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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体発光素子と、前記固体発光素子が放つ一次光をより長波長の光に変換する波長変換
体とを含む半導体発光装置であって、
　前記波長変換体は、単一蛍光体セラミックからなる波長変換層と、赤色蛍光体を含むバ
インダ層とを含み、
　前記波長変換層は、前記バインダ層によって分割され、
　前記分割された波長変換層の少なくとも一部は、前記バインダ層により周囲を囲まれて
おり、
　前記波長変換体は、前記固体発光素子の主光取り出し面上に配置され、
　前記バインダ層は、前記主光取り出し面から放たれる光の放射方向に沿って配置され、
　前記バインダ層は、前記固体発光素子が放つ一次光のうち少なくとも前記バインダ層の
内部を通過する光と、前記波長変換体が放つ光の一部とを、光散乱により混光する機能を
有することを特徴とする半導体発光装置。
【請求項２】
　前記バインダ層は、前記主光取り出し面に対して垂直方向に配置されている請求項１に
記載の半導体発光装置。
【請求項３】
　前記バインダ層は、前記波長変換体を貫通している請求項１に記載の半導体発光装置。
【請求項４】
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　前記波長変換体は、透光性の接着層を介して、前記固体発光素子の主光取り出し面上に
密着配置されている請求項１に記載の半導体発光装置。
【請求項５】
　前記固体発光素子は、前記主光取り出し面側に給電電極を備え、前記波長変換体は、前
記給電電極を避けて前記主光取り出し面上に配置されている請求項１に記載の半導体発光
装置。
【請求項６】
　前記固体発光素子は、ｎ型配線を含み、前記波長変換体は、前記ｎ型配線上を避けて前
記主光取り出し面上に配置されている請求項１に記載の半導体発光装置。
【請求項７】
　前記接着層は、前記バインダ層と同材質で構成されている請求項４に記載の半導体発光
装置。
【請求項８】
　前記バインダ層は、Ｙ2Ｏ3、Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＯ2、ＺｒＯ2、ガラスビーズ及び気泡から
なる群から選択される光散乱機能又は遮光機能を有する材料を少なくとも一つ含む請求項
１に記載の半導体発光装置。
【請求項９】
　前記バインダ層は、前記固体発光素子が放つ一次光のうち前記バインダ層の内部に侵入
する光の少なくとも一部を遮光する機能を有する請求項１に記載の半導体発光装置。
【請求項１０】
　前記バインダ層は、Ｙ2Ｏ3、Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＯ2、ＺｒＯ2、ガラスビーズ及び気泡から
なる群から選択される光散乱機能又は遮光機能を有する材料を少なくとも一つ含む請求項
９に記載の半導体発光装置。
【請求項１１】
　前記固体発光素子から外側方向へ向けて、前記波長変換層が連続して存在する請求項１
に記載の半導体発光装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１に記載の半導体発光装置を含むことを特徴とする光源装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクション光源や車載前照灯等の点光源に利用される半導体発光装置
とそれを用いた光源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記半導体発光装置の一例として、固体半導体素子と、この固体半導体素子が放つ一次
光をより長波長の光に変換する波長変換体とを備えた白色発光ダイオード（以下、白色Ｌ
ＥＤという。）がある。このような白色ＬＥＤでは、固体発光素子として、例えば、Ｉｎ
ＧａＮ系の化合物半導体を発光層とする発光ダイオード（以下、ＬＥＤチップという。）
が多用されている。また、波長変換体として、例えば、透光性樹脂中に粉末状の蛍光体を
分散させた構造の樹脂蛍光膜が採用されている。
