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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に光機能素子が実装されてなる半導体装置であって、
　前記光機能素子上には光透過性を有するカバーが設置され、
　前記カバーの上面及び前記光機能素子の上面に光の反射を防止する光反射防止膜が形成
され、
　前記カバーの下面に蛍光体膜が形成され、
　前記基板を貫通する貫通配線及び放熱配線が形成され、
　前記光機能素子の側面を囲むように、金属部材の表面に反射膜が形成されてなる、光を
反射するリフレクタが配置され、
　前記リフレクタと前記放熱配線とが接続され、
　前記光機能素子は、バンプを介して前記貫通配線と電気的に接続され、
　前記放熱配線は、前記貫通配線の外側に設けられていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記光機能素子は、前記基板の凹部に実装され、前記凹部が前記カバーと前記基板が接
合されて封止されていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記光反射防止膜は、誘電体膜を多層コーティングして形成された透明膜であることを
特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項４】
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　基板上に光機能素子を実装する工程と、
　前記光機能素子の上面に光反射防止膜を形成する工程と、
　前記基板上に設置された前記光機能素子を、光透過性を有するカバーを用いて封止する
工程と、
　前記カバーの上面に光反射防止膜を形成する工程と、
　前記カバーの下面に蛍光体膜を形成する工程と、
　前記基板を貫通しバンプを介して前記光機能素子と電気的に接続される貫通配線を形成
し、前記貫通配線の外側に前記基板を貫通する放熱配線を形成する工程と、
　前記光機能素子の側面を囲むように、金属部材の表面に反射膜が形成されてなる、光を
反射するリフレクタを配置する工程と、
　前記リフレクタと前記放熱配線とを接続する工程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記基板は、前記光機能素子を実装する凹部が形成され、
　前記凹部の開口は、前記カバーを用いて封止されていることを特徴とする請求項４に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記リフレクタの上端を前記カバーに接合する工程と、
　前記リフレクタの下端を前記光機能素子が載置された領域の周囲に接合して前記光機能
素子が実装された空間を封止する工程と、
　を有することを特徴とする請求項４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記光反射防止膜は、誘電体膜を多層コーティングして形成された透明膜であることを
特徴とする請求項４に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置及びその製造方法に係り、特に基板に発光素子または受光素子より
なる光機能素子が実装されてなる半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光素子が基板に実装されてなる半導体装置には、様々な形状のものが提案されている
が、例えば発光素子がＬＥＤ（light emitting diode）などの場合、その発光色の種類は
限られている。そのため、所望の発光色を得るために、ＬＥＤの発光に対応して発光する
蛍光体を用いて、ＬＥＤの発光と蛍光体の発光の混色を用いる場合がある。
【０００３】
　従来の発光素子が実装された半導体装置としては、例えば、基板の凹部に発光素子を実
装し、凹部の上部開口をガラスなどの光学部材（ガラス）により封止し、光学部材の下面
に形成された蛍光部材が発光素子からの光を受けて発光することで光学部材から出射され
る光強度を高めるように構成されたものがある（例えば、特許文献１を参照）。
【特許文献１】特開２００３－１１０１４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の半導体装置では、発光素子からの光が基板の凹部を覆う光学
部材を透過して出射される過程で屈折率の異なる境界面を通過する際、例えば、屈折率の
大きい光学部材（屈折率＝１．５）から屈折率の小さい空気（屈折率＝１．０）に進行す
る場合に境界面に対する光の入射角によって全反射が発生してしまい、光学部材を透過す
る光量が減少して光強度が低下するという問題があった。
【０００５】



(3) JP 4996101 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

　また、光の全反射は、光が屈折率の大きい媒質から屈折率の小さい媒質へ進行する際に
発生する現象であるので、発光素子の内部から外部に光が放射される際にも発生するおそ
れがある。このような場合には、発光素子の上面に向けて光を放射させる構成であるのに
、発光素子の内部に全反射した光が発光素子の側面から放射されてしまい、本来の発光面
である発光素子の上面からの光強度が低下するという問題もあった。
【０００６】
　そこで、本発明では、上記の点に鑑み、上記問題を解決した半導体装置を提供すること
を統括的課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明は以下のような手段を有する。
