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(57)【要約】
【課題】生産性の高い半導体発光装置を提供する。
【解決手段】実施形態の半導体発光装置は、半導体層と
、第１、第２金属ピラーと、絶縁層と、を含む。半導体
層は、第１面と、第１面と反対側の第２面と、発光層と
を含む。第１金属ピラーは、第２面と電気的に接続され
る。第１金属ピラーは、第１、第２金属層を含む、第２
金属層の硬さは、第１金属層の硬さよりも硬い。第１金
属層は、第２面と第２金属層との間に設けられる。第２
金属ピラーは、第１金属ピラーと並び第２面と電気的に
接続される。第２金属ピラーは、第３、第４金属層を含
む。第４金属層の硬さは、第３金属層の硬さよりも硬い
。第３金属層は、第２面と第４金属層との間に設けられ
る。絶縁層は、第１金属ピラーと第２金属ピラーとの間
に設けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面と、前記第１面と反対側の第２面と、発光層と、を含む半導体層と、
　前記第２面と電気的に接続される第１金属ピラーであって、第１金属層と、硬さが前記
第１金属層の硬さよりも硬い第２金属層と、を含み、前記第１金属層は、前記第２面と前
記第２金属層の少なくとも一部との間に設けられた前記第１金属ピラーと、
　前記第１面から前記第２面に向かう第１方向と交差する第２方向において前記第１金属
ピラーと並び前記第２面と電気的に接続される第２金属ピラーであって、第３金属層と、
硬さが前記第３金属層の硬さよりも硬い第４金属層と、を含み、前記第３金属層は、前記
第２面と前記第４金属層の少なくとも一部との間に設けられた前記第２金属ピラーと、
　前記第１金属ピラーと前記第２金属ピラーとの間に設けられた絶縁層と、
　を備えた半導体発光装置。
【請求項２】
　前記第１金属層及び前記第３金属層は、銅を含み、
　前記第２金属層及び前記第４金属層は、ニッケル及びチタンの少なくとも１つの金属を
含む請求項１記載の半導体発光装置。
【請求項３】
　前記第２金属層及び前記第４金属層は、亜鉛をさらに含む請求項２記載の半導体発光装
置。
【請求項４】
　前記第１金属層は、前記第１方向に沿う第１側面をさらに含み、
　前記第３金属層は、前記第１方向に沿う第２側面をさらに含み、
　前記第２金属層は、前記第１側面と前記絶縁層との間に設けられ、
　前記第４金属層は、前記第２側面と前記絶縁層との間に設けられている請求項１～３の
いずれか１つに記載の半導体発光装置。
【請求項５】
　前記第１金属層の前記第１方向における厚さは、前記第２金属層の前記第１方向におけ
る厚さよりも厚く、
　前記第３金属層の前記第１方向における厚さは、前記第４金属層の前記第１方向におけ
る厚さよりも厚い請求項１～４のいずれか１つに記載の半導体発光装置。
【請求項６】
　前記第１金属ピラーは、金を含む第５金属層をさらに含み、
　前記第２金属ピラーは、金を含む第６金属層をさらに含み、
　前記第２金属層は、前記第１金属層と前記第５金属層との間に設けられ、
　前記第４金属層は、前記第３金属層と前記第６金属層との間に設けられている請求項１
～５のいずれか１つに記載の半導体発光装置。
【請求項７】
　第１面と、前記第１面と反対側の第２面と、発光層と、を含む半導体層と、
　前記第２面と電気的に接続される第１金属ピラーであって、前記第１面から前記第２面
に向かう第１方向に沿う第１側面を含む第１金属層と、硬さが前記第１金属層の硬さより
も硬い第２金属層と、を含む前記第１金属ピラーと、
　前記第１方向と交差する第２方向において前記第１金属ピラーと並び前記第２面と電気
的に接続される第２金属ピラーであって、前記第１方向に沿う第２側面を含む第３金属層
と、硬さが前記第３金属層の硬さよりも硬い第４金属層と、を含む前記第２金属ピラーと
、
　前記第１金属ピラーと前記第２金属ピラーとの間に設けられた絶縁層と、
　を備え、
　前記第２金属層は、前記第１側面と前記絶縁層との間に設けられ、
　前記第４金属層は、前記第２側面と前記絶縁層との間に設けられている半導体発光装置
。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　チップサイズパッケージ構造の半導体発光装置がある。半導体発光装置は、ＬＥＤ(Lig
ht Emitting Diode)素子と蛍光体との組み合わせにより白色光などの可視光やその他の波
長帯の光を放射する。このような半導体発光装置においては、生産性の向上が望まれてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１６０８７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、生産性の高い半導体発光装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態によれば、半導体層と、第１金属ピラーと、第２金属ピラーと、絶縁
層と、を含む半導体発光装置が提供される。前記半導体層は、第１面と、前記第１面の反
対側の第２面と、発光層と、を含む。前記第１金属ピラーは、前記第２面と電気的に接続
される。前記第１金属ピラーは、第１金属層と、第２金属層と、を含む。前記第２金属層
の硬さは、前記第１金属層の硬さよりも硬い。前記第１金属層は、前記第２面と前記第２
金属層の少なくとも一部との間に設けられる。前記第２金属ピラーは、前記第１面から前
記第２面に向かう第１方向と交差する第２方向において前記第１金属ピラーと並び前記第
２面と電気的に接続される。前記第２金属ピラーは、第３金属層と、第４金属層と、を含
む。前記第４金属層の硬さは、前記第３金属層の硬さよりも硬い。前記第３金属層は、前
記第２面と前記第４金属層の少なくとも一部との間に設けられる。前記絶縁層は、前記第
１金属ピラーと前記第２金属ピラーとの間に設けられる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１（ａ）及び図１（ｂ）は、第１の実施形態に係る半導体発光装置を例示する
模式図である。
【図２】半導体発光装置の平面レイアウトを例示する模式的平面図である。
