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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
蛍光体層を発光ダイオード素子の厚み方向一方に設け、反射樹脂層を前記発光ダイオー
ド素子の側方に設けるための蛍光反射シートであって、
前記蛍光体層、および、
前記蛍光体層の厚み方向一方面に設けられる前記反射樹脂層
を備え、
前記反射樹脂層は、前記発光ダイオード素子の側面に接触するように、前記発光ダイオ
ード素子に対応して形成されていることを特徴とする、蛍光反射シート。
【請求項２】
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前記反射樹脂層は、前記蛍光体層の前記厚み方向一方面に接触していることを特徴とす
る、請求項１に記載の蛍光反射シート。
【請求項３】
前記蛍光体層が、蛍光体を含有する蛍光体組成物のみから形成されていることを特徴と
する、請求項１または２に記載の蛍光反射シート。
【請求項４】
前記蛍光体層の前記厚み方向一方面は、前記反射樹脂層から露出する露出面を有し、
前記蛍光体層は、前記露出面が前記発光ダイオード素子の前記厚み方向一方面に接触す
るように、構成されていることを特徴とする、請求項１〜３のいずれか一項に記載の蛍光
反射シート。
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【請求項５】
反射樹脂層を蛍光体層の厚み方向一方面に設けることにより、請求項１に記載の蛍光反
射シートを用意する工程、
発光ダイオード素子を基材の前記厚み方向一方面に設ける工程、
貫通孔を前記基材に前記厚み方向を貫通するように形成する工程、
前記蛍光反射シートを、前記反射樹脂層が前記貫通孔と対向配置するとともに、前記蛍
光体層が前記発光ダイオード素子の厚み方向一方面と対向配置するように、前記基材に積
層する工程、
前記貫通孔内を減圧する工程、および、
前記反射樹脂層を前記発光ダイオード素子の側面に密着させる工程
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を備えることを特徴とする、発光ダイオード装置の製造方法。
【請求項６】
前記基材が、ダイオード基板であり、
前記発光ダイオード素子を前記基材に設ける工程では、
前記発光ダイオード素子を前記基材にフリップチップ実装する
ことを特徴とする、請求項５に記載の発光ダイオード装置の製造方法。
【請求項７】
前記基材が、離型基材であり、
前記基材を前記発光ダイオード素子および前記反射樹脂層から引き剥がす工程、および
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、
前記発光ダイオード素子をダイオード基板にフリップチップ実装する工程
をさらに備えることを特徴とする、請求項５に記載の発光ダイオード装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、蛍光反射シート、発光ダイオード装置およびその製造方法、詳しくは、発光
ダイオード装置の製造方法、それに用いられる蛍光反射シート、および、発光ダイオード
装置の製造方法により得られる発光ダイオード装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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近年、高エネルギーの光を発光できる発光装置として、白色発光装置が知られている。
白色発光装置には、例えば、ダイオード基板と、それに積層され、青色光を発光するＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）と、青色光を黄色光に変換でき、ＬＥＤを被覆する蛍光体層と、Ｌ
ＥＤを封止する封止層とが設けられている。そのような白色発光装置は、封止層によって
封止され、ダイオード基板から電力が供給されるＬＥＤから発光され、封止層および蛍光
体層を透過した青色光と、蛍光体層において青色光の一部が波長変換された黄色光との混
色によって、高エネルギーの白色光を発光する。
【０００３】
そのような白色発光装置を製造する方法として、例えば、次の方法が提案されている。
（例えば、特許文献１参照。）。
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【０００４】
すなわち、まず、基板部と、それの周部から上側に突出する白色の反射枠部とからなる
基体を形成し、次いで、半導体発光素子を、基板部の中央において反射枠部によって形成
される凹部の底部に、反射枠部の内側に間隔を隔てるようにワイヤーボンディングする。
【０００５】
次いで、凹部に、蛍光体と液状のエポキシ樹脂との混合物を塗布によって充填し、続い
て、蛍光体を凹部の底部に自然沈降させ、その後、エポキシ樹脂を加熱硬化させる方法が
提案されている。
【０００６】
特許文献１で提案される方法によって得られる白色発光装置では、沈降によって形成さ
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れる蛍光体を高濃度で含む蛍光体層（波長変換層）が、半導体発光素子の上側の領域に区
画され、エポキシ樹脂を高濃度で含む封止部が、蛍光体層の上側の領域に区画される。
【０００７】
そして、その白色発光装置では、半導体発光素子が青色光を放射状に発光し、そのうち
、半導体発光素子から上方に向かって発光された青色光の一部は、蛍光体層で黄色光に変
換されるとともに、残部は、蛍光体層を通過する。また、半導体発光素子から側方向かっ
て発光された青色光は、反射枠部で反射して、続いて、上側に向かって照射される。そし
て、特許文献１の白色発光装置は、それら青色光および黄色光の混色によって、白色光を
発光している。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５−１９１４２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
しかし、特許文献１の製造方法により得られる白色発光装置では、半導体発光素子と反
射枠部とが間隔を隔てて配置されているため、半導体発光素子から側方に向かって発光さ
れる光の一部は、反射枠部で反射される前に、封止部に吸収される。その結果、光の取出
効率が低下するという不具合がある。
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【００１０】
本発明の目的は、光の取出効率を向上させることができる発光ダイオード装置、その製
造方法およびそれに用いられる蛍光反射シートを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記目的を達成するために、本発明の蛍光反射シートは、蛍光体層を発光ダイオード素
子の厚み方向一方に設け、反射樹脂層を前記発光ダイオード素子の側方に設けるための蛍
光反射シートであって、前記蛍光体層、および、前記蛍光体層の厚み方向一方面に設けら
れる前記反射樹脂層を備え、前記反射樹脂層は、前記発光ダイオード素子の側面に対向配
置されるように、前記発光ダイオード素子に対応して形成されていることを特徴としてい
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る。
【００１２】
この蛍光反射シートを、反射樹脂層が基材と対向配置するとともに、蛍光体層が発光ダ
イオード素子と対向配置するように、基材に積層すれば、反射樹脂層を発光ダイオード素
子の側面に密着させることができる。
【００１３】
そのため、得られる発光ダイオード装置では、発光ダイオード素子から側方に発光され
る光は、他の部材によって吸収される前に、反射樹脂層によって反射される。
【００１４】
また、発光ダイオード素子から発光され、蛍光体層によって波長変換された光の混色に
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よって、高エネルギーの白色を発光することできる。
【００１５】
その結果、光の取出効率を向上させることができる。
【００１６】
また、本発明の発光ダイオード装置の製造方法は、反射樹脂層を蛍光体層の厚み方向一
方面に設けることにより、上記した蛍光反射シートを用意する工程、発光ダイオード素子
を基材の前記厚み方向一方面に設ける工程、貫通孔を前記基材に前記厚み方向を貫通する
ように形成する工程、前記蛍光反射シートを、前記反射樹脂層が前記貫通孔と対向配置す
るとともに、前記蛍光体層が前記発光ダイオード素子の厚み方向一方面と対向配置するよ