【０００８】
　本発明は、基板に光機能素子が実装されてなる半導体装置であって、前記光機能素子上
には光透過性を有するカバーが設置され、前記カバーの上面及び前記光機能素子の上面に
光の反射を防止する光反射防止膜が形成され、前記カバーの下面に蛍光体膜が形成され、
前記基板を貫通する貫通配線及び放熱配線が形成され、前記光機能素子の側面を囲むよう
に、金属部材の表面に反射膜が形成されてなる、光を反射するリフレクタが配置され、前
記リフレクタと前記放熱配線とが接続され、前記光機能素子は、バンプを介して前記貫通
配線と電気的に接続され、前記放熱配線は、前記貫通配線の外側に設けられていることを
特徴とする。
【００１０】
　前記光反射防止膜は、誘電体膜を多層コーティングして形成された透明膜であることを
特徴とする。
【００１２】
　前記光機能素子は、前記基板の凹部に実装され、前記凹部が前記カバーと前記基板が接
合されて封止されていることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、基板上に光機能素子を実装する工程と、前記光機能素子の上面に光反
射防止膜を形成する工程と、前記基板上に設置された前記光機能素子を、光透過性を有す
るカバーを用いて封止する工程と、前記カバーの上面に光反射防止膜を形成する工程と、
前記カバーの下面に蛍光体膜を形成する工程と、前記基板を貫通しバンプを介して前記光
機能素子と電気的に接続される貫通配線を形成し、前記貫通配線の外側に前記基板を貫通
する放熱配線を形成する工程と、前記光機能素子の側面を囲むように、金属部材の表面に
反射膜が形成されてなる、光を反射するリフレクタを配置する工程と、前記リフレクタと
前記放熱配線とを接続する工程と、を有することを特徴とする。
【００１４】
　前記基板は、前記光機能素子を実装する凹部が形成され、前記凹部の開口は、前記カバ
ーを用いて封止されていることを特徴とする。
【００１６】
　前記リフレクタの上端を前記カバーに接合する工程と、前記リフレクタの下端を前記光
機能素子が載置された領域の周囲に接合して前記光機能素子が実装された空間を封止する
工程と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、光機能素子上には光透過性を有するカバーが設置され、カバーの上面
及び光機能素子の上面に光の反射を防止する光反射防止膜が形成され、カバーの下面に蛍
光体膜が形成されているため、光機能素子から放射された光、または外部から入射された
光の入射角が臨界角より大きい場合でも光を反射せずに光機能素子またはカバーを透過し
て進行することができるので、光機能素子から出射される光量、または外部から入射され
る光量が増大して発光、受光の光強度をより高めることが可能になる。また、基板を貫通
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する貫通配線及び放熱配線が形成され、光機能素子の側面を囲むように光を反射するリフ
レクタが配置され、リフレクタと放熱配線とが接続されているため、リフレクタの熱を放
熱配線を介して基板の外側に逃がすことができるので、リフレクタの放熱性を良好に保つ
ことができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１は、本発明の実施例１による半導体装置１００を模式的に示した断面図である。図
１を参照するに、半導体装置１００は、例えばＳｉよりなる基板１０１に、光機能素子と
して、例えばＬＥＤよりなる発光素子１０２が実装されてなる半導体装置である。発光素
子１０２は、サファイア（Ａｌ２Ｏ３）を基材としてＰ層、Ｎ層、電極などが形成されて
おり、その上面には、光の反射を防止する光反射防止膜１３０が形成されている。この光
反射防止膜１３０は、例えば、誘電体膜を積層した多層反射防止膜（ＥＢＣ：electron b
eam coating）、あるいはＡＲコ－ティング（anti-reflective coating）と呼ばれる反射
防止処理が施され、真空蒸着等により形成された透明な薄膜である。
【００２０】
　そのため、発光素子１０２の内部から外部に放射された光が発光素子１０２の上面（屈
折率の境界面）を通過して空気中を進行する際に、屈折率の差によって光の全反射が起き
ることが防止される。
【００２１】
　尚、本実施例では、発光素子１０２が基板１０１に実装される構成について説明してい
るが、発光素子のみではなく、例えば、受光素子を実装した構成の半導体装置にも本発明
を適用することができるのは、勿論である。その場合、光反射防止膜１３０は、外部から
入射された光の反射を防止して受光される光強度を高めることができる。
【００２２】
　ここで、光の全反射が発生する原理について説明する。例えば、屈折率の異なる物質Ａ
と物質Ｂとの境界では、光の屈折が発生することが知られている。そして、物質Ａ中を進
行する光が、境界面の入射点に到達した場合、当該入射点における境界面に対する法線と
、入射光線が形成する角度を入射角と呼ぶ。この入射角を、ある角度以上とした場合には
、光が透過せず、いわゆる全反射が生じる。このとき、全反射が生じる入射角は、臨界角
または全反射の臨界角と呼ばれている。この臨界角は、物質Ａ，Ｂの屈折率の比によって
決まる角度である。
【００２３】
　物質Ａの屈折率ｎ１、物質Ｂの屈折率ｎ２、臨界角θｆとした場合、屈折率と臨界角と
の関係は、次式（１）のように表される。
Ｓｉｎθｆ＝ｎ２／ｎ１・・・（１）
　この場合、全反射が生じるためには、物質Ａの屈折率ｎ１、物質Ｂの屈折率ｎ２は、次
式（２）の条件を満たしていることが必要になる。
ｎ１>ｎ２・・・（２）
　従って、サファイア基板の屈折率（＝１．８）に対して空気の屈折率（＝１．０）が小