【０００３】
　近年、半導体発光装置の高出力化の要望が高まっている。しかし、半導体発光装置の高
出力化によってＬＥＤチップが放つ蛍光体励起光の光出力が増すと、蛍光体の波長変換に
伴うエネルギー損失（ストークスロス）によって熱が発生し、この熱が樹脂蛍光膜に蓄積
されて樹脂蛍光膜の温度上昇を引き起こし、蛍光体の温度消光により光子変換効率が下が
ることになる。
【０００４】
　また、樹脂蛍光膜等の温度上昇、及び、ＬＥＤチップが放つ強い一次光照射によって、
樹脂蛍光膜の透光性樹脂が周辺部材や雰囲気と化学反応等を起こし、透光性樹脂の各種物
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性に悪影響がもたらされ、光出力低下や透光性低下等に至ることになる。
【０００５】
　そこで、波長変換体の温度上昇を抑制するために、波長変換体として、熱伝導率が大き
く放熱性に優れる透光性蛍光セラミック、蛍光ガラス、光機能性複合セラミック等のセラ
ミック系成形体を採用することが提案されている（特許文献１、特許文献２等参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１４６８３５号公報
【特許文献２】特開２００６－５３６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、従来のＬＥＤチップとセラミック系成形体とを用いた半導体発光装置において
も、ＬＥＤチップの発光時（動作時）にＬＥＤチップが電力損失により発熱するとともに
、前述のストークスロスによりセラミック系成形体も発熱する。ここで、セラミック系成
形体の熱膨張率は、ＬＥＤチップの熱膨張率に比べて大きいため、セラミック系成形体と
ＬＥＤチップとの熱膨張率差により、セラミック系成形体とＬＥＤチップとの境界付近に
応力が作用する。また、セラミック系蛍光体は、前述の樹脂蛍光膜より高剛性であるため
、上記応力が発生するとＬＥＤチップに加わる力が大きくなって、半導体発光装置の信頼
性が低下するおそれがある。例えば、ＬＥＤチップのエピタキシャル層がへき開性のある
ＧａＮ系化合物半導体で形成されている場合には、上記応力により上記化合物半導体層が
破壊され、半導体発光装置の寿命が短くなる場合もある。
【０００８】
　本発明は上記問題点を解決したもので、信頼性の高いセラミック系成形体を用いた半導
体発光装置及びそれを用いた光源装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の半導体発光装置は、固体発光素子と、前記固体発光素子が放つ一次光をより長
波長の光に変換する波長変換体とを含む半導体発光装置であって、前記波長変換体は、単
一蛍光体セラミックからなる波長変換層と、赤色蛍光体を含むバインダ層とを含み、前記
波長変換層は、前記バインダ層によって分割され、前記分割された波長変換層の少なくと
も一部は、前記バインダ層により周囲を囲まれており、前記波長変換体は、前記固体発光
素子の主光取り出し面上に配置され、前記バインダ層は、前記主光取り出し面から放たれ
る光の放射方向に沿って配置され、前記バインダ層は、前記固体発光素子が放つ一次光の
うち少なくとも前記バインダ層の内部を通過する光と、前記波長変換体が放つ光の一部と
を、光散乱により混光する機能を有することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の光源装置は、上記本発明の半導体発光装置を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、信頼性の高いセラミック系成形体を用いた半導体発光装置及びそれを
用いた光源装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施形態１の半導体発光装置を示す模式断面図である。
【図２】図２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、２Ｄ、２Ｅ及び２Ｆは、実施形態１の波長変換体の具体例
を示す平面図である。