うに、前記基材に積層する工程、前記貫通孔内を減圧する工程、および、前記反射樹脂層
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を前記発光ダイオード素子の側面に密着させる工程を備えることを特徴としている。
【００１７】
この方法では、反射樹脂層を発光ダイオード素子の側面に密着させる。そのため、得ら
れる発光ダイオード装置では、発光ダイオード素子から側方に発光される光は、他の部材
によって吸収される前に、反射樹脂層によって反射される。
【００１８】
また、蛍光体層を発光ダイオード素子の厚み方向一方面と対向配置させるので、発光ダ
イオード素子から厚み方向一方に発光され、蛍光体層によって波長変換された光の混色に
よって、高エネルギーの白色を発光することできる。
【００１９】
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また、この方法によれば、貫通孔内を減圧するので、反射樹脂層が、発光ダイオード素
子の厚み方向一方に流入することを防止できる。そのため、蛍光体層を発光ダイオード素
子の厚み方向一方面に確実に積層することができる。
【００２０】
また、貫通孔内を減圧することによって、反射樹脂層における気泡（ボイド）を除去す
ることができる。そのため、信頼性に優れた反射樹脂層を形成することができる。これに
よって、反射樹脂層によって光を効率的に反射することができる。
【００２１】
その結果、光の取出効率を向上させることができる。
【００２２】
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また、本発明の発光ダイオード装置の製造方法では、前記基材が、ダイオード基板であ
り、前記発光ダイオード素子を前記基材に設ける工程では、前記発光ダイオード素子を前
記基材にフリップ実装することが好適である。
【００２３】
この方法では、ダイオード基板である基材に発光ダイオード素子をフリップ実装し、発
光ダイオード素子の側面に反射樹脂層が密着する。そのため、発光ダイオード装置を簡便
に製造することができる。
【００２４】
また、本発明の発光ダイオード装置の製造方法では、前記基材が、離型基材であり、前
記基材を前記発光ダイオード素子および前記反射樹脂層から引き剥がす工程、および、前
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記発光ダイオード素子をダイオード基板にフリップ実装する工程をさらに備えることが好
適である。
【００２５】
この方法では、離型基材である基材を発光ダイオード素子および反射樹脂層から引き剥
がし、側面が反射樹脂層に密着された発光ダイオード素子をダイオード基板にフリップ実
装する。そのため、簡単かつ確実に発光ダイオード装置を製造することができる。
【００２６】
また、本発明の発光ダイオード装置は、ダイオード基板と、前記ダイオード基板にフリ
ップ実装された発光ダイオード素子と、前記発光ダイオード素子の厚み方向一方面に積層
される蛍光体層と、前記発光ダイオード素子の側面に密着する反射樹脂層とを備えること
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を特徴としている。
【００２７】
この発光ダイオード装置では、発光ダイオード素子から側方に発光される光は、他の部
材によって吸収される前に、反射樹脂層によって反射される。
【００２８】
また、発光ダイオード素子から厚み方向一方に発光され、蛍光体層によって波長変換さ
れた光の混色によって、高エネルギーの白色を発光することできる。
【００２９】
その結果、光の取出効率を向上させることができる。
【発明の効果】
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【００３０】
本発明の蛍光反射シートを用いる本発明の発光ダイオード装置の製造方法では、蛍光反
射シートを、反射樹脂層が貫通孔と対向配置するとともに、蛍光体層が発光ダイオード素
子の厚み方向一方面と対向配置するように、基材に積層するので、反射樹脂層を発光ダイ
オード素子の側面に密着させることができる。
【００３１】
そのため、本発明の発光ダイオード装置では、発光ダイオード素子から側方に発光され
る光は、他の部材によって吸収される前に、反射樹脂層によって反射される。
【００３２】
また、発光ダイオード素子から厚み方向一方に発光され、蛍光体層によって波長変換さ
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れた光の混色によって、高エネルギーの白色を発光することできる。
【００３３】
また、本発明の発光ダイオード装置の製造方法では貫通孔内を減圧することにより、反
射樹脂層が、発光ダイオード素子の厚み方向一方に流入することを防止できる。そのため
、光を蛍光体層によって効率的に波長変換することができる。
【００３４】
さらに、貫通孔内を減圧することにより、反射樹脂層における気泡（ボイド）を除去す
ることができる。そのため、信頼性に優れた反射樹脂層を形成することができる。これに
よって、反射樹脂層によって光を効率的に反射することができる。
【００３５】
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その結果、光の取出効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、本発明の発光ダイオード装置の一実施形態の底面図を示す。
【図２】図２は、本発明の発光ダイオード装置の製造方法の一実施形態を説明する製造工
程図であり、（ａ）は、蛍光反射シートを用意する工程、（ｂ）は、ダイオード基板に貫
通孔および発光ダイオード素子を形成する工程、（ｃ）は、蛍光反射シートをダイオード
基板に積層する工程を示す。
【図３】図３は、図２に引き続き、本発明の発光ダイオード装置の製造方法の一実施形態
を説明する製造工程図であり、（ｄ）は、発光ダイオード素子を個別化する工程、（ｅ）
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は、個別化された発光ダイオード装置を得る工程を示す。
【図４】図４は、図２（ａ）の蛍光反射シートを用意する工程を説明する製造工程図であ
り、（ａ）は、蛍光体層を用意する工程、（ｂ）は、マスクを蛍光体層に配置する工程、
（ｃ）は、反射樹脂組成物を、マスクを介して蛍光体層に塗布する工程、（ｄ）は、マス
クを取り除く工程を示す。
【図５】図５は、図４（ｂ）の工程で配置されるマスクの平面図を示す。
【図６】図６は、本発明の発光ダイオード装置の製造方法の他の実施形態（第２離型基材
を用いる方法）を説明する製造工程図であり、（ａ）は、第２離型基材を用意する工程、
（ｂ）は、第２離型基材に貫通孔および発光ダイオード素子を形成する工程、（ｃ）は、
蛍光反射シートを第２離型基材に積層する工程を示す。
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【図７】図７は、図６に引き続き、本発明の発光ダイオード装置の製造方法の他の実施形
態（第２離型基材を用いる方法）を説明する製造工程図であり、（ｄ）は、発光ダイオー
ド素子を個別化する工程、（ｅ）は、第２離型基材を引き剥がす工程、（ｆ）は、発光ダ
イオード素子をダイオード基板にフリップ実装する工程を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
図１は、本発明の発光ダイオード装置の一実施形態の底面図、図２および図３は、本発
明の発光ダイオード装置の製造方法の一実施形態を説明する製造工程図、図４は、図２（
ａ）の蛍光反射シートを用意する工程を説明する製造工程図、図５は、図４（ｂ）の工程
で配置されるマスクの平面図を示す。
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【００３８】
図１および図２（ｃ）において、この発光ダイオード装置１は、基材としてのダイオー
ド基板２と、ダイオード基板２にフリップ実装された発光ダイオード素子３と、発光ダイ
オード素子３の側方に設けられる反射樹脂層４と、発光ダイオード素子３の上（厚み方向
一方、図１における紙面手前側）面に積層される蛍光体層５とを備えている。
【００３９】
また、発光ダイオード装置１は、面方向（具体的には、図１の矢印で示される紙面左右
方向および紙面前後方向）に互いに間隔を隔てて複数設けられている。つまり、複数の発
光ダイオード装置１は、共通のダイオード基板２および共通の蛍光体層５を備え、１つの
ダイオード基板２および１つの蛍光体層５の間に、複数の発光ダイオード素子３およびそ