【図３】第１の実施形態に係る別の半導体発光装置を例示する模式的断面図である。
【図４】図４（ａ）及び図４（ｂ）は、第１の実施形態に係る半導体発光装置の製造方法
を例示する工程順模式的断面図である。
【図５】図５（ａ）及び図５（ｂ）は、第１の実施形態に係る半導体発光装置の製造方法
を例示する工程順模式的断面図である。
【図６】図６（ａ）及び図６（ｂ）は、第１の実施形態に係る半導体発光装置の製造方法
を例示する工程順模式的断面図である。
【図７】図７（ａ）及び図７（ｂ）は、第１の実施形態に係る半導体発光装置の製造方法
を例示する工程順模式的断面図である。
【図８】図８（ａ）及び図８（ｂ）は、第１の実施形態に係る半導体発光装置の製造方法
を例示する工程順模式的断面図である。
【図９】図９（ａ）及び図９（ｂ）は、第１の実施形態に係る半導体発光装置の製造方法
を例示する工程順模式的断面図である。
【図１０】図１０（ａ）及び図１０（ｂ）は、第１の実施形態に係る半導体発光装置の製
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造方法を例示する工程順模式的断面図である。
【図１１】図１１（ａ）及び図１１（ｂ）は、第１の実施形態に係る半導体発光装置の製
造方法を例示する工程順模式的断面図である。
【図１２】第２の実施形態に係る半導体発光装置を例示する模式的断面図である。
【図１３】第２の実施形態に係る別の半導体発光装置を例示する模式的断面図である。
【図１４】第３の実施形態に係る半導体発光装置の一部を例示する模式的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下に、本発明の各実施の形態について図面を参照しつつ説明する。　
　なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の
大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場
合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。　
　なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同
一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【０００８】
（第１の実施形態）
　図１（ａ）及び図１（ｂ）は、第１の実施形態に係る半導体発光装置を例示する模式図
である。　
　図１（ａ）は、半導体発光装置を例示する模式的断面図である。　
　図１（ｂ）は、半導体発光装置を例示する模式的平面図である。
【０００９】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、半導体発光装置１１０は、半導体層１５を含
む。半導体層１５は、第１導電形の第１半導体層１１と、第２導電形の第２半導体層１２
と、発光層１３と、を含む。例えば、第１導電形はｎ形である。第２導電形はｐ形である
。第１導電形がｐ形であり、第２導電形がｎ形でもよい。以下においては、第１導電形が
ｎ形であり、第２導電形がｐ形である場合について説明する。
【００１０】
　第１半導体層１１は、例えば、下地バッファ層と、ｎ形ＧａＮ層と、を含む。第２半導
体層１２は、例えば、ｐ形ＧａＮ層を含む。発光層１３は、第１半導体層１１の一部１１
ａと、第２半導体層１２と、の間に設けられている。発光層１３は、青、紫、青紫、紫外
光、などを発光する材料を含む。発光層１３の発光ピーク波長は、例えば、４３０ナノメ
ートル（ｎｍ）以上、４７０ｎｍ以下である。
【００１１】
　半導体発光装置１１０は、第１電極１６と、第２電極１７と、層間絶縁層１８と、第１
配線層２１と、第２配線層２２と、第１金属ピラー２３と、第２金属ピラー２４と、絶縁
層２５と、蛍光体層３０と、を含む。
【００１２】
　第１電極１６は、第１半導体層１１の他部１１ｂと電気的に接続される。第１電極１６
は、例えば、第１半導体層１１の他部１１ｂと接する。第１電極１６は、ｎ電極である。
第２電極１７は、第２半導体層１２と電気的に接続される。第２電極１７は、例えば、第
２半導体層１２と接する。第２電極１７は、ｐ電極である。なお、電気的に接続されてい
る状態とは、直接接触する状態のほか、間に他の導電部材などが介在する状態も含む。
【００１３】
　半導体層１５は、第１面１５ａと、第１面１５ａと反対の側の第２面１５ｂと、を含む
。この例においては、第１面１５ａが半導体層１５の上面、第２面１５ｂが半導体層１５
の下面となる。半導体層１５の第２面１５ｂは、発光層１３を含む第１領域１５ｅと、発
光層１３を含まない第２領域１５ｆと、を含む。第１領域１５ｅは、半導体層１５のうち
で、発光層１３が積層されている領域である。第１領域１５ｅは、発光領域である。第２
領域１５ｆは、半導体層１５のうちで、発光層１３が積層されていない領域である。
【００１４】
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　第１電極１６は、Ｚ軸方向において第２領域１５ｆと重なる。第２電極１７は、Ｚ軸方
向において第１領域１５ｅと重なる。なお、「重なる」とは、Ｚ軸方向に対して垂直な平
面に投影したときに、少なくとも一部が重なる状態をいう。この例においては、第２領域
１５ｆが第１領域１５ｅを囲み、第１電極１６が第２電極１７を囲んでいる。なお、第１
電極１６及び第２電極１７の配置は、この例に限らない。
【００１５】
　第１電極１６と第２電極１７とを通じて発光層１３に電流が供給され、発光層１３は発
光する。そして、発光層１３から放射される光は、第１面１５ａの側から半導体発光装置
１１０の外部に出射される。
【００１６】
　第１面１５ａの上には、半導体発光装置１１０の出射光に所望の光学特性を与える蛍光
体層３０が設けられている。蛍光体層３０は、複数の粒状の蛍光体を含む。複数の粒状の
蛍光体は、発光層１３の放射光により励起され、その放射光とは異なる波長の光を放射す
る。複数の粒状の蛍光体は、結合材により一体化されている。結合材は、発光層１３から