【図３】図３Ａ、３Ｂ、３Ｃ及び３Ｄは、実施形態１の波長変換体の他の具体例を示す平
面図である。
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【図４】図４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、４Ｄ及び４Ｅは、実施形態１の波長変換体の他の具体例を
示す平面図である。
【図５】図５Ａ及び５Ｂは、実施形態１の波長変換体の他の具体例を示す平面図である。
【図６】図６Ａは実施形態１の波長変換体の変形例を示す平面図であり、図６Ｂは図６Ａ
の断面図である。
【図７】図７Ａは実施形態１の波長変換体の他の変形例を示す平面図であり、図７Ｂは図
７Ａの断面図である。
【図８】図８Ａは実施形態１の波長変換体の他の変形例を示す平面図であり、図８Ｂは図
８Ａの断面図である。
【図９】図９Ａは実施形態１の波長変換体の他の変形例を示す平面図であり、図９Ｂは図
９Ａの断面図である。
【図１０】図１０は、実施形態２の半導体発光装置を示す模式断面図である。
【図１１】図１１Ａは実施形態２の波長変換体の具体例を示す平面図であり、図１１Ｂは
図１１Ａの断面図である。
【図１２】図１２Ａは実施形態２の波長変換体の他の具体例を示す平面図であり、図１２
Ｂは図１２Ａの断面図である。
【図１３】図１３は、実施形態３の半導体発光装置を示す斜視図である。
【図１４】図１４Ａは実施形態４の固体発光素子の平面図であり、図１４Ｂは実施形態４
の半導体発光装置の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を説明する。
【００１４】
　本発明の半導体発光装置は、固体発光素子と、上記固体発光素子が放つ一次光をより長
波長の光に変換する波長変換体とを備えている。また、上記波長変換体は、蛍光体を含む
透光性の無機成形体からなる波長変換層と、バインダ層とを備え、上記波長変換体は、上
記固体発光素子の主光取り出し面上に配置され、上記バインダ層は、上記主光取り出し面
から放たれる光の放射方向に沿って配置されている。
【００１５】
　本発明の半導体発光素子では、固体発光素子ならびに波長変換層が発熱して、固体発光
素子と波長変換層との膨張係数の差による応力が発生しても、バインダ層がその応力を吸
収できるため、固体発光素子に発生する応力が緩和され、半導体発光素子の信頼性が向上
する。
【００１６】
　また、蛍光体を含む透光性の無機成形体は一般に高透明性結晶からなるため、固体半導
体素子から出る一次光は指向性が高くなり、一方、蛍光体から出る変換光は等方的に放射
される。このため、従来の半導体発光素子では色分離が発生する場合があったが、本発明
の半導体発光装置では、バインダ層の存在により固体半導体素子の一次光が波長変換体の
中である程度散乱され、色分離を抑制することができる。また、色分離を抑制するために
従来行っていた波長変換層に不純物を添加することも必要なくなるため、波長変換層の光
透過率も向上する。
【００１７】
　上記バインダ層は、上記固体発光素子が放つ一次光のうち少なくとも上記バインダ層の
内部を通過する光と、上記波長変換体が放つ光の一部とを、光散乱により混光する機能を
有することもできる。これによっても色分離を抑制できる。
【００１８】
　また、上記バインダ層は、上記固体発光素子が放つ一次光のうち上記バインダ層の内部
に侵入する光の少なくとも一部を遮光する機能を有することもできる。これによっても色
分離を抑制できる。
【００１９】
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　上記バインダ層が上記機能を有するために、上記バインダ層は、Ｙ2Ｏ3、Ａｌ2Ｏ3、Ｓ
ｉＯ2、ＺｒＯ2、ガラスビーズ及び気泡からなる群から選択される光散乱機能又は遮光機
能を有する材料を少なくとも一つ含むことが好ましい。
【００２０】
　また、本発明の光源装置は、上記本発明の半導体発光装置を用いている。このため、信
頼性の高い光源装置を提供できる。本発明の光源装置としては、例えば、プロジェクショ
