融後のＡｕとＳｎの組成比をＡｕ：Ｓｎ＝８０：２０（重量％）（Ａｕ／
２０Ｓｎとも呼ぶ）とする場合、嵩高比は０．５４４：０．４５６となる。
【００４０】
　上述の構成においては、支持基板上のＡｕ層の数がｎ＋１、Ｓｎ層の数はｎであり、発
光素子基板の電極最表面にさらにＡｕ層が存在するため、Ａｕ層の総数はｎ＋２となる。
【００４１】
　図５Ａ、５Ｂに示すように、支持基板上に発光素子基板を裏返した形で、フリップチッ
プボンディングする。ｐ側接続部材２０５と発光素子基板上のｐ側電極１０５とが対向し
、メサ状電極引き上げ領域上のｎ側電極１０７とｎ側接続部材２０３とが対向する。
【００４２】
　発光素子基板と支持基板は、共晶ボンディング装置を用いて接着する。まず、発光素子
部と支持基板の電極パターンの位置合わせを行い、次に共晶に適した圧力で圧接し、最後
に適当な共晶温度プロファイルを用いて、加熱、保持、冷却を行い、発光素子基板と支持
基板を接着する。共晶組成が、Ａｕ/２０Ｓｎ（Ｗｔ％）の場合、２８０℃～３３０℃で
共晶接着をおこなう。
【００４３】
　図５Ｃは、発光素子基板を支持基板上に積層した状態を上方より見た平面図である。Ｖ
Ａ‐ＶＡ線が図５Ａに対応し、ＶＢ‐ＶＢ線が図５Ｂに対応する。発光素子基板よりも右
側に、ボンディング領域が確保されており、ｎ側配線２０２にｎ側ワイヤ２５１をボンデ
ィングし、ｐ側配線２０４にｐ側ワイヤ２５２をボンディングする。
【００４４】
　完成した発光素子は、例えば、フレーム、配線基板、ヒートシンク、ステムなどに接着
する。接着には、Ａｇペースト、半田、共晶などを用いることができる。その用途に合わ
せて、支持基板の研磨面の粗さを調整することもできる。例えば、Ａｇペーストで接着す
る場合、支持基板の研削・研磨面側が少々荒れている方が接着性は良い。また半田や共晶
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で接着する場合には、研削・研磨面にＣｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｓｎ層を形成するので鏡面が良
い。
【００４５】
　本実施例によれば、各メサ状活性領域２１０の上面には、中央部に広くｐ側電極１０５
が形成され、ｐ側接続部材２０５と接触を形成するため、ｐ側電極の付随抵抗は低くでき
る。又、メサ領域を取り囲むトレンチの表面には、ｎ側電極がメサを取り囲むように形成
されており、全周辺部から付随抵抗低く、電流を供給することができる。ｎ側電極１０４
は、格子状に配線されるため、冗長性が高く断線が生じてもその被害は抑制される。ｎ側
パッド電極１０７が、メサ状活性領域２１０と同じ高さのメサ状電極引き上げ領域２１１
上面に引き上げられるので、ｎ側接続部材２０３とｐ側接続部材２０５を同一層構造とす
ることができ、製造工程を簡略化できる。ｎ側配線の全抵抗も低くすることができる。
【００４６】
　図５Ａを参照すると、発光層１０２から上方に発光した光Ｌ１は、ｎ型層１０１、透明
基板１００を透過して上方に出射する。発光層１０２から下方に出射した光Ｌ２は、ｐ側
電極１０５表面で上方に反射され、ｎ型層１０１、透明基板１００を透過して上方に出射
する。このようにして、発光層１０２から放出された光は効率よく上方に取り出される。
【００４７】
　ここで、共晶を形成するための積層構成の設計例について説明する。
【００４８】
   ＜ 構成 ＞
    接続部材層：（Ａｕ/ Ｓｎ）ｎ / Ａｕ
    パッド電極の表面層：Ａｕ
    繰返し数：ｎ
   ＜ 総数 ＞
    Ａｕ層の層数：ｎ＋２
    Ｓｎ層の総数：ｎ