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の側方に設けられる反射樹脂層４が設けられており、複数の発光ダイオード装置１は、集
合体シート２４を形成する。
【００４０】
そして、図１の１点破線および図３（ｄ）の１点破線で示すように、発光ダイオード装
置１は、各発光ダイオード素子３間のダイオード基板２、反射樹脂層４および蛍光体層５
を切断加工（ダイシング）することにより、個別化された発光ダイオード装置１としても
得られる。
【００４１】
図１および図２（ｃ）に示すように、ダイオード基板２は、略矩形平板状をなし、具体
的には、絶縁基板の上に、導体層が回路パターンとして積層された積層板から形成されて
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いる。絶縁基板は、例えば、シリコン基板、セラミックス基板、ポリイミド樹脂基板など
からなり、好ましくは、セラミックス基板、具体的には、サファイア（Ａｌ２Ｏ３）基板
からなる。導体層は、例えば、金、銅、銀、ニッケルなどの導体から形成されている。こ
れら導体は、単独使用または併用することができる。
【００４２】
また、図２（ｃ）に示すように、導体層は、端子６を含んでいる。
【００４３】
端子６は、絶縁基板の上面において、面方向に間隔を隔てて形成されており、後述する
電極部８に対応するパターンに形成されている。なお、端子６は、図示しないが、導体層
を介して電力供給部と電気的に接続されている。
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【００４４】
また、図１および図２（ｃ）に示すように、ダイオード基板２には、発光ダイオード素
子３が個別化される前の複数の発光ダイオード装置１（集合体シート２４）において、厚
み方向を貫通する貫通孔９が形成されている。
【００４５】
貫通孔９は、発光ダイオード素子３に対応して、上記した導体層（端子６を含む）と面
方向に間隔を隔てて設けられており、具体的には、発光ダイオード素子３が形成される領
域の周囲に複数設けられている。詳しくは、貫通孔９は、発光ダイオード素子３が形成さ
れる領域の右方、左方、前方および後方にそれぞれ１つ形成されている。各貫通孔９は、
平面視略円形状に開口されており、左右方向および前後方向にそれぞれ整列配置されてい
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る。
【００４６】
各貫通孔９の内径は、例えば、２５〜５００μｍ、好ましくは、５０〜１００μｍであ
る。
【００４７】
また、ダイオード基板２の厚みは、例えば、２５〜２０００μｍ、好ましくは、５０〜
１０００μｍである。
【００４８】
発光ダイオード素子３は、ダイオード基板２の上面（厚み方向一方面）に設けられてお
り、平面視略矩形状に形成されている。また、発光ダイオード素子３は、１つのダイオー
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ド基板２の上面において、面方向（左右方向および前後方向）に互いに間隔を隔てて複数
整列配置されている。
【００４９】
発光ダイオード素子３は、図２（ｃ）に示すように、光半導体層７と、その下面に形成
される電極部８とを備えている。
【００５０】
光半導体層７は、発光ダイオード素子３の外形形状に対応する平面視略矩形状に形成さ
れており、面方向に長い断面視略矩形状に形成されている。
【００５１】
光半導体層７は、図示しないが、例えば、下方に順次積層される緩衝層、Ｎ形半導体層
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、発光層およびＰ形半導体層を備えている。光半導体層７は、公知の半導体材料から形成
されており、エピタキシャル成長法などの公知の成長法によって形成される。光半導体層
７の厚みは、例えば、０．１〜５００μｍ、このましくは、０．２〜２００μｍである。
【００５２】
電極部８は、光半導体層７と電気的に接続されており、厚み方向に投影したときに、光
半導体層７に含まれるように形成されている。また、電極部８は、例えば、Ｐ形半導体層
に接続されるアノード電極と、Ｎ形半導体層に形成されるカソード電極とを備えている。
【００５３】
電極部８は、公知の導体材料から形成されており、その厚みは、例えば、１０〜１００
０ｎｍである。
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【００５４】
反射樹脂層４は、ダイオード基板２の上面において、厚み方向に投影したときに、少な
くとも発光ダイオード素子３（具体的には、電極部８）が形成される領域以外の領域に形
成されている。
【００５５】
つまり、反射樹脂層４は、発光ダイオード素子３の側面を囲むとともに、電極部８から
露出する光半導体層７の下面も被覆するように配置されている。
【００５６】
具体的には、反射樹脂層４は、図１に示すように、各発光ダイオード素子３の左右方向
両外側および前後方向両外側において、略矩形枠状に形成されており、それら枠部分が左
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右方向および前後方向にわたって連続して整列配置されることにより、１つダイオード基
板２の上面において、平面視略格子状に形成されている。
【００５７】
また、図２（ｃ）に示すように、反射樹脂層４は、発光ダイオード素子３の外側面、具
体的には、各発光ダイオード素子３の左面、右面、前面（図１参照）および後面（図１参
照）の各面に密着している。これによって、反射樹脂層４は、発光ダイオード素子３の上
面を露出している。
【００５８】
なお、光半導体層７の下側には、電極部８の厚みに対応する隙間１２（図２（ｂ）参照
）が形成されており、かかる隙間１２にも、反射樹脂層４が充填されており、これによっ
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て、反射樹脂層４は、電極部８から露出する光半導体層７の下面および電極部８の側面に
も密着している。
【００５９】
反射樹脂層４の上面は、発光ダイオード素子３の上面と、面方向において実質的に面一
に形成されている。
【００６０】
一方、反射樹脂層４の下面は、ダイオード基板２の貫通孔９に対向する部分が、貫通孔
９内に臨んでおり、下側にわずかに突出する突起部１０とされている。
【００６１】
上記した反射樹脂層４は、例えば、光反射成分を含有しており、具体的には、反射樹脂
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層４は、樹脂と、光反射成分とを含有する反射樹脂組成物から形成されている。
【００６２】
樹脂としては、例えば、熱硬化性シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、熱硬化性ポリイミド
樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ジアリル
フタレート樹脂、熱硬化性ウレタン樹脂などの熱硬化性樹脂が挙げられ、好ましくは、熱
硬化性シリコーン樹脂、エポキシ樹脂が挙げられる。
【００６３】
光反射成分は、例えば、白色の化合物であって、そのような白色の化合物としては、具
体的には、白色顔料が挙げられる。
【００６４】
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白色顔料としては、例えば、白色無機顔料が挙げられ、そのような白色無機顔料として
は、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化ジルコニウムなどの酸化物、例えば、鉛白（炭
酸鉛）、炭酸カルシウムなどの炭酸塩、例えば、カオリン（カオリナイト）などの粘土鉱
物などが挙げられる。
【００６５】
白色無機顔料として、好ましくは、酸化物、さらに好ましくは、酸化チタンが挙げられ
る。
【００６６】
酸化チタンであれば、高い白色度、高い光反射性、優れた隠蔽性（隠蔽力）、優れた着
色性（着色力）、高い分散性、優れた耐候性、高い化学的安定性などの特性を得ることが
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できる。
【００６７】
そのような酸化チタンは、具体的には、ＴｉＯ２、（酸化チタン（ＩＶ）、二酸化チタ
ン）である。
【００６８】
酸化チタンの結晶構造は、特に限定されず、例えば、ルチル、ブルッカイト（板チタン
石）、アナターゼ（鋭錐石）などであり、好ましくは、ルチルである。
【００６９】
また、酸化チタンの結晶系は、特に限定されず、例えば、正方晶系、斜方晶系などであ
り、好ましくは、正方晶系である。