ン用光源、車載用ヘッドランプ等の前照灯具、又は液晶バックライト光源、カメラフラッ
シュ用光源、一般照明用光源等が挙げられる。
【００２１】
　次に、本発明の半導体発光装置を図面に基づき説明する。
【００２２】
　（実施形態１）
　図１は、本発明の半導体発光装置の一例を示す模式断面図である。図１において、半導
体発光装置１０は、固体発光素子１１と、固体発光素子１１が放つ一次光をより長波長の
光に変換する波長変換体１２とを備えている。また、波長変換体１２は、蛍光体を含む透
光性の無機成形体からなる波長変換層１２ａと、バインダ層１２ｂとを備えている。波長
変換体１２は、透光性の接着物質からなる接着層１３を介して、固体発光素子１１の主光
取り出し面１１ａ上に密着配置されている。バインダ層１２ｂは、主光取り出し面１１ａ
から放たれる光の放射方向の一例である主光取り出し面１１ａに対して垂直方向に配置さ
れている。
【００２３】
　ここで、主光取り出し面とは、固体発光素子の発光面のうち、最も発光量が大きい発光
面をいう。
【００２４】
　固体発光素子１１は、電気エネルギーを光に換える光電変換素子であり、具体的には、
発光ダイオード、レーザーダイオード、面発光レーザーダイオード、無機エレクトロルミ
ネッセンス素子、有機エレクトロルミネッセンス素子等が該当する。特に、半導体発光装
置の高出力化の面からは、発光ダイオード又は面発光レーザーダイオードが好ましい。固
体発光素子１１が放つ光の波長については、基本的には特に限定されるものではなく、波
長変換層１２ａに含まれる蛍光体を励起し得る波長範囲内であればよい。しかし、使用す
る蛍光体が高効率励起され、白色系発光を放つ高発光性能の半導体発光装置を製造し得る
ためには、３４０ｎｍを超え５００ｎｍ以下、好ましくは３５０ｎｍを超え４２０ｎｍ以
下、又は、４２０ｎｍを超え５００ｎｍ以下、より好ましくは３６０ｎｍを超え４１０ｎ
ｍ以下、又は、４４０ｎｍを超え４８０ｎｍ以下の波長範囲、即ち、近紫外、紫色又は青
色の波長領域に発光ピークを有する固体発光素子を用いることが好ましい。
【００２５】
　波長変換層１２ａは、蛍光体を含む透光性の無機成形体、即ち、セラミック等から形成
されている。波長変換層１２ａが、熱伝導率が大きく放熱性に優れる無機成形体（セラミ
ック等）からなるため、波長変換体の温度上昇を抑制することができる。
【００２６】
　波長変換層１２ａに用いる蛍光体としては、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｙ、Ｌａ、Ｇｄ
、Ｔｂ及びＬｕから選ばれる少なくとも一つの元素を含んでなる構成元素群を含み、上記
構成元素群の一部がＣｅ3+で置換されているものを用いればよく、例えば、ＹＡＧ（Ｙ3

Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ3+）、Ca3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ3+、（Ｙ，Ｇｄ）3Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ3+等
を使用できる。
【００２７】
　バインダ層１２ｂは、主光取り出し面１１ａから放たれる光の放射方向の一例である、
主光取り出し面１１ａに対して垂直方向に配置されているため、固体発光素子１１からの
光の放射を妨げない。また、これにより、固体発光素子１１から半導体発光装置１０の外
側方向へ向けて、熱伝導率の高い波長変換層１２ａが連続して存在するため、熱の伝導経
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路を確保でき、波長変換体１２の温度上昇を抑制することができる。
【００２８】
　バインダ層１２ｂの材質としては、無機成形体よりもヤング率の小さい材料が好ましく
、例えば、有機接着剤、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、セラミック系接着
剤、ゾルゲルガラス、低融点ガラス等を使用できる。
【００２９】
　また、バインダ層１２ｂに蛍光体を含有させることもできる。これにより、波長変換層
