
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一面側にｐ側電極及びｎ側電極が形成されるフリップチップタイプの III族窒化物系
化合物半導体発光素子であって、
　Ｒｈ又はその合金からなるｐ側電極の全表面がｐ側電極膜で被覆され、
　 ｎ側電極の全表面がｎ側電極膜で被覆され、
　前記ｐ側電極膜と前記ｎ側電極膜とはともにＴｉ又はＴｉ合金からなる下地層と、該下
地層の上に形成されるＡｕ又はＡｕ合金からなる上層とからなる

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は III族窒化物系化合物半導体発光素子に関する。詳しくは同一面側にｐ側電極お
よびにｎ側電極が形成される III族窒化物系化合物半導体発光素子に関するものであり、
好ましくはフリップチップタイプの発光装置に用いられる。
【０００２】
【従来の技術】
III族窒化物系化合物半導体からなる発光層を備える素子を、ｐ側電極及びｎ側電極が形
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ＡｌとＶとの２層で構成される

III族窒化物系化合物半
導体発光素子の製造方法において、
　同一構成の前記ｐ側電極膜と前記ｎ側電極膜とを同時に形成する、ことを特徴とする II
I族窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法。



成される面側をマウント面として支持体にマウントした構成（フリップチップタイプ）の
発光装置が知られている。このタイプの発光装置では、発光素子の発光層で発光した光が
光透過性の基板を通って外部に放射される。発光素子の各電極は、導電性の接着部材を介
して支持体の電極（ｎ層、ｐ層又は配線パターン）と電気的に接続される。導電性の接着
部材には高い導電性が要求され、一般に、Ａｕからなる接着部材（Ａｕバンプ）が用いら
れる。また、発光素子のｎ側電極にはＡｌ、Ｖ等が用いられる。他方、ｐ側電極には、コ
ンタクト抵抗が低く、かつ反射効率の高いＲｈ等が用いられる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ｐ側電極としてＲｈを用いた場合には、ＡｕバンプとＲｈとの接着性が低いため、予めｐ
側電極表面にＡｕからなる厚膜を形成し、ｐ側電極とＡｕバンプの接着性を高めることが
行われる。これにより、発光素子と支持体との接合強度が高められる。しかしながら、ｎ
側電極に着目すればその表面は電極材料のＡｌ等であり、ｎ側電極とＡｕバンプとの接合
強度は十分といえない。そのため、保存特性又は耐久性の面から改善の余地があるもので
あった。また、ｎ側電極と支持体との間の接合不良が生じ、十分な素子機能が発揮されな
い惧れがあった。さらには、ｎ側電極表面に電極材料であるＡｌ等が露出していることは
、耐食性の観点からも好ましくない。また、電極を半田付けする場合にも一方がＡｌ、他
方がＡｕではその半田付け性に問題があった。
本発明は、以上の課題に鑑みなされたものであり、 III族窒化物系化合物半導体発光素子
であって、保存特性ないしは耐久性に優れ、さらに安定した素子機能を有する発光素子を
提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成すべく以下の構成からなる。即ち、
同一面側にｐ側電極及びｎ側電極が形成される III族窒化物系化合物半導体発光素子であ
って、
ｐ側電極表面にＡｕを含むｐ側電極膜が形成され、
ｎ側電極表面にＡｕを含むｎ側電極膜が形成されている、ことを特徴とする III族窒化物
系化合物半導体発光素子である。
【０００５】
上記の構成では、発光素子を支持体にマウントするために用いられる接着材（Ａｕバンプ
）の材料（Ａｕ）を含む膜がｐ側電極表面及びｎ側電極表面に形成され、両電極表面と当
該接着材との接着性が高まる。その結果、発光素子を支持体にマウントした場合に、発光
素子と支持体との接合強度が向上する。これにより、素子機能の安定化が図られ、また、
保存特性ないしは耐久性が向上する。
また、両電極表面にＡｕを含む膜が形成されるため、両電極表面の耐食性が向上する。か
かる点においても、保存安定性ないしは耐久性が高い III族窒化物系化合物半導体発光素
子が提供されるといえる。
以上のように、上記本発明の構成によれば、保存特性ないしは耐久性に優れ、さらに安定
した素子機能を有する発光素子が提供される。
尚、上記の構成では両電極表面に同様な構成の膜が形成されるため、両電極表面の色調を
合わせることができる。したがって、発光素子の両電極が形成される面の外観認識性が向
上し、当該面側をマウント面として支持体をマウントする際のマウント精度の向上、マウ
ント工程の効率化等が図られるといった効果も奏される。
【０００６】
【発明の実施の形態】
本発明の III族窒化物系化合物半導体発光素子は、フリップチップタイプの発光素子であ
って、同一面側にｐ側電極及びｎ側電極が形成される。フリップチップタイプの発光素子
とは、フリップチップタイプの発光装置に用いられる発光素子を意味し、即ち、ｐ側電極
及びｎ側電極が形成される面側をマウント面として基板等の支持体にマウントされて使用
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される発光素子である。発光した光は基板側、即ち電極形成面側と反対側より放射される
。
【０００７】
III族窒化物系化合物半導体発光素子とは、 III族窒化物系化合物半導体からなる発光層を
有する発光素子をいう。ここで、 III族窒化物系化合物半導体とは、一般式としてＡｌＸ