さいので、発光素子１０２の内部から外部に放射された光は、境界面に対する入射角が上
記臨界角θｆより大きい角度である場合には、全反射となり、発光された光が入射角によ
って発光素子１０２の外部に進行することができなくなる。
【００２４】
　本実施例では、発光素子１０２の発光面（屈折率の境界面）となる上面に光反射防止膜
１３０が形成されているので、発光素子１０２の内部から外部に進行する光は、入射角が
上記臨界角以上になった場合でも、光反射防止膜１３０によって反射が防止されるため、
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上方に透過することができる。これにより、発光素子１０２自体の発光量が増加して発光
面からの光強度が向上している。
【００２５】
　また、発光素子１０２上には光透過性の、例えばガラスよりなる平板状のカバー１０３
が設置され、当該カバー１０３の上面にも光の反射を防止する光反射防止膜１４０が形成
されている。この光反射防止膜１４０は、前述した光反射防止膜１３０と同様に、多層反
射防止膜（ＥＢＣ：electron beam coating）などからなり、光の反射を防止してカバー
１０３を透過する光量を相対的に増大させることができる。そのため、発光素子１０２か
らの光がカバー１０３を透過して屈折率の大きいガラス製のカバー１０３から屈折率の小
さい空気へ進行する過程で全反射することが防止される。これにより、カバー１０３の上
方に進行する光の光強度を向上させることができる。
【００２６】
　本実施例においては、半導体装置１００から放射される光の強度を高めるために、発光
素子１０２の上面に光反射防止膜１３０に形成し、且つカバー１０３の上面にも光反射防
止膜１４０を形成した構成例を説明しているが、本発明では、光反射防止膜１３０，１４
０の両方でも良いし、あるいは光反射防止膜１３０，１４０の何れか一方のみを形成した
構成として良い。また、カバー１０３の上面だけでなく下面にも光反射防止膜を形成する
構成とすることにより、例えば、後述する蛍光体膜１０４がガラスよりも屈折率の大きい
物質からなる場合には、光の透過率を高めて光強度を向上させることができる。
【００２７】
　尚、本実施例では、発光素子１０２が基板１０１に実装される構成について説明してい
るが、発光素子のみではなく、例えば、受光素子を実装した構成の半導体装置にも本発明
を適用することができるのは、勿論である。その場合、光反射防止膜１３０，１４０は、
外部から入射された光の反射を防止して受光される光強度を高められる。
【００２８】
　さらに、カバー１０３の下面には、蛍光体膜１０４が形成されている。このため、本実
施例による半導体装置１００では、蛍光体膜または蛍光体を含む樹脂などが直接発光素子
（ＬＥＤ）上に塗布されることがないため、前記発光素子１０２の放熱が良好となり、発
光素子の発熱による品質低下の影響が抑制されている。
【００２９】
　また、前記蛍光体膜１０４が、前記発光素子１０２からの放熱や紫外線の照射などによ
り劣化する影響が抑制され、半導体装置を高品質とするとともに長寿命化をはかることが
可能となっている。
【００３０】
　また、基板１０１には、発光素子１０２を実装する凹部１０１Ｂが形成され、凹部１０
１Ｂの周囲がカバー１０３と接合されることで発光素子１０２が基板１０１上に封止され
る構造となっている。すなわち、基板１０１と前記カバー１０３によって、発光素子１０
２が封止される空間が画成される構成となっている。このため、発光素子１０２が封止さ
れる空間を、例えば減圧状態としたり、または不活性ガスで満たすことが可能となり、発
光素子１０２の品質の維持と長寿命化を図ることが可能となる。
【００３１】
　また、基板１０１とカバー１０３とが陽極接合により接続されていると、例えば樹脂な
どの有機材料により接合される場合にくらべて発光素子１０２が封止される空間が清浄に
保持されるため、発光素子１０２の品質が良好となり、好ましい。
【００３２】
　また、発光素子１０２が封止される空間（前記凹部１０１Ｂ）には、発光素子１０２と
ともに発光素子１０２からの発光を反射するリフレクタ１０５が設置されている。このた
め本実施例による半導体装置１００の発光効率が良好となるように構成されている。
【００３３】
　また、発光素子１０２は、例えばＡｕよりなるバンプ（Ａｕスタッドバンプ）１０６上
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に設置され、当該発光素子１０２は、当該バンプ１０６を介して基板１０１の底面を貫通
するように形成されるビアプラグ（貫通配線）１０７と電気的に接続されている。
【００３４】
　ビアプラグ１０７の、発光素子１０２が接続される側の反対側には、例えばＮｉ／Ａｕ
メッキ層よりなる接続層１０８Ａが形成され、さらに当該接続層１０８Ａに半田バンプ１
０８が形成されている。すなわち、ビアプラグ１０７が形成されることによって、発光素
子１０２と、当該発光素子１０２が封止される空間の外側の接続対象とを、容易に接続す
ることが可能になっている。また、バンプ１０７とビアプラグ１０７の間にも、例えばＮ
ｉ／Ａｕメッキ層よりなる接続層が形成されていてもよいが、本図では図示を省略してい
る。
【００３５】
　また、リフレクタ１０５は、基板１０１を貫通するビアプラグ（放熱配線）１１０に接
続されているため、当該リフレクタ１０５の放熱性が良好になっている。この場合、当該
ビアプラグ１１０は、ビアプラグ１０７と同様の構造で構成される。
【００３６】
　例えば、前記ビアプラグ１１０は、バンプ（Ａｕスタッドバンプ）１０９を介して基板