の放射光を透過する。「透過」とは、光の一部を吸収する場合も含む。
【００１７】
　第２面１５ｂの下には、支持体１００が設けられている。支持体１００は、半導体層１
５、第１電極１６及び第２電極１７を含む発光素子を支持する。
【００１８】
　半導体層１５、第１電極１６及び第２電極１７の下には、層間絶縁層１８が設けられて
いる。層間絶縁層１８は、半導体層１５、第１電極１６及び第２電極１７を保護している
。層間絶縁層１８には、例えば、シリコン酸化膜などの無機絶縁膜が用いられる。
【００１９】
　層間絶縁層１８は、発光層１３の側面及び第２半導体層１２の側面にも設けられ、これ
ら側面を保護している。層間絶縁層１８は、第１面１５ａから連続する側面１５ｃにも設
けられ、側面１５ｃ、すなわち、第１半導体層１１の側面を保護している。
【００２０】
　層間絶縁層１８には、ビア２１ａと、複数のビア２２ａと、が設けられている。第１配
線層２１は、ビア２１ａを介して第１電極１６と電気的に接続される。第２配線層２２は
、複数のビア２２ａを介して第２電極１７と電気的に接続される。第１金属ピラー２３は
、第１配線層２１を介して第１電極１６と電気的に接続される。第２金属ピラー２４は、
第２配線層２２を介して第２電極１７と電気的に接続される。
【００２１】
　図２は、半導体発光装置の平面レイアウトを例示する模式的平面図である。　
　第１配線層２１及び第２配線層２２は、第２面１５ｂと重なり層間絶縁層１８の下に広
がっている。ここで、図１（ｂ）に示したように、第１電極１６は、細線状の電極部分と
、幅が拡大されたパッド部１６ａと、が設けられている。第１配線層２１は、パッド部１
６ａに達するビア２１ａを介して、第１電極１６と接続されている。
【００２２】
　半導体層１５の側面１５ｃを保護する層間絶縁層１８の下には、反射層５０が設けられ
ている。反射層５０は、発光層１３からの放射光及び蛍光体層３０からの放射光に対して
反射性を有する。
【００２３】
　半導体層１５の第１面１５ａと、蛍光体層３０と、の間には層間絶縁層１９が設けられ
ている。層間絶縁層１９を設けることにより、半導体層１５と蛍光体層３０との密着性を
高めることができる。層間絶縁層１９には、例えば、シリコン酸化膜及びシリコン窒化膜
のいずれかを用いることができる。
【００２４】
　第１配線層２１と第２配線層２２との間には、絶縁層２５が設けられている。絶縁層２
５は、例えば、ブラックカーボンなどの顔料成分を含む樹脂層である。絶縁層２５は、第
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１金属ピラー２３の側面と第２金属ピラー２４の側面に接するように、第１金属ピラー２
３と第２金属ピラー２４との間に設けられている。すなわち、第１金属ピラー２３と第２
金属ピラー２４との間に、絶縁層２５が充填されている。また、絶縁層２５は、第１配線
層２１と第２配線層２２との間、第１配線層２１と反射層５０との間、及び、第２配線層
２２と反射層５０との間に設けられている。また、絶縁層２５は、第１金属ピラー２３の
周囲、及び、第２金属ピラー２４の周囲に設けられ、第１金属ピラー２３の側面、及び、
第２金属ピラー２４の側面と接する。また、絶縁層２５は、半導体層１５の側面１５ｃの
周囲の領域にも設けられ、反射層５０と接する。
【００２５】
　実施形態において、第１金属ピラー２３は、第１電極１６を介して第２面１５ｂと電気
的に接続されている。第１金属ピラー２３は、第１金属層２３ａと、第２金属層２３ｂと
、を含む。第１金属層２３ａは、第２面１５ｂと第２金属層２３ｂの少なくとも一部との
間に設けられている。第１金属層２３ａは、例えば、銅（Ｃｕ）を含む。第２金属層２３
ｂの硬さは、第１金属層２３ａの硬さよりも硬い。
【００２６】
　第２金属層２３ｂは、例えば、ニッケル（Ｎｉ）及びチタン（Ｔｉ）の少なくとも１つ
の金属を含む。第２金属層２３ｂは、ニッケル及びチタンの少なくとも１つの金属に加え
、さらに、亜鉛（Ｚｎ）を含むようにしてもよい。第２金属層２３ｂは、１つの金属でも
よく、複数の金属を含む合金でもよい。また、硬さは、例えば、ＪＩＳ Ｚ ２２４４で規
定されるビッカース硬さを用いて表すことができる。
【００２７】
　第２金属ピラー２４は、第１面１５ａから第２面１５ｂに向かう第１方向と交差する第
２方向において第１金属ピラー２３と並ぶ。第２金属ピラー２４は、第２電極１７を介し
て第２面１５ｂと電気的に接続されている。第２金属ピラー２４は、第３金属層２４ａと
、第４金属層２４ｂと、を含む。第３金属層２４ａは、第２面１５ｂと第４金属層２４ｂ
の少なくとも一部との間に設けられている。第３金属層２４ａは、例えば、銅を含む。第
４金属層２４ｂの硬さは、第３金属層２４ａの硬さよりも硬い。第４金属層２４ｂは、例
えば、ニッケル及びチタンの少なくとも１つの金属を含む。第４金属層２４ｂは、さらに
、亜鉛を含むようにしてもよい。
【００２８】
　第１方向は、例えば、Ｚ軸方向に沿う方向である。Ｚ軸方向に対して垂直な１つの方向
をＸ軸方向とする。Ｚ軸方向及びＸ軸方向に対して垂直な１つの方向をＹ軸方向とする。
第２方向は、例えば、Ｘ軸方向に沿う方向である。
【００２９】
　上記において、ピラー（第１金属ピラー２３及び第２金属ピラー２４のそれぞれ）は、
例えば、銅を含む金属層と、銅よりも硬いニッケルを含む金属層と、を含む多層構造を有
する。ニッケルを含む金属層は、例えば、電解めっきにより形成することができる。
【００３０】
　ピラーは、銅を含む金属層と、銅よりも硬いチタンを含む金属層と、を含む多層構造を
有してもよい。ピラーは、銅を含む金属層と、ニッケル及びチタンの合金を含む金属層と
、を含む多層構造を有してもよい。さらに、ピラーは、銅を含む金属層と、ニッケル及び
亜鉛の合金を含む金属層と、を含む多層構造を有してもよい。ピラーは、銅を含む金属層
と、チタン及び亜鉛の合金を含む金属層と、を含む多層構造を有してもよい。ピラーは、
銅を含む金属層と、ニッケル、チタン及び亜鉛の合金を含む金属層と、を含む多層構造を
有してもよい。
【００３１】
　第１金属ピラー及び第２金属ピラーを銅のみの単層構造とした参考例がある。製造工程