30

【００７０】
酸化チタンの結晶構造および結晶系が、ルチルおよび正方晶系であれば、反射樹脂層４
が長期間高温に曝される場合でも、光（具体的には、可視光、とりわけ、波長４５０ｎｍ
付近の光）に対する反射率が低下することを有効に防止することができる。
【００７１】
光反射成分は、粒子状であり、その形状は限定されず、例えば、球状、板状、針状など
が挙げられる。光反射成分の最大長さの平均値（球状である場合には、その平均粒子径）
は、例えば、１〜１０００ｎｍである。最大長さの平均値は、レーザー回折散乱式粒度分
布計を用いて測定される。
【００７２】

40

光反射成分の配合割合は、樹脂１００質量部に対して、例えば、０．５〜９０質量部、
好ましくは、着色性、光反射性および反射樹脂組成物のハンドリング性の観点から、１．
５〜７０質量部である。
【００７３】
上記した光反射成分は、樹脂中に均一に分散混合される。
【００７４】
また、反射樹脂組成物には、さらに、充填剤を添加することもできる。つまり、充填剤
を、光反射成分（具体的には、白色顔料）と併用することができる。
【００７５】
充填剤は、上記した白色顔料を除く、公知の充填剤が挙げられ、具体的には、無機質充
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填剤が挙げられ、そのような無機質充填剤としては、例えば、シリカ粉末、タルク粉末、
アルミナ粉末、窒化アルミニウム粉末、窒化ケイ素粉末などが挙げられる。
【００７６】
充填剤として、好ましくは、反射樹脂層４の線膨張率を低減する観点から、シリカ粉末
が挙げられる。
【００７７】
シリカ粉末としては、例えば、溶融シリカ粉末、結晶シリカ粉末などが挙げられ、好ま
しくは、溶融シリカ粉末（すなわち、石英ガラス粉末）が挙げられる。
【００７８】
充填剤の形状としては、例えば、球状、板状、針状などが挙げられる。好ましくは、優
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れた充填性および流動性の観点から、球状が挙げられる。
【００７９】
従って、シリカ粉末として、好ましくは、球状溶融シリカ粉末が挙げられる。
【００８０】
充填剤の最大長さの平均値（球状である場合には、平均粒子径）は、例えば、５〜６０
μｍ、好ましくは、１５〜４５μｍである。最大長さの平均値は、レーザー回折散乱式粒
度分布計を用いて測定される。
【００８１】
充填剤の添加割合は、充填剤および光反射成分の総量が、例えば、樹脂１００質量部に
対して、１０〜８０質量部となるように、調整され、線膨張率の低減および流動性の確保
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の観点から、樹脂１００質量部に対して、好ましくは、２５〜７５質量部、さらに好まし
くは、４０〜６０質量部となるように、調整される。
【００８２】
反射樹脂組成物は、上記した樹脂と、光反射成分と、必要により添加される充填剤とを
配合して、均一混合することにより調製される。
【００８３】
また、反射樹脂組成物は、Ｂステージ状態として調製される。
【００８４】
このような反射樹脂組成物は、例えば、液状または半固形状に形成されており、その動
粘度は、例えば、１０〜３０ｍｍ２／ｓである。
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【００８５】
反射樹脂層４（突起部１０を除く部分）の厚みは、発光ダイオード素子３の厚みと実質
的に同一である。また、突起部１０の突出長さは、後述する貫通孔９内の減圧の度合（圧
力）によって適宜の長さに調整され、例えば、ダイオード基板２の厚みに対して、例えば
、２０〜１００％である。
【００８６】
蛍光体層５は、図１および図２（ｃ）に示すように、集合体シート２４の外形形状に対
応する平面視略矩形シート（フィルム）状に形成されており、発光ダイオード素子３およ
び反射樹脂層４の上面（厚み方向一方面）全面に形成されている。
【００８７】
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蛍光体層５は、例えば、蛍光体を含有する蛍光体組成物などから形成されている。
【００８８】
蛍光体組成物は、例えば、蛍光体および樹脂を含有している。
【００８９】
蛍光体としては、例えば、青色光を黄色光に変換することのできる黄色蛍光体が挙げら
れる。そのような蛍光体としては、例えば、複合金属酸化物や金属硫化物などに、例えば
、セリウム（Ｃｅ）やユウロピウム（Ｅｕ）などの金属原子がドープされた蛍光体が挙げ
られる。
【００９０】
具体的には、蛍光体としては、例えば、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ（ＹＡＧ（イットリウ
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ム・アルミニウム・ガーネット）：Ｃｅ）、（Ｙ，Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、Ｔｂ３
Ａｌ３Ｏ１２：Ｃｅ、Ｃａ３Ｓｃ２Ｓｉ３Ｏ１２：Ｃｅ、Ｌｕ２ＣａＭｇ２（Ｓｉ，Ｇｅ
）３Ｏ１２：Ｃｅなどのガーネット型結晶構造を有するガーネット型蛍光体、例えば、（
Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ、Ｃａ３ＳｉＯ４Ｃｌ２：Ｅｕ、Ｓｒ３ＳｉＯ５：Ｅｕ、
Ｌｉ２ＳｒＳｉＯ４：Ｅｕ、Ｃａ３Ｓｉ２Ｏ７：Ｅｕなどのシリケート蛍光体、例えば、
ＣａＡｌ１２Ｏ１９：Ｍｎ、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕなどのアルミネート蛍光体、例えば、
ＺｎＳ：Ｃｕ，Ａｌ、ＣａＳ：Ｅｕ、ＣａＧａ２Ｓ４：Ｅｕ、ＳｒＧａ２Ｓ４：Ｅｕなど
の硫化物蛍光体、例えば、ＣａＳｉ２Ｏ２Ｎ２：Ｅｕ、ＳｒＳｉ２Ｏ２Ｎ２：Ｅｕ、Ｂａ
Ｓｉ２Ｏ２Ｎ２：Ｅｕ、Ｃａ−α−ＳｉＡｌＯＮなどの酸窒化物蛍光体、例えば、ＣａＡ
ｌＳｉＮ３：Ｅｕ、ＣａＳｉ５Ｎ８：Ｅｕなどの窒化物蛍光体、例えば、Ｋ２ＳｉＦ６：