１０１の底面を貫通するように形成されるビアプラグ１１０と接続されている。ビアプラ
グ１１０の、リフレクタ１０５が接続される側の反対側には、例えばＮｉ／Ａｕメッキ層
よりなる接続層１１１Ａが形成され、さらに当該接続層１１１Ａに半田バンプ１１１が形
成されている。この場合、リフレクタ１０５は、ビアプラグ１１０を介して冷却（放熱）
が行われる。また、ビアプラグ１１０（半田バンプ１１１）が、例えばマザーボードなど
に接続されて放熱性が良好となるように構成されるとさらに好適である。
【００３７】
　また、基板１０１が、例えばＳｉよりなると、基板１０１を微細な形状に加工すること
が容易となり、好ましい。例えば、Ｓｉはセラミックなどの材料に比べて微細加工が容易
である特徴を有している。また、基板１０１がＳｉよりなると、ガラス（ホウケイ酸ガラ
ス）よりなるカバー１０４との間で陽極接合を行うことも可能となる。
【００３８】
　また、基板１０１の表面は、酸化膜（シリコン酸化膜）１０１Ａが形成され、例えば当
該基板１０１と、ビアプラグ１０７、１１０との間や、バンプ１０６、１０９との間は絶
縁されている。
【００３９】
　ここで、図２を参照して、発光素子１０２の製造方法の手順について説明する。図２に
示されるように、まず、手順１において、所定の厚さを有するサファイアのウェーハを作
成する。サファイアは、光の透過性及び耐熱性に優れており、特に青色の発光体に対して
は、光が熱に変換されて高温に加熱されても劣化しにくいといった耐久性も有しているの
でＬＥＤ基板に適している。
【００４０】
　次の手順２において、気相成長法などの成膜形成法を用いてサファイア基板に窒素ガリ
ウム（ＮＧａ）などの化合物による薄膜をエピタキシャル成長させてＰ型半導体、Ｎ型半
導体を形成する。
【００４１】
　さらに、手順３において、Ｐ型半導体、Ｎ型半導体の夫々に電極を形成する。
【００４２】
　次の手順４において、サファイア基板の電極形成面と反対側の面（裏面）に光反射防止
膜をコーティングする。例えば、光透過率の良い誘電体膜を多層コーティングした多層反
射防止膜（ＥＢＣ：electron beam coating）、あるいはＡＲコ－ティング（anti-reflec
tive coating）と呼ばれる反射防止処理を施して光反射防止膜を形成する。
【００４３】
　そして、手順５において、ダイシングによりサファイア基板上に形成された各発光素子
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毎に切断して個片化する。これで、光反射防止膜１３０が形成された発光素子１０２が得
られる。尚、この発光素子１０２は、光反射防止膜１３０の形成面を上面として実装され
る。
【００４４】
　次に、上記の半導体装置１００を製造する製造方法の一例について、図３Ａ～図３Ｌに
基づき、手順を追って説明する。ただし以下の図中、先に説明した部分には同一の参照符
号を付し、説明を省略する場合がある。
【００４５】
　まず、図３Ａに示す工程において、例えばＳｉよりなる基板１０１をエッチングしてパ
ターニングし、発光素子を設置するための凹部１０１Ｂと、ビアプラグ１０７、１１０を
形成するための、基板１０１を貫通するビアホール１０７Ａ，１１０Ａを形成する。
【００４６】
　次に、図３Ｂに示す工程において、凹部１０１Ｂの内壁面やビアホール１０７Ａ，１１
０Ａの内壁面を含む前記基板１０１の表面に、例えば熱ＣＶＤ法などにより、酸化膜（シ
リコン酸化膜、または熱酸化膜と呼ぶ場合もある）１０１Ａを形成する。
【００４７】
　次に、図３Ｃに示す工程において、例えばＣｕのメッキ法（例えばセミアディティブ法
）により、ビアホール１０７Ａ、１１０Ａに、それぞれビアプラグ１０７、１１０を形成
する。
【００４８】
　次に、図３Ｄに示す工程において、例えばメッキ法により、例えばＮｉ／Ａｕよりなる
接続層１０６Ａ，１０９Ａ，１０８Ａ，１１１Ａを形成する。この場合、接続層１０６Ａ
，１０９Ａは、それぞれビアプラグ１０７，１１０の凹部１０１Ｂの側に、接続層１０８
Ａ，１１１Ａは、それぞれビアプラグ１０７，１１０の凹部１０１Ｂの反対側に形成され
る。
【００４９】
　次に、図３Ｅに示す工程において、接続層１０６Ａ，１０９Ａ上に、それぞれバンプ（
Ａｕスタッドバンプ）１０６，１０９を形成する。なお、本図以降では、接続層１０６Ａ
，１０９Ａの図示を省略している。
【００５０】
　次に、図３Ｆに示す工程において、凹部１０１Ｂの周囲の凸部１０１Ｃの表面の酸化膜
１０１Ａを、例えばマスクエッチにより剥離する。本工程によって酸化膜が剥離された部
分には後の工程においてガラスよりなるカバーが接合される。
【００５１】
　次に、図３Ｇに示す工程において、前述した手順１～５により光反射防止膜１３０が形
成された発光素子１０２を、光反射防止膜１３０の形成面を上面として凹部１０１Ｂに設
置する。この場合、例えば熱圧着、または超音波接合などを用いて、発光素子１０２とバ
ンプ１０６を電気的に接合し、バンプ１０６を介して発光素子１０２とビアプラグ１０７
が電気的に接続されるように構成する。
【００５２】
　次に、図３Ｈに示す工程において、例えばＦｅ、Ｎｉ、Ｃｏなどの合金の表面にＡｇま
たはＡｌの反射膜が形成されてなるリフレクタ１０５を、凹部１０１Ｂに設置する。この
場合、例えば熱圧着、または超音波接合などを用いて、リフレクタ１０５とバンプ１０９
を接合し、バンプ１０９を介してリフレクタ１０５とビアプラグ１１０が接続されるよう
に構成する。
【００５３】
　次に、図３Ｉに示す工程において、例えばホウケイ酸ガラスよりなる、透過性を有する
平板状のカバー１０３の上面に真空蒸着法などにより光透過率の良い誘電体膜を多層コー
ティングして光反射防止膜１４０を形成する。さらに、カバー１０３の下面に、蛍光体膜