において、絶縁層（樹脂層）から、第１金属ピラー及び第２金属ピラーの端面を露出させ
るために、ＢＳＧ(Back Side Grinding)処理と呼ばれる研削処理が行われる。このとき、
銅などの比較的柔らかい金属の場合、研削処理時において、均一に加工することが難しく



(7) JP 2016-174020 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

、ピラーの端面の形状が不均一となる場合がある、これにより、製造工程において歩留ま
りを低下させることがある。この参考例において、ピラーの良好な形状を維持しようとす
ると、例えば、研削処理のタクトタイムが長くなる場合もある。
【００３２】
　これに対して、実施形態においては、第１金属ピラー２３に、例えば、銅を含む金属層
と、ニッケルを含む金属層と、を含む多層構造を適用する。研削される部分は、ニッケル
を含む。第２金属ピラー２４も、第１金属ピラー２３と同様に、銅を含む金属層と、ニッ
ケルを含む金属層と、を含む多層構造を有する。ニッケルの硬さは、銅の硬さよりも硬い
。具体的には、ニッケルのビッカース硬さは、約６３８メガパスカル（ＭＰａ）であり、
銅のビッカース硬さは、約３６９ＭＰａである。このため、銅層のみの単層構造と比べて
、形状の不均一を抑制することができる。
【００３３】
　実施形態において、第１金属ピラー２３及び第２金属ピラー２４のそれぞれにおいて、
研削される部分がチタンを含んでもよい。具体的には、チタンのビッカース硬さは、約９
７０ＭＰａである。第１金属ピラー２３及び第２金属ピラー２４のそれぞれにおいて、研
削される部分が、ニッケルとチタンを含む合金を含んでもよい。
【００３４】
　実施形態においては、金属ピラーが、例えば、金属層と、その金属層よりも硬い金属層
と、を含む多層構造を有することで、形状の不均一を抑制することができる。従って、製
造工程における歩留まりを高めることができる。さらに、例えば、研削処理における条件
のウインドウが広がり、例えば、タクトタイムを短くすることができる。このように、実
施形態においては、高い生産性が得られる。
【００３５】
　金属ピラーにはニッケルを用いることがより好ましい。これにより、後述のはんだ下地
層形成工程においてニッケルめっきを省略することができる。
【００３６】
　図１（ａ）に示すように、第２金属層２３ｂのＸ軸方向における幅は、第１金属層２３
ａの少なくとも一部のＸ軸方向における幅と略同じである。第２金属層２３ｂのＸ軸方向
における幅は、第１金属層２３ａの少なくとも一部のＸ軸方向における幅よりも狭くても
よい。第２金属層２３ｂのＸ軸方向における幅は、第１金属層２３ａの少なくとも一部の
Ｘ軸方向における幅と略同じである。第４金属層２４ｂのＸ軸方向における幅は、第３金
属層２４ａの少なくとも一部のＸ軸方向における幅よりも狭くてもよい。例えば、第１金
属ピラー２３及び第２金属ピラー２４のそれぞれは、断面が階段状に設けられていてもよ
い。
【００３７】
　第１金属層２３ａのＺ軸方向における厚さｄ１は、第２金属層２３ｂのＺ軸方向におけ
る厚さｄ２よりも厚い。厚さｄ１は、例えば、３マイクロメートル（μｍ）以上１００μ
ｍ以下である。厚さｄ２は、例えば、２μｍ以上５μｍ以下である。第３金属層２４ａの
Ｚ軸方向における厚さｄ３は、第４金属層２４ｂのＺ軸方向における厚さｄ４よりも厚い
。厚さｄ３は、例えば、３μｍ以上１００μｍ以下である。厚さｄ４は、例えば、２μｍ
以上５μｍ以下である。
【００３８】
　第２金属層２３ｂは、第１端面２３ｃを含む。第１端面２３ｃは、Ｚ軸方向において絶
縁層２５と重ならない。第１端面２３ｃは、第１配線層２１とは反対側に位置する。第１
端面２３ｃは、絶縁層２５から露出し、実装基板等の外部回路と接続可能な外部端子とし
て機能する。第４金属層２４ｂは、第２端面２４ｃを含む。第２端面２４ｃは、Ｚ軸方向
において絶縁層２５と重ならない。第２端面２４ｃは、第２配線層２２とは反対側に位置
する。第２端面２４ｃは、絶縁層２５から露出し、実装基板等の外部回路と接続可能な外
部端子として機能する。これら第１端面２３ｃ及び第２端面２４ｃは、例えば、はんだ、
または導電性の接合材（金など）を介して、実装基板のランドパターンに接合される。
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【００３９】
　半導体層１５は、後述の基板上にエピタキシャル成長法により形成される。その基板は
、支持体１００を形成した後に除去され、基板は第１面１５ａの側に設けられていない。
【００４０】
　第１金属層２３ａ及び第３金属層２４ａの材料としては、例えば、銅が用いられる。銅
を用いることで、良好な熱伝導性、高いマイグレーション耐性および絶縁材料に対する密
着性を向上させることができる。
【００４１】
　絶縁層２５は、第１金属ピラー２３及び第２金属ピラー２４を補強する。絶縁層２５に
は、実装基板と熱膨張率が同じまたは近い材料を用いるのが望ましい。そのような絶縁層
２５として、例えば、エポキシ樹脂を主に含む樹脂、シリコーン樹脂を主に含む樹脂、フ
ッ素樹脂を主に含む樹脂を挙げることができる。また、絶縁層２５におけるベースとなる
樹脂に光吸収材が含まれていてもよい。絶縁層２５には、発光層１３の発光光に対して光
吸収性を有するカーボンブラックなどの顔料成分を含む黒色樹脂が用いられる。これによ
り、支持体１００の側面及び実装面側からの光漏れを抑制することができる。
【００４２】
　半導体発光装置１１０の実装時の熱負荷により、第１端面２３ｃ及び第２端面２４ｃを
実装基板のランドに接合させるはんだ等に起因する応力が半導体層１５に加わる。第１金
属ピラー２３、第２金属ピラー２４及び絶縁層２５は、その応力を吸収し緩和する。特に
、半導体層１５よりも柔軟な絶縁層２５を支持体１００の一部として用いることで、応力
緩和効果を高めることができる。
【００４３】
　実施形態に係る半導体発光装置１１０は、チップサイズパッケージ構造の小型の半導体
発光装置である。このため、例えば照明用灯具などへの適用に際して、灯具デザインの自
由度を高めることができる。
【００４４】