10

Ｍｎ、Ｋ２ＴｉＦ６：Ｍｎなどのフッ化物系蛍光体などが挙げられる。好ましくは、ガー
ネット型蛍光体、さらに好ましくは、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ（ＹＡＧ）が挙げられる。
【００９１】
蛍光体は、単独使用または２種以上併用することができる。
【００９２】
蛍光体組成物における蛍光体の配合割合は、例えば、１〜５０重量％、好ましくは、５
〜３０重量％である。また、樹脂１００質量部に対する蛍光体の配合割合は、例えば、１
〜１００質量部、好ましくは、５〜４０質量部である。
【００９３】
樹脂は、蛍光体を分散させるマトリックスであって、例えば、シリコーン樹脂、エポキ
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シ樹脂、アクリル樹脂などの透明樹脂などが挙げられる。好ましくは、耐久性の観点から
、シリコーン樹脂が挙げられる。
【００９４】
シリコーン樹脂は、主として、シロキサン結合（−Ｓｉ−Ｏ−Ｓｉ−）からなる主鎖と
、主鎖の硅素原子（Ｓｉ）に結合する、アルキル基（例えば、メチル基など）またはアル
コキシル基（例えば、メトキシ基）などの有機基からなる側鎖とを分子内に有している。
【００９５】
具体的には、シリコーン樹脂としては、例えば、脱水縮合型シリコーンレジン、付加反
応型シリコーンレジン、過酸化物硬化型シリコーンレジン、湿気硬化型シリコーンレジン
、硬化型シリコーンレジンなどが挙げられる。好ましくは、付加反応型シリコーンレジン
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などが挙げられる。
【００９６】
シリコーン樹脂の２５℃における動粘度は、例えば、１０〜３０ｍｍ２／ｓである。
【００９７】
樹脂は、単独使用または２種以上併用することができる。
【００９８】
樹脂の配合割合は、蛍光体組成物に対して、例えば、５０〜９９質量％、好ましくは、
７０〜９５質量％である。
【００９９】
蛍光体組成物は、蛍光体および樹脂を上記した配合割合で配合し、攪拌混合することに
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より調製される。
【０１００】
また、蛍光体層５を、例えば、蛍光体のセラミックス（蛍光体セラミックプレート）か
ら形成することもできる。その場合には、上記した蛍光体をセラミックス材料とし、かか
るセラミックス材料を焼結することにより、蛍光体層５（蛍光体セラミックス）を得る。
【０１０１】
蛍光体層５の厚みは、例えば、１００〜１０００μｍ、好ましくは、２００〜７００μ
ｍ、さらに好ましくは、３００〜５００μｍである。
【０１０２】
次に、上記した発光ダイオード装置１を製造する方法について、図１〜図５を参照して
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説明する。
【０１０３】
この方法では、まず、図２（ａ）に示すように、蛍光反射シート１３を用意する。
【０１０４】
蛍光反射シート１３は、蛍光体層５を発光ダイオード素子３（図２（ｂ）参照）の上（
厚み方向一方）に設け、反射樹脂層４を発光ダイオード素子３の側方に設けるための積層
シートである。
【０１０５】
蛍光反射シート１３は、蛍光体層５と、蛍光体層５の上面（厚み方向一方面）に設けら
れる反射樹脂層４とを備えている。

10

【０１０６】
そのような蛍光反射シート１３は、反射樹脂層４を、蛍光体層５の上面（厚み方向一方
面）に設けることによって、用意する。
【０１０７】
反射樹脂層４を蛍光体層５の上面に設けるには、例えば、まず、図４（ａ）に示すよう
に、蛍光体層５を用意する。
【０１０８】
蛍光体層５を用意するには、蛍光体層５を蛍光体組成物から形成する場合には、例えば
、上記した蛍光体組成物を、仮想線で示す第１離型基材２１の上面全面に塗布して、蛍光
体皮膜（図示せず）を形成する。

20

【０１０９】
第１離型基材２１は、例えば、ポリオレフィン（具体的には、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン）、エチレン・酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）などのビニル重合体、例えば、ポリ
エチレンテレフタレート、ポリカーボネートなどのポリエステル、例えば、ポリテトラフ
ルオロエチレンなどのフッ素樹脂などの樹脂材料などから形成されている。また、第１離
型基材２１は、例えば、鉄、アルミニウム、ステンレスなどの金属材料などからも形成さ
れている。第１離型基材２１の厚みは、例えば、１０〜１０００μｍである。
【０１１０】
蛍光体組成物を第１離型基材２１に塗布した後、形成した蛍光体皮膜を、例えば、５０
〜１５０℃に、加熱して乾燥することにより、シート状の蛍光体層５を得る。

30

【０１１１】
また、蛍光体層５を蛍光体のセラミックス（蛍光体セラミックプレート）から形成する
場合には、例えば、上記した蛍光体をセラミックス材料とし、シート状に成形した後、そ
れを焼結することにより、シート状の蛍光体層５（蛍光体セラミックス）を得る。
【０１１２】
次いで、図４（ｂ）に示すように、マスク２０を蛍光体層５の上に配置する。
【０１１３】
マスク２０は、図５に示すように、枠部１７と、枠部１７の面方向内側に間隔を隔てて
配置される被覆部１８と、枠部１７および被覆部１８を架設する架設部１９とを一体的に
備えるパターンに形成されている。

40

【０１１４】
枠部１７は、平面視略矩形枠状に形成されている。また、枠部１７は、架設部１９を介
して被覆部１８を支持できる幅（強度を確保できる幅）で形成されている。
【０１１５】
被覆部１８は、上記した発光ダイオード素子３（図１の破線参照）に対応するように、
互いに間隔を隔てて複数配置されている。つまり、各被覆部１８は、独立して形成されて
いる。
【０１１６】
各被覆部１８は、平面視において、その外形形状が発光ダイオード素子３（図１の破線
参照）の外形形状に対応する形状（具体的には、平面視略矩形状）に形成されている。
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【０１１７】
架設部１９は、枠部１７および被覆部１８を架設するとともに、面方向に隣接する被覆
部１８同士を架設している。各架設部１９は、平面視略Ｘ字状をなし、例えば、面方向に
隣接する４つの被覆部１８（１８Ａ、１８Ｂ、１８Ｃおよび１８Ｄ）の左右方向および前
後方向端部を接続するように、架設している。
【０１１８】
また、架設部１９は、例えば、ワイヤーなどの線状部材からなり、被覆部１８に対して
顕著に狭い幅で形成されており、具体的には、例えば、１００μｍ以下、好ましくは、５
０μｍ以下であり、通常、例えば、２５μｍ以上である。
【０１１９】

10

マスク２０は、例えば、ステンレス、鉄などの金属材料、例えば、ポリエチレンテレフ
タレートなどの樹脂材料などから形成されている。好ましくは、金属材料から形成されて
いる。
【０１２０】
マスク２０は、例えば、エッチング、レーザー加工など、公知のパターン形成法によっ
て上記したパターンに形成されている。
【０１２１】
マスク２０の厚みは、例えば、２５〜５００μｍである。
【０１２２】
図４（ｂ）に示すように、上記したマスク２０を、蛍光体層５の上面に、被覆部１８と

20

、発光ダイオード素子３に対応する蛍光体層５（図１および図２（ｂ）参照）とが厚み方
向に対向配置されるように、配置（載置）する。
【０１２３】
次いで、この方法では、図４（ｃ）に示すように、反射樹脂組成物を、マスク２０を介
して蛍光体層５の上に塗布する。
【０１２４】
反射樹脂組成物の塗布には、例えば、印刷、ディスペンサなどの塗布方法が用いられる
。
【０１２５】
これにより、反射樹脂組成物からなる反射皮膜２２を、蛍光体層５の上面に、マスク２

30

０の逆パターンで形成する。
【０１２６】
続いて、図４（ｃ）の仮想線の矢印で示すように、マスク２０を蛍光体層５から取り除
く。具体的には、マスク２０を上方に引き上げる。
【０１２７】
マスク２０を上方に引き上げることによって、被覆部１８の上面に形成された反射皮膜
２２が除去される。
【０１２８】
なお、上記したマスク２０の引き上げによって、架設部１９（図５参照）の周囲の反射
皮膜２２（具体的には、架設部１９の側面に形成された反射樹脂組成物）は、わずかに流
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動し、それによって、架設部１９が配置されていた領域は、露出することなく、反射皮膜
２２によって被覆（充填）される。
【０１２９】
これによって、図２（ａ）および図４（ｄ）に示すように、反射皮膜２２を、被覆部１
８（図４（ｃ）参照）の逆パターンで形成する。
【０１３０】
これにより、上記したパターンの反射皮膜２２からなる反射樹脂層４が得られる。
【０１３１】
なお、反射樹脂層４は、上記したパターンの反射皮膜２２を加熱することにより、Ｂス
テージ状態とされる。
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【０１３２】
加熱条件としては、加熱温度が、例えば、４０〜１５０℃、好ましくは、５０〜１４０
℃であり、加熱時間が、例えば、１〜６０分間、好ましくは、３〜２０分間である。
【０１３３】
反射樹脂層４は、後述する図２（ｂ）の破線が参照されるように、蛍光反射シート１３
が上下反転され、反転された蛍光反射シート１３がダイオード基板２と対向配置される時
に、反射樹脂層４から露出する蛍光体層５の下面が、厚み方向に投影したときに、発光ダ
イオード素子３を含むパターンに形成されている。さらに、反射樹脂層４は、後述する図
２（ｃ）が参照されるように、蛍光反射シート１３がダイオード基板２に積層される時に
、発光ダイオード素子３の側面に対向配置されるように、発光ダイオード素子３に対応す