１０４をパターニングして形成する。本実施例による半導体装置の製造方法では、上記の
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ように、平板状のカバー１０３の上下面の夫々に光反射防止膜１４０、蛍光体膜１０４を
形成しているため、光反射防止膜１４０、蛍光体膜１０４の膜厚の均一性を良好に保つこ
とができる。そのために半導体装置の発光の強度や発光色の均一性を高めることができる
。
【００５４】
　また、この場合、カバー１０３と基板１０１とが接合される部分には、蛍光体膜１０４
を形成せず、カバー１０３と基板１０１が直接接触するように蛍光体膜がパターニングさ
れることが好ましい。
【００５５】
　次に、図３Ｊに示す工程において、カバー１０３と基板１０１を、例えば陽極接合によ
り接合し、発光素子１０２を基板１０１上で封止する構造が形成される。この場合、陽極
接合は、カバー１０３と基板１０１との間に高電圧を印加し、カバー１０３と基板１０１
を昇温して行う。
【００５６】
　上記の陽極接合が行われると、基板を構成するＳｉと、カバーを構成するガラス中の酸
素が結合し、接合力が良好で安定した接合が行われる。また、樹脂材料を用いた接合と異
なり、発光素子１０２が封止される空間を汚染するようなガス、不純物などが殆ど発生す
ることがない。
【００５７】
　次に、図３Ｋに示す工程において、接続層１０８Ａ，１１１Ａにそれぞれ半田バンプ１
０８，１１１を形成する。
【００５８】
　次に、図３Ｌに示す工程において、基板１０１とカバー１０３をダイシングにより切断
し、個片化することで、先に説明した半導体装置１００(図２を参照)が完成する。
【００５９】
　上記説明では、発光素子１０２上の光反射防止膜１３０は、個片化の前に形成した場合
について説明したが、発光素子１０２を基板１０１に実装後に形成し、パターニングする
方法を用いても良い。
【００６０】
　また、カバー１０３上の光反射防止膜１４０は、ウェーハレベルパッケージの場合、パ
ッケージ個片化の前に形成してもよいし、個片化後に形成する方法を用いても良い。
【００６１】
　また、カバー１０３の上面だけでなく側壁にも光反射防止膜を形成するようにしても良
い。その場合は、カバー１０３を切断する際にカバー１０３のみハーフダイシングした後
、カバー１０３の側面に誘電体膜を多層コーティングして光反射防止膜を形成するように
しても良い。
【実施例２】
【００６２】
　また、本発明による半導体装置は、実施例１に記載した構造に限定されず、例えば以下
に説明するように、様々に構成することが可能である。
【００６３】
　図４は、本発明の実施例２による半導体装置２００を模式的に示した断面図である。図
２を参照するに、半導体装置２００は、例えばＳｉよりなる基板２０１に、例えばＬＥＤ
よりなる発光素子２０２が実装されてなる半導体装置である。発光素子２０２は、サファ
イア（Ａｌ２Ｏ３）を基材としてＰ層、Ｎ層、電極などが形成されており、その上面には
、光の反射を防止する光反射防止膜２３０が形成されている。この光反射防止膜２３０は
、例えば、多層反射防止膜（ＥＢＣ：electron beam coating）、あるいはＡＲコ－ティ
ング（anti-reflective coating）と呼ばれる反射防止処理が施され、例えば真空蒸着等
により形成された透明な薄膜である。
【００６４】
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　また、発光素子２０２上には光透過性の、例えばガラスよりなる平板状のカバー２０３
が設置され、当該カバー２０３の上面にも光の反射を防止する光反射防止膜２４０が形成
されている。この光反射防止膜２４０は、前述した光反射防止膜２３０と同様に、多層反
射防止膜（ＥＢＣ：electron beam coating）などからなり、光の反射を防止してカバー
１０３を透過する光量を相対的に増大させることができる。そのため、発光素子２０２か
らの光がカバー２０３を透過して屈折率の大きいガラス製のカバー２０３から屈折率の小
さい空気へ進行する過程で全反射することが防止される。これにより、カバー２０３の上
方に進行する光の光強度を向上させることができる。
【００６５】
　本実施例においては、半導体装置２００から放射される光の強度を高めるために、発光
素子２０２の上面に光反射防止膜２３０に形成し、且つカバー２０３の上面にも光反射防
止膜２４０を形成した構成例を説明しているが、本発明では、光反射防止膜２３０，２４
０の両方でも良いし、あるいは光反射防止膜２３０，２４０の何れか一方のみを形成した
構成として良い。また、カバー２０３の上面だけでなく下面にも光反射防止膜を形成する
構成とすることにより、例えば、後述する蛍光体膜２０４がガラスよりも屈折率の大きい
物質からなる場合には、光の透過率を高めて光強度を向上させることができる。
【００６６】
　尚、本実施例では、発光素子２０２が基板２０１に実装される構成について説明してい
るが、発光素子のみではなく、例えば、受光素子を実装した構成の半導体装置にも本発明
を適用することができるのは、勿論である。その場合、光反射防止膜２３０，２４０は、
外部から入射された光の反射を防止して受光される光強度を高めることができる。
【００６７】
　さらに、当該カバー２０３の下面には蛍光体膜２０４が形成されている。この場合、本
実施例による、基板２０１、発光素子２０２、カバー２０３、および蛍光体膜２０４は、
実施例１の場合の基板１０１、発光素子１０２、カバー１０３、および蛍光体膜１０４に
相当し、本実施例による半導体装置２００は、実施例１の半導体装置１００と同様の効果