   ＜ 層厚 ＞
    総厚： Ｌｔ
    Ａｕの嵩高比： Ｄａｕ （Ａｕ/２０Ｓｎの場合０．５４４）
    Ｓｎの嵩高比： Ｄｓｎ （Ａｕ/２０Ｓｎの場合０．４５６）
    注記：スパッタで成膜した錫は、測定したところ灰色錫と判明したので
           密度を５．７６（ｇ/ｃｍ３）として嵩高比を計算した。
【００４９】
    Ａｕの膜厚：Ｌａｕ＝ Ｌｔ＊Ｄａｕ／（ｎ＋２）
    Ｓｎの膜厚：Ｌｓｎ＝ Ｌｔ＊Ｄｓｎ／ｎ
    共晶部材膜厚：Ｌｓｔ＝ Ｌａｕ＊（ｎ＋１）＋Ｌｓｎ＊ｎ
    パッド表面Ａｕ厚：Ｌｐｄ＝Ｌａｕ
  例えば、共晶金属層の総厚を１２００ｎｍ、繰返し数をｎ＝５とすると、Ａｕは７層と
なり１層の膜厚が９３．３ｎｍとなる、またＳｎは５層となり１層の膜厚が１０９．３ｎ
ｍとなる。よって、接続部材の総膜厚は１１０６．７ｎｍ、対向する発光素子基板の電極
表面Ａｕ層の最低膜厚を９３．３ｎｍ以上とする。
【００５０】
　更に接着性を向上させる為に、対向する発光素子基板の電極表面Ａｕ層の最低厚みを２
００ｎｍと固定した。よって各層の厚みは以下となる。
【００５１】
    総厚： Ｌｔ ＝ １２００ｎｍ
    パッド表面Ａｕ厚：Ｌｐｄ＝ ２００ｎｍ
    繰返し数：ｎ＝ ５
    共晶部材のＡｕ膜厚：Ｌａｕｓｔ＝ （Ｌｔ＊Ｄａｕ－ ２００）／（ｎ＋１）
                                    ≒ ７５．６ｎｍ



(11) JP 4632690 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

    共晶部材のＳｎ膜厚：Ｌｓｎｓｔ＝ Ｌｔ＊Ｄｓｎ／ｎ
                                    ≒ １０９．３ｎｍ
    共晶部材膜厚：Ｌｓｔ＝ Ｌａｕｓｔ＊（ｎ＋１）＋Ｌｓｎｓｔ＊ｎ
                          ≒  ４５３．６ ｎｍ ＋ ５４６．５ｎｍ
                         ≒   １０００ｎｍ
この様に、接続部材のＳｎ比を共晶比より見掛け上大きくしておくと、接続合部材が溶融
した時、対向する発光素子部の電極層表面のＡｕ層を溶融するため、接着性が向上する。
【００５２】
　上述の実施例においては、以下の特徴が得られる。
（１）発光面を中央にアレイ状に緻密に並べ、ｎ側電極パッドを外周部に配置した構造と
したことで、高い発光輝度を可能とし、外部観察上点的発光が可能となる。
（２）ｎ側オーミック電極とｎ側電極パッドとの機能を分離したので、発光面に占めるｎ
側オーミック電極の線幅を極力狭くでき、発光面内の輝度分布を均一化できる。
（３）全体として発光面積を広くしても、区画された全素子に均等に電流を供給できる。
また、格子状電極構造により、断線等の配線障害を抑制できる。
（４）ｎ側電極パッドを素子外周部に複数個配置でき、支持基板との接着障害を抑制でき
る。
（５）難濡れ性保護膜により発光面全面で支持基板と接着できる。高い放熱性を実現し、
高注入・高出力を可能とする。
（６）格子状ｎ型オーミック電極配線と外周に設けた複数のｎ型電極パッド構造は、断線
、給電障害に対して冗長性を著しく向上させる。
（７）ｎ×ｍ個のメサ状矩形活性領域に設けたｐ型オーミック電極（ｐ側電極パッド）は
、支持基板部の接続部材との接着性を著しく向上させる。
（８）ｐ型オーミック電極（ｐ側電極パッド）とｎ側電極パッド以外を非濡れ性保護膜で
覆い、接続部材のセルフカバレッジ、エリアキーピング、セルフプルアップ機能を持たせ
る。
【００５３】