10

るパターンに形成されている。
【０１３４】
その後、蛍光体層５を蛍光体組成物から形成している場合には、図４（ｄ）の仮想線の
矢印で示すように、第１離型基材２１を蛍光体層５から引き剥がす。
【０１３５】
これにより、図２（ｂ）の上部に示すように、反射樹脂層４および蛍光体層５を備える
蛍光反射シート１３を用意する。
【０１３６】
別途、この方法では、図２（ｂ）の下部に示すように、ダイオード基板２を用意し、発
光ダイオード素子３を、用意したダイオード基板２の上面（厚み方向一方面）に設ける。

20

【０１３７】
ダイオード基板２を用意するには、平面視略矩形状の絶縁基板の上に、端子６を含む導
体層を形成する。
【０１３８】
発光ダイオード素子３をダイオード基板２に設けるには、電極部８と端子６とを電気的
に接続して、発光ダイオード素子３をダイオード基板２にフリップチップ実装する。
【０１３９】
また、貫通孔９をダイオード基板２に形成する。
【０１４０】
貫通孔９は、例えば、エッチング、ドリル穿孔などの開口法によって、ダイオード基板

30

２に厚み方向を貫通するように形成する。
【０１４１】
次いで、この方法では、図２（ｂ）に示すように、蛍光反射シート１３を、ダイオード
基板２の上方に対向配置する。
【０１４２】
具体的には、まず、蛍光反射シート１３を、図２（ａ）の状態から上下反転する。
【０１４３】
続いて、反射樹脂層４が貫通孔９と対向し、かつ、反射樹脂層４から露出する蛍光体層
５が発光ダイオード素子３の上面（厚み方向一方面）と対向するように、配置する。
【０１４４】

40

続いて、この方法では、図２（ｃ）に示すように、蛍光反射シート１３をダイオード基
板２に積層する。
【０１４５】
具体的には、反射樹脂層４の下面を、貫通孔９の周囲のダイオード基板２に接触させる
とともに、蛍光体層５を、発光ダイオード素子３の上面に接触させる。
【０１４６】
これにより、反射樹脂層４および発光ダイオード素子３は、ともに、厚み方向において
、蛍光体層５およびダイオード基板２に挟まれる。
【０１４７】
また、反射樹脂層４の下面の一部は、貫通孔９に臨んでいる。
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【０１４８】
その後、この方法では、反射樹脂層４を押圧する。
【０１４９】
具体的には、反射樹脂層４を、蛍光体層５および／またはダイオード基板２を介して、
厚み方向に押圧する。それによって、反射樹脂層４に厚み方向に加えられた押圧力は、反
射樹脂層４が蛍光体層５およびダイオード基板２に挟まれていることから、側方、具体的
には、面方向外方（左方、右方、前方および後方）伝導する。これによって、反射樹脂層
４が発光ダイオード素子３の側面（左面、右面、前面および後面）に密着する。
【０１５０】
なお、このとき、反射樹脂層４は、光半導体層７の下側に、電極部８の厚みに対応して

10

形成される隙間１２（図２（ｂ）参照）にも充填され、それによって、光半導体層７の下
面および電極部８の側面に密着する。
【０１５１】
上記した反射樹脂層４の押圧と同時に、貫通孔９内を減圧する。
【０１５２】
具体的には、貫通孔９を、図示しない吸引ポンプ（あるいは減圧ポンプまたは真空ポン
プ）などと図示しない接続部材を介して接続することによって、貫通孔９内を減圧状態と
する。貫通孔９内の気圧は、例えば、３００〜２０００Ｐａ、好ましくは、３００〜１０
００Ｐａである。
【０１５３】

20

貫通孔９内を減圧することによって、反射樹脂層４は、貫通孔９に臨む部分が、貫通孔
９内に進入し（引き込まれ）、貫通孔９内において突起部１０を形成する。それとともに
、発光ダイオード素子３の側面に密着する反射樹脂層４（の上端部）が、発光ダイオード
素子３および蛍光体層５の間に流入することが防止される。
【０１５４】
これにより、図１に示すように、複数整列配置された発光ダイオード装置１からなる集
合体シート２４を得る。
【０１５５】
その後、図１の１点破線および図３（ｄ）の１点破線に示すように、互いに隣接する発
光ダイオード素子３の間において、厚み方向に沿って、ダイオード基板２、反射樹脂層４
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および蛍光体層５を切断加工（ダイシング）する。具体的には、左右方向に整列する各貫
通孔９を結ぶ線分と、前後方向に隣接する各貫通孔９を結ぶ線分とに沿って、各貫通孔９
を２等分するように、ダイオード基板２、反射樹脂層４および蛍光体層５を厚み方向に切
断加工する。
【０１５６】
これにより、複数の発光ダイオード素子３に切り分ける。すなわち、発光ダイオード素
子３を個別化（個片化）する。
【０１５７】
これにより、図３（ｅ）に示すように、個別化された発光ダイオード素子３を備える発
光ダイオード装置１を得る。
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【０１５８】
そして、上記した方法では、反射樹脂層４を発光ダイオード素子３の側面に密着させる
。そのため、得られる発光ダイオード装置１では、発光ダイオード素子３から側方に発光
される光は、他の部材によって吸収される前に、反射樹脂層４によって反射される。
【０１５９】
また、蛍光体層５を発光ダイオード素子３の上面と対向配置させるので、発光ダイオー
ド素子３から上方に発光され、蛍光体層５を通過する青色光と、蛍光体層５によって波長
変換された黄色光との混色によって、高エネルギーの白色を発光することできる。
【０１６０】
また、この方法によれば、貫通孔９内を減圧するので、反射樹脂層４が、発光ダイオー
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ド素子３の上方に流入することを防止できる。そのため、蛍光体層５を発光ダイオード素
子３の上面に確実に積層することができる。
【０１６１】
また、上記した貫通孔９内を減圧することによって、反射樹脂層４における気泡（ボイ
ド）を除去することができる。そのため、信頼性に優れた反射樹脂層４を形成することが
できる。これによって、反射樹脂層４によって光を効率的に反射することができる。
【０１６２】
その結果、光の取出効率を向上させることができる。
【０１６３】
なお、図４（ｂ）〜図４（ｄ）の実施形態では、反射樹脂層４を、マスク２０を用いて