　図３は、第１の実施形態に係る別の半導体発光装置を例示する模式的断面図である。　
　実施形態に係る半導体発光装置１１１は、第１金属ピラー２３と、第２金属ピラー２４
と、を含む。第１金属ピラー２３は、さらに、第５金属層２３ｄを含む。第５金属層２３
ｄは、金（Ａｕ）を含む。第２金属層２３ｂは、第１金属層２３ａと第５金属層２３ｄと
の間に設けられている。第２金属ピラー２４は、さらに、第６金属層２４ｄを含む。第６
金属層２４ｄは、金を含む。第４金属層２４ｂは、第３金属層２４ａと第６金属層２４ｄ
との間に設けられている。具体的には、例えば、ニッケルを含む第２金属層２３ｂの下に
、さらに、金を含む第５金属層２３ｄが設けられる。ニッケルを含む第４金属層２４ｂの
下に、さらに、金を含む第６金属層２４ｄが設けられる。第５金属層２３ｄ及び第６金属
層２４ｄは、例えば、金めっき層である。金めっき層を設けることで、はんだの濡れ性を
向上させることができる。なお、第５金属層２３ｄ及び第６金属層２４ｄのそれぞれの厚
みは、例えば、０．０１μｍ以上０．１μｍ以下である。
【００４５】
　はんだ下地層形成工程においては、ニッケルめっき層及び金めっき層が設けられる。ニ
ッケルめっき層は、金めっき層の下地となる。しかし、実施形態に係る金属ピラーは、ピ
ラーにニッケル層が設けられている。このため、はんだ下地層形成工程におけるニッケル
めっき層及び金めっき層のうち、ニッケルめっき層の形成工程を省略することができる。
なお、金めっき層の形成方法は、電解めっきまたは無電解めっきのいずれを用いてもよい
。
【００４６】
　このように、金属ピラーの多層構造により形状の不均一を抑制できることに加え、はん
だ下地層形成工程においてニッケルめっき層の形成工程を省略し、はんだ下地層形成工程
の短縮を図ることができる。
【００４７】
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　図４（ａ）、図４（ｂ）、図５（ａ）、図５（ｂ）、図６（ａ）、図６（ｂ）、図７（
ａ）、図７（ｂ）、図８（ａ）、図８（ｂ）、図９（ａ）、図９（ｂ）、図１０（ａ）、
図１０（ｂ）、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）は、第１の実施形態に係る半導体発光装置
の製造方法を例示する工程順模式的断面図である。
【００４８】
　図４（ａ）に示すように、基板１０の主面上に半導体層１５を形成する。例えば、ＭＯ
ＣＶＤ（metal organic chemical vapor deposition）法により、基板１０の主面上に、
第１半導体層１１、発光層１３及び第２半導体層１２が順にエピタキシャル成長される。
【００４９】
　半導体層１５において、基板１０の側の面が第１面１５ａであり、基板１０の反対側の
面が第２面１５ｂである。
【００５０】
　基板１０には、例えば、シリコン基板が用いられる。または、基板１０は、サファイア
基板でもよい。半導体層１５には、例えば、窒化ガリウム（ＧａＮ）を含む窒化物半導体
が用いられる。
【００５１】
　第１半導体層１１は、例えば、基板１０の主面上に設けられたバッファ層と、バッファ
層上に設けられたｎ形ＧａＮ層と、を有する。第２半導体層１２は、例えば、発光層１３
の上に設けられたｐ形ＡｌＧａＮ層と、その上に設けられたｐ形ＧａＮ層と、を有する。
発光層１３は、例えば、ＭＱＷ（Multiple Quantum well）構造を有する。
【００５２】
　図４（ｂ）に示すように、第２半導体層１２及び発光層１３は、選択的に除去される。
例えば、ＲＩＥ（Reactive Ion Etching）法により、第２半導体層１２及び発光層１３を
選択的にエッチングし、第１半導体層１１を露出させる。
【００５３】
　図５（ａ）に示すように、第１半導体層１１を選択的に除去し、溝９０を形成する。基
板１０の主面上で、溝９０によって半導体層１５は複数に分離される。溝９０は、半導体
層１５を貫通し、基板１０に達する。エッチング条件によっては、基板１０の主面も少し
エッチングされ、溝９０の底面が、基板１０と半導体層１５との界面よりも下方に後退す
る場合もある。なお、溝９０は、第１電極１６及び第２電極１７を形成した後に形成して
もよい。
【００５４】
　図５（ｂ）に示すように、第２半導体層１２の表面に第２電極１７（ｐ電極）が形成さ
れる。また、第２半導体層１２及び発光層１３が選択的に除去された領域の第１半導体層
１１の表面に、第１電極１６（ｎ電極）が形成される。
【００５５】
　第１電極１６及び第２電極１７は、例えば、スパッタ法、蒸着法等で形成される。第１
電極１６と第２電極１７は、どちらを先に形成してもよいし、同じ材料で同時に形成して
もよい。
【００５６】
　発光層１３が積層された領域に形成される第２電極１７は、発光層１３の放射光を反射
する反射膜を含む。例えば、第２電極１７は、銀、銀合金、アルミニウム及びアルミニウ
ム合金の少なくともいずれか１つを含む。また、反射膜の硫化、酸化防止のため、第２電
極１７は、金属保護膜（バリアメタル）を含むようにしてもよい。
【００５７】
　図６（ａ）に示すように、基板１０の上に設けられた半導体層１５の上に層間絶縁層１
８が形成される。層間絶縁層１８は、第１電極１６及び第２電極１７を保護する。また、
層間絶縁層１８は、半導体層１５の第１面１５ａに続く側面１５ｃを保護する。また、層
間絶縁層１８は、溝９０の底面の基板１０の表面にも形成される。層間絶縁層１８には、
例えば、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法により形成されるシリコン酸化膜また
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はシリコン窒化膜を用いることができる。
【００５８】
　図６（ｂ）に示すように、層間絶縁層１８には、例えば、レジストマスクを用いたウェ
ットエッチングにより、第１開口１８ａと第２開口１８ｂが形成される。第１開口１８ａ
は第１電極１６に達し、第２開口１８ｂは第２電極１７に達する。
【００５９】
　図６（ｂ）に示すように、層間絶縁層１８の表面、第１開口１８ａの内壁（側壁および