１２ａに単一蛍光体セラミック等を使用しても、波長変換体１２を多色化できる。
【００３０】
　バインダ層１２ｂに含有させる蛍光体は、赤色に発光する赤色蛍光体が好ましい。通常
、赤色蛍光体はセラミック化が困難なため、バインダ層１２ｂに使用することにより、波
長変換体１２の高演色化を図ることができる。
【００３１】
　接着層１３に用いる接着物質としては、固体発光素子１１と波長変換体１２とを接合で
き、透光性を有するものであれば特に限定されず、例えば、有機接着剤、エポキシ樹脂、
シリコーン樹脂、フッ素樹脂、セラミック系接着剤、ゾルゲルガラス、低融点ガラス等が
利用可能である。
【００３２】
　また、接着層１３は、バインダ層１２ｂと同材質で構成されていることが好ましい。同
材質にすることで、接着層１３からバインダ層１２ｂに抜けようとする光がスムーズに取
り出せて、光取り出し効率が向上し、また、バインダ層１２ｂに対する接着層１３の接着
強度も向上するからである。
【００３３】
　接着層１３には水が混入しやすく、混入した水は電気的不具合の原因となる。従来の半
導体発光装置では、透湿性が無い無機成形体が障害となり、接着層中の水が外部に放出さ
れにくかった。しかし、バインダ層１２ｂは、波長変換体１２を貫通しているため、バイ
ンダ層１２ｂを通して接着層１３中の水を外部に放出することができる。これによっても
、半導体発光装置１０の信頼性を高めることができる。
【００３４】
　半導体発光装置１０の製造方法は特に限定されないが、固体発光素子１１の上に、接着
物質を塗布した後、波長変換体１２を配置して、固体発光素子１１と波長変換体１２とを
接合すればよい。
【００３５】
　次に、図２～図９に基づき本実施形態の波長変換体１２の具体例について説明する。図
２～図９では、図１と機能的に同一部分は同一の符号を付けて、重複する説明は省略する
。
【００３６】
　図１に示した本実施形態の半導体発光装置１０では、バインダ層１２ｂは、主光取り出
し面１１ａに対して垂直方向に配置され、且つ波長変換体１２を貫通しているが、その具
体例又は変形例もいくつか考えられる。先ず、波長変換層１２ａがバインダ層１２ｂによ
り分割されている例を説明する。図２Ａ～図２Ｆは、本実施形態の波長変換体の具体例を
示す平面図であり、図１に示した半導体発光素子１０を波長変換体１２の上面側から見て
、バインダ層による波長変換体の分割パターンを例示したものである。図２Ａ～図２Ｆに
おいて、バインダ層１２ｂにより波長変換体１２は複数の波長変換層１２ａに分割されて
いる。図２Ａは長方形状に分割された例、図２Ｂは四角形状に分割された例、図２Ｃも四
角形状に分割された例、図２Ｄは多角形（六角形）状に分割された例、図２Ｅは円形状に
分割された例、図２Ｆは三角形状に分割された例である。図２Ａ～図２Ｆの波長変換体１
２は、例えば、蛍光体材料を焼結して各形状の蛍光体成形体を形成した後、各形状の蛍光
体成形体をバインダで接合して形成すればよい。
【００３７】
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　上記のように、波長変換層１２ａがバインダ層１２ｂにより分割されている場合には、
たとえ分割された各波長変換層１２ａで色分離が発生しても、各波長変換層１２ａからの
放射光が混色し、波長変換体１２の全体としての色分離を抑制できる。
【００３８】
　また、図３Ａ～図３Ｄは、本実施形態の波長変換体の他の具体例を示す平面図であり、
図１に示した半導体発光素子１０を波長変換体１２の上面側から見て、バインダ層による
波長変換体の分割パターンの変形例を示したものである。図３Ａ～図３Ｄの波長変換体１
２は、例えば、蛍光体材料を焼結して蛍光体成形体を形成した後、レーザーダイサーを用
いて同一線上を繰り返しレーザー照射することにより蛍光体成形体を切断し、切断後の各
蛍光体成形体をバインダで接合して形成すればよい。
【００３９】
　次に、波長変換層１２ａがバインダ層１２ｂにより分割されていない例を説明する。図
４Ａ～図４Ｅは、本実施形態の波長変換体の他の具体例を示す平面図であり、図１に示し