10

形成しているが、例えば、樹脂が、粉末状である場合には、樹脂組成物を、圧縮成形機に
よって、加熱しながら圧縮成形することによって、硬化させて、蛍光体層５の上面全面に
形成した後、エッチングなどによって、反射樹脂層４を上記したパターンに形成すること
もできる。
【０１６４】
また、図２および図３の実施形態では、本発明の発光ダイオード装置の製造方法におけ
る基材を、ダイオード基板２として説明しているが、例えば、図６および図７に示すよう
に、第２離型基材２３とし、別途、ダイオード基板２（図７（ｆ）参照）を用意すること
により、発光ダイオード装置１を得ることもできる。
【０１６５】
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図６および図７は、本発明の発光ダイオード装置の製造方法の他の実施形態（第２離型
基材を用いる方法）を説明する製造工程図を示す。
【０１６６】
なお、図６および図７において、上記した各部に対応する部材については、同一の参照
符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【０１６７】
次に、第２離型基材２３を用いて発光ダイオード装置１を製造する方法について、図６
および図７を参照して説明する。
【０１６８】
まず、この方法では、図６（ａ）に示すように、基材としての第２離型基材（離型基材

30

）２３を用意する。
【０１６９】
第２離型基材２３は、上記した第１離型基材２１（図４（ａ）〜図４（ｄ）の仮想線参
照）と同様の材料から形成されている。また、第２離型基材２３を、加熱により発光ダイ
オード素子３から容易に剥離できる熱剥離シートから形成することもできる。熱剥離シー
トは、例えば、図６（ａ）の仮想線で示すように、支持層１５と、支持層１５の上面に積
層される粘着層１６とを備えている。
【０１７０】
支持層１５は、例えば、ポリエステルなどの耐熱性樹脂から形成されている。
【０１７１】
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粘着層１６は、例えば、常温（２５℃）において、粘着性を有し、加熱時に、粘着性が
低減する（あるいは、粘着性を失う）熱膨張性粘着剤などから形成されている。
【０１７２】
上記した熱剥離シートは、市販品を用いることができ、具体的には、リバアルファシリ
ーズ（登録商標、日東電工社製）などを用いることができる。
【０１７３】
熱剥離シートは、支持層１５によって、発光ダイオード素子３（図６（ｂ）参照）を、
粘着層１６を介して確実に支持しながら、その後の加熱および熱膨張による粘着層１６の
粘着性の低下に基づいて、発光ダイオード素子３から剥離される。
【０１７４】
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第２離型基材２３の厚みは、例えば、１０〜１０００μｍである。
【０１７５】
次いで、図６（ｂ）の下部に示すように、発光ダイオード素子３を第２離型基材２３の
上面に設ける。
【０１７６】
また、貫通孔９を第２離型基材２３に形成する。貫通孔９は、例えば、エッチング、ド
リル穿孔などの開口法によって第２離型基材２３に厚み方向を貫通するように形成する。
【０１７７】
次いで、図６（ｂ）に示すように、蛍光反射シート１３を、第２離型基材２３の上方に
対向配置する。

10

【０１７８】
続いて、この方法では、図６（ｃ）に示すように、蛍光反射シート１３を第２離型基材
２３に積層する。
【０１７９】
その後、反射樹脂層４を押圧するとともに、貫通孔９内を減圧する。
【０１８０】
次いで、この方法では、図７（ｄ）の１点破線で示すように、互いに隣接する発光ダイ
オード素子３の間において、厚み方向に沿って、第２離型基材２３、反射樹脂層４および
蛍光体層５を切断加工（ダイシング）する。具体的には、各貫通孔９を結ぶ線分に沿って
、各貫通孔９を２等分するように、第２離型基材２３、反射樹脂層４および蛍光体層５を

20

厚み方向に切断加工する。
【０１８１】
これにより、複数の発光ダイオード素子３に切り分ける。すなわち、発光ダイオード素
子３を個別化（個片化）する。
【０１８２】
その後、この方法では、図７（ｅ）の仮想線で示すように、第２離型基材２３を発光ダ
イオード素子３および反射樹脂層４から引き剥がす。なお、第２離型基材２３が熱剥離シ
ートである場合には、加熱により、第２離型基材２３を発光ダイオード素子３および反射
樹脂層４から引き剥がす。
【０１８３】
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これにより、側面が反射樹脂層４に密着され、上面が蛍光体層５に積層された発光ダイ
オード素子３を得る。
【０１８４】
その後、図７（ｆ）に示すように、発光ダイオード素子３を、ダイオード基板２にフリ
ップ実装する。
【０１８５】
これにより、発光ダイオード装置１を得る。
【０１８６】
この方法では、第２離型基材２３を発光ダイオード素子３および反射樹脂層４から引き
剥がし、側面が反射樹脂層４に密着され、上面が蛍光体層５に積層された発光ダイオード
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素子３をダイオード基板２にフリップ実装する。そのため、簡単かつ確実に発光ダイオー
ド装置１を製造することができる。
【０１８７】
一方、図２および図３の実施形態では、ダイオード基板２にフリップ実装し、発光ダイ
オード素子３の側面に反射樹脂層４が密着する。そのため、第２離型基材２３（図６およ
び図７）を用い、それを発光ダイオード素子３や反射樹脂層４から引き剥がすことないの
で、発光ダイオード装置１（および集合体シート２４）を簡便に製造することができる。
【実施例】
【０１８８】
以下に実施例を示し、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は、それらに限定さ
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れない。
【０１８９】
実施例１（図２および図３の態様）
まず、蛍光反射シートを用意した（図２（ａ）参照）。
【０１９０】
すなわち、まず、ポリエチレンテレフタレートからなる厚み５０μｍの第１離型基材を
用意した。次いで、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅからなる蛍光体粒子（球形状、平均粒子径８
μｍ）２６質量部、および、シリコーン樹脂（付加反応型シリコーンレジン、動粘度（２
５℃）２０ｍｍ２／ｓ、旭化成ワッカーシリコーン社製）７４質量部を配合して、均一攪
拌することにより、蛍光体組成物を調製し、それを、用意した第１離型基材の上面全面に

10

塗布して、蛍光体皮膜を形成した。その後、蛍光体皮膜を、１００℃で乾燥させて、第１
離型基材の上面全面に蛍光体層を形成した（図４（ａ）参照）。
【０１９１】
次いで、ステンレスからなる厚み１００μｍのマスクを、蛍光体層の上面に配置した（
図４（ｂ）参照）。マスクは、枠部、被覆部および架設部を一体的に備えるパターンに形
成した（図５参照）。
【０１９２】
次いで、熱硬化性シリコーン樹脂１００質量部、および、球状で、平均粒子径３００ｎ
ｍの酸化チタン（ＴｉＯ２、：ルチルの正方晶系）粒子２０質量部を均一に混合すること
により、反射樹脂組成物を調製し、調製した反射樹脂組成物を、印刷によって、マスクを
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介して蛍光体層の上に塗布した（図４（ｃ）参照）。
【０１９３】
これにより、反射樹脂組成物からなる反射皮膜を、マスクの逆パターンで形成した。
【０１９４】
続いて、マスクを蛍光体層から取り除いた（図４（ｃ）の仮想線の矢印参照）。これに
よって、架設部の周囲の反射皮膜がわずかに流動することによって、架設部が配置された
領域に反射皮膜が充填された。これによって、反射皮膜を、被覆部の逆パターンで形成し
た。なお、反射皮膜を加熱によりＢステージ状態とした。
【０１９５】
その後、第１離型基材を蛍光体層から剥離した（図４（ｄ）の仮想線の矢印参照）。
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【０１９６】
これにより、蛍光体層、および、反射皮膜からなる反射樹脂層を備える蛍光反射シート
（積層シート）を用意した（図２（ａ）参照）。
【０１９７】
次いで、蛍光反射シートを上下反転した（図２（ｂ）の上部参照）。
【０１９８】
別途、緩衝層（ＧａＮ）、Ｎ形半導体層（ｎ−ＧａＮ）、発光層（ＩｎＧａＮ）および
Ｐ形半導体層（ｐ−ＧａＮ：Ｍｇ）を含む光半導体層と、アノード電極およびカソード電
極を含む電極部とを備える、厚み０．１ｍｍの発光ダイオード素子を、厚み１ｍｍのダイ
オード基板の上面にフリップ実装した（図２（ｂ）の下部参照）。なお、ダイオード基板
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は、サファイアからなる絶縁基板と、その上面に、銅、ニッケルおよび金からなる端子を
含む導体層とを備えていた。
【０１９９】
また、内径１００μｍの平面視円形状の貫通孔を、ダイオード基板にドリル穿孔によっ
て、発光ダイオード素子の周囲に形成した。
【０２００】
その後、上下反転した蛍光反射シートを、ダイオード基板の上方に、反射樹脂層が貫通
孔と対向するとともに、蛍光体層が発光ダイオード素子の上面と対向するように、対向配
置した（図２（ｂ）参照）。
【０２０１】
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続いて、蛍光反射シートをダイオード基板に積層した（図２（ｃ）参照）。
【０２０２】
具体的には、反射樹脂層の下面を、貫通孔の周囲のダイオード基板に接触させるととも
に、蛍光体層を、発光ダイオード素子の上面に接触させた。
【０２０３】
続いて、反射樹脂層を押圧するとともに、貫通口内を３００Ｐａに減圧した。
【０２０４】
これによって、反射樹脂層が発光ダイオード素子の側面に密着するとともに、反射樹脂
層において、貫通孔に臨む部分が、貫通孔に引き込まれて、突起部を形成した。
10