底面）、及び第２開口１８ｂの内壁（側壁および底面）に、下地金属層６０を形成する。
下地金属層６０は、例えば、アルミニウム膜と、チタン膜と、銅膜と、を有する。下地金
属層６０は、例えば、スパッタ法により形成される。
【００６０】
　図７（ａ）に示すように、下地金属層６０の上に、レジストマスク９１を選択的に形成
した後、下地金属層６０の銅膜をシード層として用いた電解銅めっき法により、第１配線
層２１、第２配線層２２及び反射層５０を形成する。
【００６１】
　第１配線層２１は、第１開口１８ａ内にも形成され、第１電極１６と電気的に接続され
る。第２配線層２２は、第２開口１８ｂ内にも形成され、第２電極１７と電気的に接続さ
れる。レジストマスク９１は、例えば、溶剤または酸素プラズマを使って、図７（ｂ）に
示すように除去される。
【００６２】
　図８（ａ）に示すように、第１配線層２１、第２配線層２２及び反射層５０の上の全面
に樹脂層を形成した後、反射層５０の上の樹脂層を、マスク層５５として残す。マスク層
５５は、例えば感光性のポリイミド樹脂であり、全面に形成された樹脂層に対する選択的
露光、及び露光後の現像により、反射層５０の上にマスク層５５が残される。マスク層５
５は、反射層５０を覆い、半導体層１５の側面１５ｃの周囲の領域に残される。
【００６３】
　第１金属ピラー２３及び第２金属ピラー２４を形成する前の、凹凸（段差）が小さい段
階でマスク層５５を形成することで、マスク層５５に対するリソグラフィーが容易になる
。
【００６４】
　図８（ｂ）に示すように、図８（ａ）に示す構造体の上に、レジストマスク９２を選択
的に形成した後、第１配線層２１及び第２配線層２２をシード層として用いた電解銅めっ
き法により、第１金属ピラー２３及び第２金属ピラー２４を形成する。この例では、第１
金属ピラー２３は、銅を含む第１金属層２３ａと、ニッケルを含む第２金属層２３ｂと、
を含む多層構造を有する。第２金属ピラー２４は、銅を含む第３金属層２４ａと、ニッケ
ルを含む第４金属層２４ｂと、を含む多層構造を有する。
【００６５】
　第１金属層２３ａは、第１配線層２１の上に形成される。第１配線層２１と第１金属層
２３ａとは同じ銅材料で一体化される。第１金属層２３ａの上に第２金属層２３ｂが形成
される。第３金属層２４ａは、第２配線層２２上に形成される。第２配線層２２と第３金
属層２４ａとは同じ銅材料で一体化される。第３金属層２４ａの上に第４金属層２４ｂが
形成される。なお、反射層５０及びマスク層５５はレジストマスク９２で覆われており、
反射層５０及びマスク層５５の上には金属ピラーは設けられない。
【００６６】
　図９（ａ）に示すように、図８（ｂ）のレジストマスク９２を、例えば、溶剤または酸
素プラズマを用いて、除去する。
【００６７】
　この時点で、第１配線層２１と第２配線層２２は下地金属層６０を介してつながってい
る。また、第１配線層２１と反射層５０も下地金属層６０を介してつながり、第２配線層
２２と反射層５０も下地金属層６０を介してつながっている。
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【００６８】
　そこで、図９（ｂ）に示すように、これらの下地金属層６０をエッチングにより除去す
る。これにより、第１配線層２１と第２配線層２２との電気的接続、第１配線層２１と反
射層５０との電気的接続、及び第２配線層２２と反射層５０との電気的接続が分断される
。
【００６９】
　図１０（ａ）に示すように、図９（ｂ）に示す構造体の上に、絶縁層２５を形成する。
絶縁層２５は、第１配線層２１、第１金属ピラー２３、第２配線層２２及び第２金属ピラ
ー２４の上に形成される。絶縁層２５は、反射層５０の上に設けられたマスク層５５の上
にも形成される。
【００７０】
　絶縁層２５は、第１配線層２１、第１金属ピラー２３、第２配線層２２及び第２金属ピ
ラー２４とともに支持体１００を構成する。その支持体１００に半導体層１５が支持され
た状態で、基板１０が除去される。
【００７１】
　例えば、シリコン基板である基板１０が、ウェットエッチングにより除去される。基板
１０がサファイア基板の場合には、レーザリフトオフ法により除去することができる。
【００７２】
　基板１０の上にエピタキシャル成長された半導体層１５は、大きな内部応力を含む場合
がある。また、第１金属ピラー２３、第２金属ピラー２４及び絶縁層２５は、例えば、Ｇ
ａＮ系材料の半導体層１５に比べて柔軟な材料である。したがって、エピタキシャル成長
時の内部応力が基板１０の剥離時に一気に開放されたとしても、第１金属ピラー２３、第
２金属ピラー２４及び絶縁層２５は、その応力を吸収する。このため、基板１０を除去す
る過程における半導体層１５の破損を回避することができる。
【００７３】
　図１０（ｂ）に示すように、基板１０の除去により、半導体層１５の第１面１５ａが露
出される。露出された第１面１５ａには、微細な凹凸が形成される。例えば、ＫＯＨ（水
酸化カリウム）水溶液やＴＭＡＨ（水酸化テトラメチルアンモニウム）等で、第１面１５
ａをウェットエッチングする。このエッチングでは、結晶面方位に依存したエッチング速
度の違いが生じる。このため、第１面１５ａに凹凸を形成することができる。第１面１５
ａに凹凸を形成することにより、発光層１３の放射光の取り出し効率を向上させることが
できる。
【００７４】
　図１１（ａ）に示すように、第１面１５ａの上には、層間絶縁層１９を介して蛍光体層
３０が形成される。蛍光体層３０は、例えば、印刷、ポッティング、モールド、圧縮成形
などの方法により形成される。層間絶縁層１９は、半導体層１５と蛍光体層３０との密着
性を高める。
【００７５】
　蛍光体層３０として、粒状の蛍光体を結合材を介して焼結させた焼結蛍光体を、層間絶
縁層１９を介して蛍光体層３０に接着してもよい。
【００７６】
　蛍光体層３０は、半導体層１５の側面１５ｃの周囲の領域の上にも形成される。半導体
層１５の側面１５ｃの周囲の領域には、マスク層５５が残されている。そのマスク層５５
の上に、反射層５０、層間絶縁層１８及び層間絶縁層１９を介して、蛍光体層３０が形成
される。
【００７７】