　  このようにして、超高輝度、超高出力半導体発光素子が可能となる。高い信頼性と長
寿命化が可能であり、製造面においても安定した製造方法が提供できる。
【００５４】
　上述の実施例においては、メサ状電極引き上げ領域を位置合わせマークとしても利用で
きると説明したが、より積極的に位置合わせマークを形成することもできる。
【００５５】
　図６Ａ，６Ｂは、位置合わせマークを作成する変形例を示す。図６Ａは、図２Ｃに対応
する発光素子基板の平面図であり、図６Ｂは、図４Ｂに対応する支持基板の平面図である
。メサ状電極引き上げ領域３０１は、Ｌ字状でなく角部が除去された形状である。角部の
切欠き領域面上にｎ側電極を形成しない抜きパターン３０２を形成し、位置合わせパター
ンとしている。図６Ｂの支持基板は、メサ状電極引き上げ領域３０１に合わせた形状の接
続部材３０３を有する。なお、支持基板としては、図４Ｂに示す構造のものを用いること
もできる。
【００５６】
　発光素子基板に位置合わせマークを形成するには、角部の位置合わせマークを形成する
領域が開口したレジストマスクを用いてドライエッチングを行い、位置合わせマーク部に
十字の形状が追加されたレジストマスクを用いて、ｎ側電極の蒸着、リフトオフを行えば
よい。
【００５７】
　 ４隅の位置合わせマーク３０２は、十字、Ｌ字などのＸ－Ｙ平面状で異なる方向を有
し、交点を持つ形状が良い。また、径１００μｍ～５００μｍ程度の多角形や円でもよい
。位置合わせマークは、発光素子基板と支持基板の共晶工程において、共晶ボンダーのカ
メラで正確に発光素子基板の位置検出ができ、支持基板と位置精度の良い接着を可能とす
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る。特に、透明基板上に透明な半導体堆積層が形成された発光素子基板の場合は、電極層
とは反対側の基板側より発光素子基板の位置を検出・決定することが可能となる。
【００５８】
　第１の実施例においては、メサ状活性領域を矩形状の発光領域内に行列状に配列し、そ
の外側の角部にメサ状電極引き上げ領域を配置した。メサ状領域の配置は、これに限定さ
れない。
【００５９】
　図７Ａ，７Ｂは、本発明の第２の実施例を示す。図７Ａに示すように、メサ状活性領域
４０１とメサ状電極引き上げ領域４０２との平面形状を同等の矩形とし、併せて矩形状領
域内に行列状に配列する。メサ状領域以外の部分は第１の実施例同様リアクティブエッチ
ングして、ｎ型窒化物半導体層を露出する切欠き領域とする。切欠き領域のｎ型窒化物半
導体層から４隅のメサ状電極引き上げ領域４０２上に延在するｎ側電極４０３を形成し、
メサ状活性領域４０１のｐ型窒化物半導体層上にｐ側電極４０５を形成する。４隅のメサ
状電極引き上げ領域４０２上のｎ側電極４０３に＋型の位置合わせマークを形成する。
【００６０】
　図７Ｂは、支持基板の平面形状を示す。絶縁表面を形成したシリコン基板上に４隅のメ
サ状電極引き上げ領域を接続する形状にｎ側配線層４０６、メサ状活性領域を接続するよ
うにｐ側配線層４０７を形成し、メサ状配線引き上げ領域４０２上のパッド電極、メサ状
活性領域４０１上のｐ側電極に接続するように、それぞれ接続部材４０８，４０９を形成
する。ｐ側電極４０５とｎ側電極４０３のパッド部分が露出される様に保護膜を形成する
。
【００６１】
　その他の構成は上述の実施例と同様である。製造工程は上述の実施例と同様に行える。
本実施例では、矩形部領域の４隅のメサを電極引き上げ領域とし、ｎ側電極パッドを形成
したが、ｎ型電極パッドを形成できる位置ならば４隅に限るものではない。支持基板は、
１つの発光素子基板に対応した大きさとする他、複数の発光素子基板を接着できる大きさ