を有する。
【００６８】
　すなわち、半導体装置２００では、蛍光体膜または蛍光体を含む樹脂などが直接発光素
子（ＬＥＤ）上に塗布されることがないため、発光素子２０２の放熱が良好となり、発光
素子の発熱による品質低下の影響が抑制されている。
【００６９】
　また、蛍光体膜２０４が、発光素子２０２からの放熱や紫外線の照射などにより劣化す
る影響が抑制され、半導体装置を高品質とするとともに長寿命化をはかることが可能とな
っている。
【００７０】
　また、本実施例による半導体装置２００では、略平板状の前記カバー２０３に、前記蛍
光体膜が、例えば印刷法により形成されているため、蛍光体膜の膜厚の均一性が良好であ
る特徴を有している。すなわち、本実施例による半導体装置２００では、平板状の前記カ
バー２０３に蛍光体膜２０４を形成しているため、例えば印刷法などを用いて、蛍光体膜
２０４を膜厚の均一性を良好に形成することができる。さらに、本実施例による半導体装
置では、前記発光素子２０２の側面に蛍光体膜を形成する必要がなく、そのために発光の
強度や発光色の均一性が良好である特徴を有する。
【００７１】
　また、発光素子２０２は、例えばＡｕよりなるバンプ（Ａｕスタッドバンプ）２０６上
に設置され、当該発光素子２０２は、当該バンプ２０６を介して基板２０１の底面を貫通
するように形成されるビアプラグ（貫通配線）２０７と電気的に接続されている。
【００７２】
　ビアプラグ２０７の、発光素子２０２が接続される側の反対側には、例えばＮｉ／Ａｕ
メッキ層よりなる接続層２０８Ａが形成され、さらに当該接続層２０８Ａに半田バンプ２
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０８が形成されている。すなわち、ビアプラグ２０７が形成されることによって、発光素
子２０２と、当該発光素子２０２が封止される空間の外側の接続対象とを、容易に接続す
ることが可能になっている。また、バンプ２０７とビアプラグ２０７の間にも、例えばＮ
ｉ／Ａｕメッキ層よりなる接続層が形成されていてもよいが、本図では図示を省略してい
る。
【００７３】
　また、基板２０１の表面は、酸化膜（シリコン酸化膜）２０１Ａが形成され、例えば当
該基板２０１と、ビアプラグ２０７との間や、バンプ２０６との間は絶縁されている。
【００７４】
　本実施例による半導体装置２００の場合、実施例１の半導体装置１００と以下の点で相
違しており、本実施例特有の効果を有している。
【００７５】
　本実施例による半導体装置２００は、発光素子２０２からの発光を反射するリフレクタ
２０５（前記リフレクタ１０５に相当）を有するとともに、当該リフレクタ２０５が、基
板２０１およびカバー２０３とともに、発光素子２０２を封止する封止空間２０１Ｂを画
成している。
【００７６】
　この場合、リフレクタ２０５の一端は、基板２０１上に形成された、例えばＡｕよりな
る接合層２１０により当該基板１０１に接合される。また、リフレクタ２０５の他の一端
は、例えばＡｕよりなる接合層２０９により、カバー２０３に接合されている。すなわち
、リフレクタ２０３が、基板１０１、およびカバー２０４の双方と接合されることで、発
光素子２０２が封止される封止空間２０１Ｂが形成されている。
【００７７】
　このため、封止空間２０１Ｂを、例えば減圧状態としたり、または不活性ガスで満たす
ことが可能となり、発光素子２０２の品質の維持と長寿命化を図ることが可能となってい
る。
【００７８】
　また、基板２０１に、実施例１に記載したビアプラグ１１０に相当する放熱配線を形成
し、リフレクタ２０５に接続することで、当該リフレクタ２０５の放熱性が良好となる構
造（実施例１と同様の構造）としてもよい。
【００７９】
　本実施例による半導体装置２００では、基板２０１の構造（形状）が基板１０１に比べ
て単純であり、当該基板２０１の加工が容易となる特徴を有している。また、リフレクタ
が外気に曝される構造であるため、半導体装置１００と比べるとさらに放熱性が良好であ
るメリットがある。
【００８０】
　次に、上記の半導体装置２００を製造する製造方法の一例について、図５Ａ～図５Ｍに
基づき、手順を追って説明する。ただし以下の図中、先に説明した部分には同一の参照符
号を付し、説明を省略する場合がある。
【００８１】
　まず、図５Ａに示す工程において、例えばＳｉよりなる基板２０１をエッチングしてパ
ターニングし、ビアプラグ２０７を形成するための、基板２０１を貫通するビアホール２
０７Ａを形成する。
【００８２】
　次に、図５Ｂに示す工程において、ビアホール２０７Ａの内壁面を含む基板２０１の表
面に、例えば熱ＣＶＤ法などにより、酸化膜（シリコン酸化膜、または熱酸化膜とよぶ場
合もある）２０１Ａを形成する。
【００８３】
　次に、図５Ｃに示す工程において、例えばＣｕのメッキ法（例えばセミアディティブ法
）により、ビアホール２０７Ａにビアプラグ２０７を形成する。
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【００８４】
　次に、図５Ｄに示す工程において、ビアプラグ２０７に対して、例えばメッキ法により
、例えばＮｉ／Ａｕよりなる接続層２０６Ａ，２０８Ａを形成する。この場合、ビアプラ
グ２０７に対して、接続層２０６Ａは後の工程で発光素子が実装される第１の側に、接続
層２０８Ａは当該第１の側の反対側の第２の側に形成される。また、基板２０１の第１の
側には、後の工程においてリフレクタを接合するための、例えばＡｕよりなる接合層２１
０をスパッタリング法またはメッキ法などにより、形成する。なお、本図以降では、接続
層２０６Ａ，２０９Ａの図示を省略している。
【００８５】
　次に、図５Ｅに示す工程において、前記接続層２０６Ａ上に、バンプ（Ａｕスタッドバ