　図１１（ｂ）に示すように、蛍光体層３０を形成した後、絶縁層２５の表面が研削され
、第１金属ピラー２３及び第２金属ピラー２４が絶縁層２５から露出される。つまり、第
１金属ピラー２３の第１端面２３ｃが露出し、第２金属ピラー２４の第２端面２４ｃが露
出する。



(12) JP 2016-174020 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

【００７８】
　研削される面となる第１端面２３ｃは、ニッケルである。研削される面となる第２端面
２４ｃは、ニッケルである。前述したように、ニッケルは銅よりも硬い。このため、研削
時において形状が不均一になることを抑制することができる。
【００７９】
　次に、複数の半導体層１５を分離する溝９０が形成された領域で、図１１（ｂ）に示す
構造体を切断する。すなわち、蛍光体層３０、層間絶縁層１９、層間絶縁層１８、反射層
５０、マスク層５５、及び絶縁層２５が、切断される。これらは、例えば、ダイシングブ
レード、またはレーザ光により切断される。半導体層１５は、ダイシング領域に存在しな
いためダイシングによるダメージを受けない。
【００８０】
　個片化される前の前述した各工程は、多数の半導体層１５を含むウェーハ状態で行われ
る。ウェーハは、少なくとも１つの半導体層１５を含む半導体発光装置１１０として個片
化される。なお、半導体発光装置１１０は、ひとつの半導体層１５を含むシングルチップ
構造を有しても良いし、複数の半導体層１５を含むマルチチップ構造を有しても良い。
【００８１】
　個片化される前の前述した各工程は、ウェーハ状態で一括して行われるため、個片化さ
れた個々のデバイスごとに、配線層の形成、ピラーの形成、樹脂層によるパッケージング
、および蛍光体層の形成を行う必要がなく、大幅なコストの低減が可能になる。
【００８２】
　ウェーハ状態で、支持体１００および蛍光体層３０を形成した後に、それらが切断され
るため、蛍光体層３０の側面と、支持体１００の側面（マスク層５５の側面、絶縁層２５
の側面）とは揃い、それら側面が個片化された半導体発光装置１１０の側面を形成する。
したがって、基板１０がないこともあいまって、チップサイズパッケージ構造の小型の半
導体発光装置１１０を提供することができる。
【００８３】
（第２の実施形態）
　図１２は、第２の実施形態に係る半導体発光装置を例示する模式的断面図である。
　実施形態に係る半導体発光装置１１２は、第１金属ピラー２３ｅと、第２金属ピラー２
４ｅと、を含む。第１金属ピラー２３ｅは、例えば、銅を含む第１金属層２３ａと、ニッ
ケルを含む第２金属層２３ｂと、を含む多層構造を有する。第２金属ピラー２４ｅは、例
えば、銅を含む第３金属層２４ａと、ニッケルを含む第４金属層２４ｂと、を含む多層構
造を有する。
【００８４】
　実施形態においては、第１金属層２３ａは、Ｚ軸方向に沿う第１側面２３ｓを含む。第
２金属層２３ｂは、第１側面２３ｓと絶縁層２５との間に設けられている。第３金属層２
４ａは、Ｚ軸方向に沿う第２側面２４ｓを含む。第４金属層２４ｂは、第２側面２４ｓと
絶縁層２５との間に設けられている。つまり、ニッケルを含む金属層が、銅を含む金属層
の上面だけではなく、銅を含む金属層の側面に沿って設けられている。ニッケルを含む金
属層が介在することで、銅を含む金属層は絶縁層２５と接触しない。ニッケルを含む金属
層は、例えば、無電解めっきを用いて形成することができる。ニッケルを含む金属層（第
２金属層２３ｂ及び第４金属層２４ｂ）の厚みは、例えば、０．０１μｍ以上２０μｍ以
下である。
【００８５】
　第２金属層２３ｂは、ニッケル及びチタンの少なくとも１つの金属を含むことが好まし
い。第２金属層２３ｂは、さらに、亜鉛を含むようにしてもよい。第４金属層２４ｂは、
ニッケル及びチタンの少なくとも１つの金属を含むことが好ましい。第４金属層２４ｂは
、さらに、亜鉛を含むようにしてもよい。
【００８６】
　第１の実施形態においては、絶縁層２５と第１金属層２３ａの第１側面２３ｓ、及び、
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絶縁層２５と第３金属層２４ａの第２側面２４ｓは、互いに接触している。第１金属層２
３ａ及び第３金属層２４ａは共に銅である。絶縁層２５は、樹脂であるため、銅によって
酸化される銅害(copper-induced degradation)が発生する場合がある。銅害により絶縁層
２５は劣化する。
【００８７】
　金属イオンが樹脂の酸化反応を促進させる触媒的な作用（レドックス反応）により、樹
脂が劣化する。銅は特に樹脂に対して影響を及ぼし易い傾向にある。銅は上記の銅害と呼
ばれる劣化促進を生じさせる。金属がゴムやプラスチックに及ぼす元素別の影響度は、次
のとおりである。これによれば、コバルト（Ｃｏ）が最も樹脂を劣化させ易く、マグネシ
ウム（Ｍｇ）が最も樹脂を劣化させ難い。
【００８８】
　Ｃｏ＞Ｍｎ＞Ｃｕ＞Ｆｅ＞Ｖ＞Ｎｉ＞（Ｔｉ、Ｃａ、Ａｇ、Ｚｎ）＞Ａｌ＞Ｍｇ
　金属イオン（Ｍｎ＋／Ｍ（ｎ＋1）＋）がハイドロパーオキサイド（ＲＯＯＨ）を、レ
ドックス反応により、フリーラジカル（ＲＯ・、ＲＯＯ・）に接触分解し、連鎖反応を促
進させる。
【００８９】
【化１】

【００９０】
　劣化の初期段階では，ポリマー（ＲＨ）と金属イオン（Ｍｎ＋）が直接反応してフリー
ラジカル（Ｒ・）を生成するようになる。
【００９１】

【化２】

【００９２】
　ニッケル、チタン及び亜鉛は、銅に比べ、絶縁層２５に対する影響度が低い。実施形態
においては、第１金属層２３ａ（銅層）の第１側面２３ｓと絶縁層２５との間に第２金属
層２３ｂ（例えば、ニッケル層）が設けられる。第３金属層２４ａ（銅層）の第２側面２
４ｓと絶縁層２５との間に第４金属層２４ｂ（例えば、ニッケル層）が設けられる。これ
により、第１金属層２３ａ（銅層）は絶縁層２５と接触せず、第３金属層２４ａ（銅層）
も絶縁層２５と接触しない。このため、第１金属ピラー２３及び第２金属ピラー２４のそ
れぞれの多層構造により形状の不均一を抑制すると共に、絶縁層２５における銅害の発生
を抑制することができる。
【００９３】
　図１３は、第２の実施形態に係る別の半導体発光装置を例示する模式的断面図である。