【０２０５】
これにより、複数整列配置されたダイオード装置からなる集合体シートを得た（図１参
照）。
【０２０６】
その後、互いに隣接する発光ダイオード素子の間において、各貫通孔を結ぶ線分に沿っ
て、各貫通孔を２等分するように、ダイオード基板、反射樹脂層および蛍光体層を切断加
工した（図１の１点破線および図３（ｄ）の１点破線参照）。これによって、複数の発光
ダイオード素子に切り分けて、発光ダイオード素子を個別化した。
【０２０７】
これによって、個別化された発光ダイオード素子を備える発光ダイオード装置を得た（
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図３（ｅ）参照）。
【０２０８】
実施例２（図６および図７の態様）
熱剥離シート（商品名「リバアルファ」、日東電工社製）からなる厚み１００μｍの第
２離型基材を用意した（図６（ａ）参照）。
【０２０９】
次いで、緩衝層（ＧａＮ）、Ｎ形半導体層（ｎ−ＧａＮ）、発光層（ＩｎＧａＮ）およ
びＰ形半導体層（ｐ−ＧａＮ：Ｍｇ）を含む光半導体層と、アノード電極およびカソード
電極を含む電極部とを備える、厚み０．１ｍｍの発光ダイオード素子を第２離型基材の上
面に設けた（図６（ｂ）の下部参照）。
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【０２１０】
また、内径１００μｍの平面視円形状の貫通孔を、第２離型基材にドリル穿孔によって
形成した。
【０２１１】
続いて、蛍光反射シートを用意した（図６（ｂ）の上部参照）。
【０２１２】
すなわち、まず、以下の記載に従って用意した蛍光体層の上面に、実施例１と同様にし
て、反射樹脂組成物をマスクを介して塗布することにより、蛍光体層および反射樹脂層を
備える蛍光反射シート（積層シート）を用意した。
＜蛍光体層の用意＞
Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅからなる蛍光体粒子（球形状、平均粒子径９５ｎｍ）４ｇ、バ
インダー樹脂としてｐｏｌｙ
ｈｏｌ

ｃｏ

ｖｉｎｙｌ

（ｖｉｎｙｌ

ｂｕｔｙｌ−ｃｏ−ｖｉｎｙｌ
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ａｌｃｏ

ａｌｃｏｈｏｌ）（シグマアルドリッチ社製、重量平均分子

量９００００〜１２００００）０．２１ｇ、焼結助剤としてシリカ粉末（Ｃａｂｏｔ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製、商品名「ＣＡＢ−Ｏ−ＳＩＬ

Ｃ

ＨＳ−５」）０．０１２ｇ、

および、メタノール１０ｍＬを乳鉢にて混合してスラリーとし、得られたスラリーをドラ
イヤーにてメタノールを除去し、乾燥粉末を得た。
【０２１３】
この乾燥粉末７００ｍｇを、２０ｍｍ×３０ｍｍサイズの一軸性プレスモールド型に充
填後、油圧式プレス機にて約１０トンで加圧することで、厚み約３５０μｍの矩形状に成
型したプレート状グリーン体を得た。
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【０２１４】
得られたグリーン体をアルミナ製管状電気炉にて、空気中、２℃／ｍｉｎの昇温速度で
８００℃まで加熱し、バインダー樹脂などの有機成分を分解除去した後、引き続き、電気
炉内をロータリーポンプにて真空排気して、１５００℃で５時間加熱し、厚み約２８０μ
ｍのＹＡＧ：Ｃｅ蛍光体のセラミックプレート（ＹＡＧ−ＣＰ）からなる蛍光体層を用意
した。
【０２１５】
上記により用意した蛍光反射シート（積層シート）を第２離型基材に積層し、次いで、
反射樹脂層を押圧するとともに、貫通口内を３００Ｐａに減圧した（図７（ｄ）参照）。
【０２１６】

10

次いで、互いに隣接する発光ダイオード素子の間において、各貫通孔を結ぶ線分に沿っ
て、各貫通孔を２等分するように、第２離型基材、反射樹脂層および蛍光体層をダイシン
グした。これによって、複数の発光ダイオード素子に切り分けて、発光ダイオード素子を
個別化した（図７（ｄ）の１点破線参照）。
【０２１７】
次いで、加熱によって、第２離型基材を、発光ダイオード素子および反射樹脂層から引
き剥がした（図７（ｅ）の仮想線参照）。
【０２１８】
その後、側面が反射樹脂層に密着され、上面が蛍光体層に積層された発光ダイオード素
子を、サファイアからなる絶縁基板と、その上面に、銅、ニッケルおよび金からなる端子
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を含む導体層とを発光ダイオード基板にフリップ実装した（図７（ｆ）参照）。
【０２１９】
これにより、発光ダイオード装置を得た（図７（ｆ）参照）。
【符号の説明】
【０２２０】
１

発光ダイオード装置

２

ダイオード基板

３

発光ダイオード素子

４

反射樹脂層

５

蛍光体層

９

貫通孔

１３蛍光反射シート
２１第１離型基材
２３第２離型基材
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図７】

【図６】

JP 5745319 B2 2015.7.8

(22)

JP 5745319 B2 2015.7.8

フロントページの続き
(72)発明者 西岡 務
大阪府茨木市下穂積１丁目１番２号 日東電工株式会社内
(72)発明者 内藤 俊樹
大阪府茨木市下穂積１丁目１番２号 日東電工株式会社内
審査官 金高 敏康
(56)参考文献 国際公開第２００９／０６９６７１（ＷＯ，Ａ１）
特開２０１０−１９２８４４（ＪＰ，Ａ）
特開２０１０−０６７６４１（ＪＰ，Ａ）
特開２００９−１８８２０７（ＪＰ，Ａ）
特開２００５−００５６０４（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｈ０１Ｌ

３３／００

−

３３／６４

10