でもよい。支持基板自体がステム、ホーン型ステム、配線基盤等でもよい。
【００６２】
　メサ状領域は、行列状に配置する場合に限らない。メサ状活性領域の数が少ない場合は
、各メサ状活性領域の平面形状を種々変化させることも可能である。難濡れ性保護膜を設
けるのも発光素子基板に限らない。
【００６３】
　図８Ａ－８Ｅは、第３の実施例を示す。本実施例においては、発光素子基板および支持
基板の両方に難濡れ性保護膜を設け、メサ状活性領域の数を２とし、メサ状活性領域、メ
サ状電極引き上げ領域の形状を長方形とした。
【００６４】
　図８Ａ、８Ｂは発光素子基板の断面図、平面図である。前述の実施例同様、透明単結晶
基板５００上に、ＧａＮ系窒化物半導体でｎ型層５０１、発光層５０２、ｐ型層５０３を
積層する。リアクティブイオンエッチングでメサ領域以外をエッチングし、メサ状活性領
域５１０、メサ状電極引き上げ領域５１１を残す。
【００６５】
　切欠き領域に露出したｎ型層５０１上に、ホトレジストマスクと電子ビーム蒸着を用い
て、リフトオフにより、ｎ側オーミック電極５０４を形成し、連続してメサ状電極引き上
げ領域５１１上に延在させて、ｎ側パッド電極５０７を形成する。メサ状活性領域５１０
のｐ型層５０３上にｐ側オーミック電極５０５を形成する。ｎ側オーミック電極を覆い、
ｐ側オーミック電極５０５とｎ側パッド電極５０７の間を覆うＳｉＯ２膜５２０を形成す
る。
【００６６】
　図８Ｃ，８Ｄは、支持基板の断面図、平面図である。絶縁層５５１を備えたシリコン基
板５５０上に、ホトレジストマスクと電子ビーム蒸着を用いて、リフトオフにより、ｎ側
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配線層５５２、ｐ側配線層５５４を形成し、メサ状領域の電極形状に合わせて、ｎ側接続
部材５５３、ｐ側接続部材５５５を作成する。ｎ側配線層５５２、ｐ側配線層５５４を覆
い、ｎ側接続部材５５３、ｐ側接続部材５５５間の表面を覆うようにＳｉＯ２膜５７０を
形成する。このように、発光素子基板に加え、支持基板にも難濡れ性保護膜を形成する。
【００６７】
　図８Ｅに示すように、発光素子基板を支持基板上にフリップチップボンディングする。
発光素子基板上の電極５０５，５０７を、支持基板上の接続部材５５５，５５３に位置合
わせし、圧着、加熱して、共晶を形成する。その他の点は上述の実施例と同様である。
【００６８】
 発光素子部と支持基板部の両方に、難濡れ性保護膜を形成すると、接着工程において接
続部材の溶融エリアが完全に規制される為、電極間が数ミクロン程度の狭い間隔でも、良
好な接着が可能となる。
【００６９】
　第１、第２の実施例においては、格子状の切欠き（区画溝）により、ｎ×ｍ個の矩形部
活性領域にｐ型オーミック電極を形成し、放熱性を重要視し、熱抵抗層となる接続部材層
の厚みを、０．３μｍ～３μｍ程度の極薄い構造とした。以上、ｎ×ｍ個に細分化したｐ
型オーミック電極（ｐ側電極パッドと兼用）と支持基板部のｐ側接続部材との接着におけ
る機能的利点を以下に説明する。
【００７０】
 例えば、１ｍｍ２サイズの素子に３５０ｍＡの電流を流したときの駆動電圧を３．３Ｖ
、外部量子効率を１５％とし、発光以外のエネルギーが単純に熱になるとすると、約９８
ｋ（Ｗ/ｍ２）の熱流密度となる。即ち、大電流素子は発熱量が大きく、素子性能を有効
に機能させるには、発光素子部が発生した熱量を十分に放熱させることが重要である。
【００７１】
 フリップチップ型の半導体発光素子は、発光素子部で発した熱をｐ型オーミック電極 →
 ｐ側接続部材 → ｐ側引出し電極 → 支持基板 → 素子実装部（フレーム、ステム、配