ンプ）２０６を形成する。
【００８６】
　次に、図５Ｆに示す工程において、例えばＬＥＤよりなる発光素子２０２を、基板２０
１上に設置する。この場合、例えば熱圧着、または超音波接合などを用いて、前述した手
順１～５により光反射防止膜２３０が形成された発光素子２０２とバンプ２０６を電気的
に接合し、バンプ２０６を介して発光素子２０２とビアプラグ２０７が電気的に接続され
るように構成する。
【００８７】
　次に、図５Ｇに示す工程において、基板２０１をダイシングにより切断し、発光素子２
０２が実装された基板２０１を個片化する。
【００８８】
　次に、図５Ｈに示す工程において、例えばホウケイ酸ガラスよりなる、平板状のカバー
２０３の上面に、例えば、真空蒸着法により光透過率の良い誘電体膜を多層コーティング
して光反射防止膜２４０を形成する。さらに、カバー２０３の下面に、蛍光体膜２０４を
パターニングして形成する。本実施例による半導体装置の製造方法では、上記のように、
平板状のカバー２０３の上下面の夫々に光反射防止膜２４０、蛍光体膜２０４を形成して
いるため、光反射防止膜２４０、蛍光体膜２０４の膜厚の均一性を良好に保つことができ
る。そのために半導体装置２００の発光の強度や発光色の均一性を高めることができる。
【００８９】
　次に、図５Ｉに示す工程において、カバー２０３に対して、後の工程においてリフレク
タ２０９が接合されるための、例えばＡｕよりなる接合層２０９を、例えばスパッタリン
グ法により、形成する。
【００９０】
　次に、図５Ｊに示す工程において、例えばＦｅ、Ｎｉ、Ｃｏなどの合金の表面にＡｇま
たはＡｌの反射膜が形成されてなるリフレクタ２０５の上端を、接合層２０９に接合する
。この場合、例えば熱圧着、または超音波接合などを用いて、リフレクタ２０５と接合層
２０９を接合する。
【００９１】
　次に、図５Ｋに示す工程において、カバー２０３に接合されたリフレクタ２０５の下端
と、発光素子２０２が実装された基板２０１とを接合する。この場合、例えば熱圧着、ま
たは超音波接合などを用いて、リフレクタ２０５と接合層２１０を接合する。このように
して、発光素子２０２が封止される封止空間２０１Ｂが形成され、基板２０１上で発光素
子２０２が封止される。
【００９２】
　次に、図５Ｌに示す工程において、接続層２０８Ａに半田バンプ２０８を形成する。
【００９３】
　次に、図５Ｍに示す工程において、カバー２０３をダイシングにより切断し、個片化す
ることで、先に説明した半導体装置２００（図４参照）を形成することができる。
【００９４】
　本実施例より製造される半導体装置２００は、基板２０１の構造（形状）が実施例１の
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基板１０１に比べて単純であるとともに、リフレクタが外気に曝される構造であるため、
実施例１の半導体装置１００と比べるとさらに放熱性が良好である特徴を有している。
【実施例３】
【００９５】
　図６は実施例３の半導体装置を示す図である。図６に示されるように、半導体装置３０
０は、基板３０１上に発光素子３０２が接着層３２０を介して固着される。発光素子３０
２の上面には、光反射防止膜３３０が形成されている。
【００９６】
　基板３０１は、上面から下面に貫通するビアプラグ３０７が形成されており、ビアプラ
グ３０７の下端が基板３０１の下面に形成された配線パターン３０８に電気的に接続され
ている。さらに、ビアプラグ３０７の上端は、発光素子３０２の電極（図示せず）にボン
ディングワイヤ３２２を介して接続される。
【００９７】
　また、発光素子３０２が実装された基板３０１の上面には、例えばホウケイ酸ガラスよ
りなる、半球面形状のカバー３０３が接合層３１０を介して接合されている。このカバー
３０３は、内側も半球面形状に形成されており、外周面には光反射防止膜３４０が形成さ
れ、内周面には蛍光体膜３０４が形成されている。
【００９８】
　上記光反射防止膜３３０，３４０は、前述した実施例１，２と同様に、例えば、真空蒸
着法などにより光透過率の良い誘電体膜を多層コーティングして形成された透明膜である
。従って、この光反射防止膜３３０，３４０は、前述した実施例１，２と同様に、多層反
射防止膜（ＥＢＣ：electron beam coating）などからなり、光の反射を防止して発光素
子３０２、カバー３０３を透過する光量を相対的に増大させることができる。そのため、
発光素子３０２からの光がカバー３０３を透過して屈折率の大きいガラス製のカバー３０
３から屈折率の小さい空気へ進行する過程で全反射することが防止される。これにより、
カバー３０３から外部に進行する光の光強度を向上させることができる。
【００９９】
　本実施例においては、半導体装置３００から放射される光の強度を高めるために、発光
素子３０２の上面に光反射防止膜３３０に形成し、且つカバー３０３の上面にも光反射防
止膜３４０を形成した構成例を説明しているが、本発明では、光反射防止膜３３０，３４
０の両方でも良いし、あるいは光反射防止膜３３０，３４０の何れか一方のみを形成した
構成として良い。また、半球面形状とされたカバー３０３の外周面だけでなく内周面にも
光反射防止膜を形成する構成とすることにより、例えば、蛍光体膜３０４がガラスよりも
屈折率の大きい物質からなる場合には、光の透過率を高めて光強度を向上させることがで
きる。
【０１００】
　尚、本実施例では、発光素子３０２が基板３０１に実装される構成について説明してい
るが、発光素子のみではなく、例えば、受光素子を実装した構成の半導体装置にも本発明
を適用することができるのは、勿論である。その場合、光反射防止膜３３０，３４０は、