た半導体発光素子１０を波長変換体１２の上面側から見て、バインダ層の形成パターンを
例示したものである。図４Ａ～図４Ｅでは、波長変換体１２は、バインダ層１２ｂによっ
て完全には分割されておらず、連続的に繋がっている。図４Ａ～図４Ｅの波長変換体１２
は、例えば、蛍光体材料を焼結して蛍光体成形体を形成した後、レーザーダイサーを用い
て切断したい線分にのみ繰り返しレーザー照射することにより蛍光体成形体の一部に切断
部を形成し、その切断部にバインダを充填して形成すればよい。
【００４０】
　また、図５Ａ及び図５Ｂは、本実施形態の波長変換体の他の具体例を示す平面図であり
、図１に示した半導体発光素子１０を波長変換体１２の上面側から見て、貫通孔にバイン
ダを充填させてバインダ層１２ｂを形成した具体例を示したものである。図５Ａでは円柱
状の貫通孔を形成し、図５Ｂでは四角柱状の貫通孔を形成したものである。図５Ａ及び図
５Ｂの波長変換体１２は、例えば、蛍光体材料を焼結して蛍光体成形体を形成した後、レ
ーザーダイサーを用いてレーザー照射と移動軸速度を制御することでディンプル形状加工
を行い、同一箇所に上記加工を繰り返すことにより蛍光体成形体に貫通孔を形成し、その
貫通孔にバインダを充填して形成すればよい。
【００４１】
　また、図６Ａは本実施形態の波長変換体の変形例を示す平面図であり、図６Ｂは図６Ａ
の断面図である。図６Ｂでは、バインダ層１２ｂの断面は上方に向けて幅が小さくなるテ
ーパ状に形成されている。
【００４２】
　図７Ａは本実施形態の波長変換体の他の変形例を示す平面図であり、図７Ｂは図７Ａの
断面図である。図７Ｂでは、バインダ層１２ｂの断面は上方に向けて幅が大きくなるテー
パ状に形成されている。
【００４３】
　図８Ａは本実施形態の波長変換体の他の変形例を示す平面図であり、図８Ｂは図８Ａの
断面図である。図８Ｂでは、バインダ層１２ｂの断面は斜めに傾いた形状に形成されてい
る。
【００４４】
　図９Ａは本実施形態の波長変換体の他の変形例を示す平面図であり、図９Ｂは図９Ａの
断面図である。図９Ｂでは、バインダ層１２ｂの断面は中央部がくびれた形状に形成され
ている。
【００４５】
　図６Ａ、６Ｂ及び図７Ａ、７Ｂの波長変換体は、例えば、蛍光体材料を焼結して蛍光体
成形体を形成した後、ブレードダイサーを用いて、ブレード先端についたテーパ角を利用
して蛍光体成形体の個片を形成し、各個片の蛍光体成形体をバインダで接合して形成すれ
ばよく、図８Ａ及び図８Ｂの波長変換体は、図７Ａ及び図７Ｂのように蛍光体成形体を切
断して個片を形成した後、各個片の蛍光体成形体をランダムに組み合わせてバインダで接
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合して形成でき、図９Ａ及び図９Ｂの波長変換体は、図７Ａ及び図７Ｂのように蛍光体成
形体の片面より半分まで切断した後、反対面からも同じように切断して個片を形成し、各
個片の蛍光体成形体をバインダで接合して形成すればよい。
【００４６】
　（実施形態２）
　図１０は、本発明の半導体発光装置の他の例を示す模式断面図である。図１０において
、半導体発光装置２０は、固体発光素子２１と、固体発光素子２１が放つ一次光をより長
波長の光に変換する波長変換体２２とを備えている。また、波長変換体２２は、蛍光体を
含む透光性の無機成形体からなる波長変換層２２ａと、バインダ層２２ｂとを備えている
。波長変換体２２は、透光性の接着物質からなる接着層２３を介して、固体発光素子２１
の主光取り出し面２１ａ上に密着配置されている。バインダ層２２ｂは、主光取り出し面
２１ａから放たれる光の放射方向の一例である主光取り出し面２１ａに対して垂直方向に
配置されている。
【００４７】
　本実施形態と前述の実施形態１との主な相違点は、バインダ層２２ｂが波長変換体２２
を貫通していない点であり、その他の部分は実施形態１と同様であるため、実施形態１と
重複する部分の説明は省略する。また、本実施形態の波長変換体は、いずれも、例えば、
蛍光体材料を焼結して蛍光体成形体を形成した後、レーザーダイサーを用いて所定の深さ