線基板、ヒートシンク等を含む）の順に伝達・放熱される。ここでは、支持基板と素子実
装部の実装時の接着性・放熱性は十分だとし、ポイントを半導体発光素子基板内部の発光
素子と支持基板の接着状態だけに絞る。
【００７２】
  図９、図１０に接着過程を示す。共晶ボンディング装置を用いて、支持基板と発光素子
基板の位置を合わせた後、圧接させる。次に加熱すると溶解が始まり図９（Ａ）で示す接
触点から溶解・共晶が開始し（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）の順に接着・共晶が進行する。また
、接着の進行中は、接着領域へ溶解した接続部材が流れ込む為、その外側に接続部材が不
足する非接着領域が形成される。その為、適正荷重以下では図１０（Ａ）に示すように一
部しか接着しないが、適正荷重を加えると、図１０（Ｂ）のように非接着領域は無くなり
、ｐ型オーミック電極（ｐ側電極パッド）と支持基板は、接続部材を介して全面接着（図
１０Ｂ）する。
【００７３】
 図１１を用いて、設計接着面積と実接着面積について説明する。半導体発光素子ウエハ
の表面（ｐ型窒化物半導体層表面）には、約１０ｎｍ～３０ｎｍ程度の凹凸があり、大き
いものでは、約７０ｎｍ～１００ｎｍ程度の凹凸もある。この凹凸は、ｐ型オーミック電
極層（ｐ側電極パッド）形成後も電極表面に反映される。また、平面上で見た凹凸のうね
りは、数μｍ～数百μｍ程度の周期を持つ。
【００７４】
 実際の接着過程では、この凹凸により溶解・接着が開始した部位に共晶部材が集中し、
荷重を加えても非接着領域を無くすことが出来ない。
【００７５】
　図１１（Ｃ）で示す様に、この現象はｐ型オーミック電極（ｐ側電極パッド）の面積が
０．１ｍｍ２（□３００μｍ）程度未満では発生せず、図１１（Ｂ）に示す様に、ｐ型オ
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ーミック電極面積が０．２ｍｍ２程度より徐々に発生し、図１１（Ａ）に示すサイズであ
る０．４ｍｍ２程度では相当数で観察された。
【００７６】
　必要以上に荷重を加えると凸部のｐ型オーミック電極が損傷を受け、オーミック特性が
損なわれたり、反射率が低下し完成後の素子性能が低下するので荷重だけでは解決できな
い。
トレンチ幅は一定幅以下に狭くすることは出来ないので、ｐ型オーミック電極（ｐ側電極
パッド）サイズを極端に小さくすると、素子サイズに対するメサ状活性領域の矩形部面積
（発光エリア）が小さくなり、発光出力の点で不利になる、従って０．０１ｍｍ２程度以
上が現実的な面積となる。ｐ型オーミック電極（ｐ側電極パッド）形状は、接着領域が円
形に拡大することより、円形が望ましいが、発光面積のロスが大きくなるので正方形が適
当である。
【００７７】
 図１１（Ａ）、（Ｂ）は、設計接着面積が得られず、電気的接続は得られているが、接
着面積が小さいため支持基板側に必要な放熱が出来ず、熱劣化が早期に発生する。これら
の不良素子は、外観検査（発光特性）では検出ができない為、全数熱抵抗測定、エージン
グテストを実施することが望まれ、量産性、コストおよび信頼性の面で不利である。対照
的に、図１１（Ｃ）の素子は、量産性、コストおよび信頼性の面で優れていると言える。
【００７８】
 ところで、図１１（Ａ）の様な大面積半導体発光素子では、接着の問題を解決する為に
、図１１（Ｄ）に示すように接続部材、またはパッド側にバンプを用いて接着するケース
が多い。バンプは最低でも３０μｍ～５０μｍ程度の厚みがあり、熱抵抗が大きくなり、
放熱性は低下する。
【００７９】