　実施形態に係る半導体発光装置１１３は、第１金属ピラー２３ｅと、第２金属ピラー２
４ｅと、を含む。第１金属ピラー２３ｅは、さらに、第５金属層２３ｄを含む。第５金属
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層２３ｄは、金を含む。第２金属層２３ｂは、第１金属層２３ａと第５金属層２３ｄとの
間に設けられている。第２金属ピラー２４ｅは、さらに、第６金属層２４ｄを含む。第６
金属層２４ｄは、金を含む。第４金属層２４ｂは、第３金属層２４ａと第６金属層２４ｄ
との間に設けられている。
【００９４】
　具体的には、例えば、ニッケルを含む第２金属層２３ｂの下に、さらに、金を含む第５
金属層２３ｄが設けられる。ニッケルを含む第４金属層２４ｂの下に、さらに、金を含む
第６金属層２４ｄが設けられる。第５金属層２３ｄ及び第６金属層２４ｄは、例えば、金
めっき層である。金めっき層を設けることで、はんだの濡れ性を向上させることができる
。第５金属層２３ｄ及び第６金属層２４ｄのそれぞれの厚みは、例えば、０．０１μｍ以
上０．１μｍ以下である。
【００９５】
　前述したように、はんだ下地層形成工程においては、ニッケルめっき層及び金めっき層
が設けられる。ニッケルめっき層は、金めっき層の下地となる。実施形態に係る金属ピラ
ーは、ニッケル層を有している。このため、はんだ下地層形成工程におけるニッケルめっ
き層及び金めっき層のうち、ニッケルめっき層の形成工程を省略することができる。なお
、金めっき層の形成方法は、電解めっきまたは無電解めっきのいずれを用いてもよい。
【００９６】
（第３の実施形態）
　図１４は、第３の実施形態に係る半導体発光装置の一部を例示する模式的断面図である
。
　実施形態に係る半導体発光装置１１４は、第１金属ピラー２３ｆと、第２金属ピラー２
４ｆと、含む。第１金属ピラー２３ｆは、第１金属層２３ａと、第２金属層２３ｂと、を
含む。第２金属層２３ｂは、第１金属層２３ａの第１側面２３ｓと対向して設けられてい
る。第２金属層２３ｂは、第１金属層２３ａの下面には設けられていない。第２金属ピラ
ー２４ｆは、第３金属層２４ａと、第４金属層２４ｂと、を含む。第４金属層２４ｂは、
第３金属層２４ａの第２側面２４ｓと対向して設けられている。第４金属層２４ｂは、第
３金属層２４ａの下面には設けられていない。
【００９７】
　絶縁層２５は、第２金属層２３ｂと第４金属層２４ｂとの間に設けられる。つまり、第
２金属層２３ｂは、第１側面２３ｓと絶縁層２５との間に設けられる。第４金属層２４ｂ
は、第２側面２４ｓと絶縁層２５との間に設けられる。ニッケルを含む金属層（第２金属
層２３ｂ、第４金属層２４ｂ）は、銅を含む金属層（第１金属層２３ａ、第３金属層２４
ａ）の側面のみに設けられている。このため、銅を含む金属層は絶縁層２５と接触しない
。
【００９８】
　このように、銅を含む金属層の側面（周面）と絶縁層との間にのみ、ニッケルを含む金
属層を設けるようにしてもよい。これにより、金属ピラーにおける形状の不均一を抑制す
ると共に、絶縁層における銅害の発生を抑制することができる。また、金属ピラー自体の
酸化も抑制することができる。
【００９９】
　実施形態によれば、生産性の高い半導体発光装置が提供できる。
【０１００】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は
、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、半導体層、第１金属ピラー、第２
金属ピラー及び絶縁層などの各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知の範囲から
適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる限り、本
発明の範囲に包含される。
【０１０１】
　また、各具体例のいずれか２つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも
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、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
【０１０２】
　その他、本発明の実施の形態として上述した半導体発光装置を基にして、当業者が適宜
設計変更して実施し得る全ての半導体発光装置も、本発明の要旨を包含する限り、本発明
の範囲に属する。
【０１０３】
　その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想
到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了
解される。
【０１０４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１０５】
　１０…基板、　１１…第１半導体層、　１１ａ…一部、　１１ｂ…他部、　１２…第２
半導体層、　１３…発光層、　１５…半導体層、　１５ａ…第１面、　１５ｂ…第２面、
　１５ｃ…側面、　１５ｅ…第１領域、　１５ｆ…第２領域、　１６…第１電極、　１６
ａ…パッド部、　１７…第２電極、　１８、１９…層間絶縁層、　１８ａ…第１開口、　
１８ｂ…第２開口、　２１…第１配線層、　２１ａ、２２ａ…ビア、　２２…第２配線層
、　２３、２３ｅ、２４ｆ…第１金属ピラー、　２３ａ…第１金属層、　２３ｂ…第２金
属層、　２３ｃ…第１端面、　２３ｄ…第５金属層、　２３ｓ…第１側面、　２４、２４
ｅ、２４ｆ…第２金属ピラー、　２４ａ…第３金属層、　２４ｂ…第４金属層、　２４ｃ
…第２端面、　２４ｄ…第６金属層、　２４ｓ…第２側面、　２５…絶縁層、　３０…蛍
光体層、　５０…反射層、　５５…マスク層、　６０…下地金属層、　９０…溝、　９１
、９２…レジストマスク、　１００…支持体、　１１０～１１４…半導体発光装置、　ｄ
１～ｄ４…厚さ
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