外部から入射された光の反射を防止して受光される光強度を高めることができる。
【０１０１】
　以上、本発明を好ましい実施例について説明したが、本発明は上記の特定の実施例に限
定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した要旨内において様々な変形・変更が可
能である。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　尚、上記実施例では、ＬＥＤよりなる発光素子を例に挙げて説明したが、これに限らず
、ＬＥＤ以外の発光素子が実装された半導体装置にも適用できるのは言うまでもない。
【０１０３】
　また、上記実施例では、真空蒸着法を用いた多層反射防止膜（ＥＢＣ：electron beam 
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り光反射防止膜が形成される場合について説明したが、これに以外の薄膜形成方法を用い
て光反射防止膜を形成しても良いのは勿論である。
【０１０４】
　また、上記実施例では、発光素子を封止するカバーが平板状のものと半球形状のものを
一例として挙げたが、カバーの形状は、これに限らず、例えば、凸レンズ状のものやある
いは有底円筒形状のもの等でも良いのは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の実施例１による半導体装置を示す図である。
【図２】発光素子１０２の製造方法の手順を示す図である。
【図３Ａ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その１）である。
【図３Ｂ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その２）である。
【図３Ｃ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その３）である。
【図３Ｄ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その４）である。
【図３Ｅ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その５）である。
【図３Ｆ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その６）である。
【図３Ｇ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その７）である。
【図３Ｈ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その８）である。
【図３Ｉ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その９）である。
【図３Ｊ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その１０）である。
【図３Ｋ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その１１）である。
【図３Ｌ】図１の半導体装置の製造方法を示す図（その１２）である。
【図４】実施例２による半導体装置を示す図である。
【図５Ａ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その１）である。
【図５Ｂ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その２）である。
【図５Ｃ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その３）である。
【図５Ｄ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その４）である。
【図５Ｅ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その５）である。
【図５Ｆ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その６）である。
【図５Ｇ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その７）である。
【図５Ｈ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その８）である。
【図５Ｉ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その９）である。
【図５Ｊ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その１０）である。
【図５Ｋ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その１１）である。
【図５Ｌ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その１２）である。
【図５Ｍ】図４の半導体装置の製造方法を示す図（その１３）である。
【図６】実施例３による半導体装置を示す図である。
【符号の説明】
【０１０６】
　１００，２００，３００　半導体装置
　１０１，２０１，３０１　基板
　１０２，２０２，３０２　発光素子
　１０３，２０３，３０３　カバー
　１０４，２０４，３０４　蛍光体膜
　１０５，２０５　リフレクタ
　１３０，１４０，２３０，２４０，３３０，３４０　光反射防止膜
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