　ｐ型オーミック電極（ｐ側電極パッド）のサイズを０．２ｍｍ２以下とすると、有効に
非接着領域を無くすことができると同時に、接着性特性が全面接着、または未接着の２値
的になる。即ち、図１１（Ａ）、（Ｂ）に示す様な中間的接着状態がなくなる為、外観検
査で発光区画数を調べるだけで、素子の定格電流値の決定が可能となる。サイズを０．１
ｍｍ２以下とすれば、この傾向はより顕著になる。
【００８０】
 図１２（Ａ）に示す全９区画の発光素子で定格電流が３６０ｍＡの素子の場合、図１２
（Ｂ）のように、検査で７区画だけが発光しているのならば、定格電流を２８０ｍＡと決
定できる。また、図１２（Ｃ）の様に８区画発光していれば、定格電流を３２０ｍＡと決
定できる。
以上、図１１（Ａ）、（Ｂ）では不良品となる素子が、ｎ×ｍ個で且つｐ型オーミック電
極（ｐ側電極パッド）のサイズを０．２ｍｍ２以下の大きさとすることで、発光区画数に
応じた定格電流を簡便に決定でき、別ランクの良品とすることが可能となる。
【００８１】
　第１の実施例は、格子状の区画溝により、ｎ×ｍ個のメサ状矩形活性領域にｐ型オーミ
ック電極を形成する構造と、外周に形成されたｎ側電極パッドと、前記ｐ型オーミック電
極（ｐ側電極パッド）とｎ側電極パッドを除いた部分に非濡れ性保護膜を形成する構造と
し、放熱性を重要視して、熱抵抗層となる支持基板部の接続部材層の厚みを、０．３μｍ
～３μｍ程度の極薄い構造とした。接着時の機能的利点を以下に説明する。
【００８２】
 図１３（Ａ）（Ｂ）に、接続部材（Ａｕ/２０Ｓｎ）が溶解している温度（３００℃前後
）での濡れ性を示す。図１３（Ａ）に示す様に、Ａｕに対する接続部材の接触角θは小さ
く濡れ性は良い。また、図１３（Ｂ）に示す様に、ガラスに対する接続部材の接触角θは
大きく濡れ性は悪い、俗に接触部材がボールアップした状態となる。以上の関係は、図１
３（Ｃ）に示す接触角と表面張力（界面張力）で説明され、相互の関係は式（１）で表さ
れる。
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【００８３】
　即ち、接続部材と接触表面の間で濡れ易ければ、溶解した接続部材は接触表面に拡がり
やすく、また濡れ難ければ、拡がらないことになる。
【００８４】
 図１４（Ａ），（Ｂ）を用いて、実際の接着工程について説明する。まず、図１４（Ａ
）に示す様に、支持基板部の引出し電極層（Ａｕ）上に設けられた接続部材（Ａｕ/２０
Ｓｎ）へ、接続部材より僅かに大きい発光素子部の電極パッド（Ａｕ）が押付けられる。
その後、共晶部材が溶解する３００℃前後に過熱され、接続部材が溶解を開始する。この
とき、Ａｕ/２０Ｓｎ（ｗｔ％）からなる接続部材は、Ａｕからなる引出し電極表面に広
がる（濡れ）と同時に界面で双方の材料が一部混ざり合い、Ａｕリッチな粘性の高い層が
でき接続部材の広がりは抑制される。また、発光素子基板のＡｕからなる電極パッドに接
触している接続部材は、電極パッド上に拡がり（濡れ）、濡れ性の悪い保護膜との境界面
で止まる（セルフカバレッジ）。
【００８５】
　図１４（Ｂ）に示す様に、前記過程を経て支持基板部と接続部材は接着される。接続部
材の接着時の形状は、引出し電極と接続部材、雰囲気ガスと接続部材、電極パッドと接続
部材の各界面の界面張力、接続部材の凝集力、粘性等の釣合いで決まる。
図１４（Ｃ）で示す様に、大きめの荷重が掛かり、電極パッドと接続部材の界面に、接続
部材を拡げる力が働らいても、濡れ性の悪い保護膜により、接続部材の接触角は大きくな
るが、電極パッド内に接続部材は留まる（エリアキーピング）。