に到達するまでレーザー照射する往復回数を制御することにより蛍光体成形体に溝部を形
成し、その溝部にバインダを充填して形成すればよい。
【００４８】
　また、図１１Ａは本実施形態の波長変換体の具体例を示す平面図であり、図１１Ｂは図
１１Ａの断面図である。図１１Ｂでは、バインダ層２２ｂは上方に向けて開口する溝状に
形成されている。
【００４９】
　また、図１２Ａは本実施形態の波長変換体の他の具体例を示す平面図であり、図１２Ｂ
は図１２Ａの断面図である。図１２Ｂでは、バインダ層２２ｂはそれぞれ上方又は下方に
向けて開口する円筒状に形成されている。
【００５０】
　（実施形態３）
　図１３は、本発明の半導体発光装置の他の例を示す斜視図である。図１３において、半
導体発光装置３０は、固体発光素子３１と、固体発光素子３１が放つ一次光をより長波長
の光に変換する波長変換体３２とを備えている。また、波長変換体３２は、蛍光体を含む
透光性の無機成形体からなる波長変換層３２ａと、バインダ層３２ｂとを備えている。波
長変換体３２は、透光性の接着物質からなる接着層３３を介して、固体発光素子３１の主
光取り出し面上に密着配置されている。バインダ層３２ｂは、主光取り出し面に対して垂
直方向に配置されている。また、固体発光素子３１は、給電電極３４を備え、波長変換体
３２は、給電電極３４を避けて上記主光取り出し面上に配置されている。
【００５１】
　本実施形態の半導体発光装置３０では、様々な大きさの波長変換層３２ａを形成した後
、給電電極３４を避ける位置に接着層３３を介して波長変換層３２ａを配置できるので、
波長変換体３２の配置パターンの自由度を大きくできる。これに対して、最初から波長変
換層を一体として形成する場合を考えると、給電電極３４を避けるために波長変換体を多
角形状に加工する必要があり、波長変換体の作製工程が煩雑になることが予想されるが、
本発明ではそのような問題もない。
【００５２】
　（実施形態４）
　図１４Ａは本実施形態の固体発光素子４１の平面図であり、固体発光素子４１の主光取
り出し面には、ｎ型配線４１ａが発光面４１ｂ上に形成されている。図１４Ｂは、固体発
光素子４１の発光面４１ｂの上に各波長変換層４２を配置した本実施形態の半導体発光装
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置４０の平面図である。各波長変換層４２は、ブロック状に形成され、バインダ層（図示
せず。）を介してそれぞれ一体に接合されている。
【００５３】
　本実施形態の半導体発光装置４０では、様々な大きさの波長変換層４２を形成した後、
要求される位置に接着層（図示せず。）を介して波長変換層４２を配置できるので、波長
変換体の配置パターンの自由度を大きくできる。即ち、本実施形態では、光を取り出すこ
とが出来ないｎ型配線４１ａの部分を避けて波長変換層４２を配置できる。
【００５４】
　本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で、上記以外の形態としても実施が可能である。
本出願に開示された実施形態は一例であって、これらに限定はされない。本発明の範囲は
、上述の明細書の記載よりも、添付されている請求の範囲の記載を優先して解釈され、請
求の範囲と均等の範囲内での全ての変更は、請求の範囲に含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明によれば、信頼性の高いセラミック系成形体を用いた半導体発光装置及びそれを
用いた光源装置を提供できる。
【符号の説明】
【００５６】
１０、２０、３０、４０　半導体発光装置
１１、２１、３１、４１　固体発光素子
１２、２２、３２　波長変換体
１３、２３、３３　接着層

【図１】 【図２】
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【図６】

【図７】

【図８】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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