別のケースとして、支持基板と発光素子基板の位置合わせが多少ずれ、接続部材が、電極
パッドの外周の保護膜上にはみ出したとしても、溶解時には界面張力により電極パッド内
に収まる（セルフプルアップ）。
具体的には、接続部材が電極パッド端より５～１５μｍ程度までのはみ出しなら、溶解・
接着時に、難濡れ性保護膜ではじかれ、電極パッド内に収斂した。当然、電極パッド、難
濡れ性保護膜、接続部材の材質および表面状態により、相互に働く界面張力が変わるので
、収斂可能なはみ出し量は変化する。はみ出しの収斂効果を考えた場合、難濡れ性保護膜
は、電極パッド端より、予測は見出し幅の２～３倍程度の幅まで施す必要がある。
【００８６】
 前記作用は、電極パッドが０．１ｍｍ２～０．２ｍｍ２程度の面積以下で、また接続部
材の厚みが０．３μｍ～３μｍの間で、より良好に機能した。以上、電極パッド周囲に、
難濡れ性保護膜を配置することで、電極パッド全面に接続部材が接着し、安定した電気的
接続と、設計通りの支持基板への放熱を可能とした。
【００８７】
　以上、実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに限定されるものではない
。例えば、種々の変更、改良、組合せが可能なことは当業者に自明であろう。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　このような構成は、以下の製品に利用できる。
・半導体発光素子（ＬＥＤ）
・白色ＬＥＤ素子
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】第１の実施例による半導体発光装置を説明するための断面図、平面図である。
【図２】第１の実施例による半導体発光装置を説明するための断面図、平面図である。
【図３】第１の実施例による半導体発光装置を説明するための断面図である。
【図４】第１の実施例による半導体発光装置を説明するための断面図、平面図である。
【図５】第１の実施例による半導体発光装置を説明するための断面図、平面図である。
【図６】第１の実施例の変形例による半導体発光装置を説明するための平面図である。
【図７】第２の実施例による半導体発光装置を説明するための平面図である。
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【図８】第３の実施例による半導体発光装置を説明するための断面図、平面図である。
【図９】接着過程を説明する平面図、断面図である。
【図１０】荷重と接着面積の関係を示す平面図、断面図である。
【図１１】設計接着面積と実接着面積の関係を示す平面図、断面図である。
【図１２】発光区画と定格電流の関係を示す平面図、断面図である。
【図１３】接触角と表面張力（界面張力）を説明する断面図である。
【図１４】難濡れ性保護膜を説明する断面図である。
【符号の説明】
【００９０】
　１００　サファイア基板
　１０１　ｎ型窒化物半導体層
　１０２　窒化物半導体発光層
　１０３　ｐ型窒化物半導体層
　１０４　ｎ側オーミック電極
　１０５　ｐ側電極
　１０６　ＳｉＯ２層
　１０７　ｎ側パッド電極
　２０１　ＳｉＯ２層
　２０２　ｎ側配線層
　２０３　ｎ側接続部材
　２０４　ｐ側配線層
　２０５　ｐ側接続部材
　２１０　メサ状活性領域
　２１１　メサ状電極引き上げ領域
　２１２　切欠き
　２１３　切欠き
　２１５　トレンチ
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【図１１】 【図１２】
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