ＧａＹ Ｉｎ１ － Ｘ － Ｙ Ｎ（０≦Ｘ≦１、０≦Ｙ≦１、０≦Ｘ＋Ｙ≦１）の四元系で表され
、ＡｌＮ、ＧａＮ及びＩｎＮのいわゆる２元系、Ａｌｘ Ｇａ１ － ｘ Ｎ、Ａｌｘ Ｉｎ１ － ｘ

Ｎ及びＧａｘ Ｉｎ１ － ｘ Ｎ（以上において０＜ｘ＜１）のいわゆる３元系を包含する。 II
I族元素の少なくとも一部をボロン（Ｂ）、タリウム（Ｔｌ）等で置換しても良く、また
、窒素（Ｎ）の少なくとも一部も　リン（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）、アンチモン（Ｓｂ）、ビ
スマス（Ｂｉ）等で置換できる。 III族窒化物系化合物半導体層は任意のドーパントを含
むものであっても良い。ｎ型不純物として、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｃ等を用いること
ができる。ｐ型不純物として、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｂｅ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ等を用いることがで
きる。
III族窒化物系化合物半導体層は、周知の有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ法）、分子線
結晶成長法（ＭＢＥ法）、ハライド系気相成長法（ＨＶＰＥ法）、スパッタ法、イオンプ
レーティング法、電子シャワー法等によって形成することができる。
なお、ｐ型不純物をドープした後に III族窒化物系化合物半導体を電子線照射、プラズマ
照射若しくは炉による加熱にさらすことも可能であるが必須ではない。
以下、本発明の各要素についてより詳細に説明する。
【０００８】
（ｐ側電極）
ｐ側電極材料としては、Ｒｈ、Ａｕ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｍｇ、Ｐｄ
、Ｖ、Ｍｎ、Ｂｉ、Ｓｎ、Ｒｅなどの金属またはこれらの合金を用いることができる。中
でもＲｈ、Ｐｔは、 III族窒化物系化合物半導体発光素子の発光波長に対して高い反射効
率を有するため、好適なｐ側電極材料として用いることができる。ｐ側電極を、異なる組
成の層が積層された二層又は多層構造とすることもできる。
【０００９】
（ｐ側電極膜）
ｐ側電極表面には、Ａｕ（金）を含むｐ側電極膜が形成される。ｐ側電極膜は、発光素子
を支持体にマウントする際に用いられるＡｕからなる接着部材（以下、「Ａｕバンプ」と
いう）とｐ側電極との接着性を高め、その結果、発光素子と支持体との接合強度が高まる
。
ｐ側電極膜は、ｐ側電極表面の少なくとも一部を覆って形成されておればよい。好ましく
は、ｐ側電極の表面全体を覆ってｐ側電極膜が形成される。これにより、ｐ側電極表面の
全体がＡｕを含む膜により被覆されることとなり、ｐ側電極表面の耐食性が向上する。ま
た、Ａｕバンプとの接着性の向上も期待できる。
ｐ側電極膜を複数の層が積層した構成とすることが好ましい。例えば、Ｔｉ，Ｃｒ，Ｗ，
Ｍｏ，Ｔａ，Ｚｒ，及びＶからなる群より選択される金属又は該金属の合金からなる下地
層と、その上に形成されるＡｕ又はＡｕ合金からなる上層との二層からなるｐ側電極膜を
採用することが好ましい。ここでの下地層は、ｐ側電極表面と上層（Ａｕ又はＡｕ合金か
らなる層）の接着性を高めるために用いられる。蒸着等により容易に形成できるため、下
地層の材料としてＴｉ、Ｃｒ、又はＶを採用することが特に好ましい。また、上層の材料
をＡｕバンプの材料と同一にすることが好ましい。両者の接着性を高めるためである。下
地層と上層の間、又は上層の上に他の層を形成することもできる。
【００１０】
下地層の膜厚は、上層の膜厚よりも小さいことが好ましい。換言すれば、ｐ側電極の表面
に薄い下地層を形成し、その上に厚膜の上層を形成することが好ましい。下地層を薄く形
成することにより、下地層による電気抵抗の上昇が抑えられる。また、上層を厚く形成す
ることにより、ｐ側電極膜とＡｕバンプとの接着性がよくなる。下地層の膜厚としては、
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例えば、１ｎｍ～１００ｎｍの範囲であり、好ましくは、５ｎｍ～５０ｎｍの範囲である
。上層の膜厚としては、例えば、０．１μｍ～５０μｍの範囲であり、好ましくは、０．
３μｍ～３μｍの範囲である。
【００１１】
（ｎ側電極）
ｎ側電極材料としては、Ａｌ、Ｖ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｍｏ、Ｗ、Ｈｆなど
の金属またはこれらの合金を用いることができる。ｎ側電極を、異なる組成の層が積層さ
れた二層又は多層構造とすることもできる。例えば、ＶとＡｌの２層構造とすることがで
きる。
【００１２】
（ｎ側電極膜）
ｐ側電極表面と同様に、ｎ側電極表面にもＡｕ（金）を含むｎ側電極膜が形成される。ｎ
側電極膜を形成することにより、発光素子をＡｕバンプにより支持体にマウントする際の
ｎ側電極とＡｕバンプとの接着性 (密着性 )が高まり、その結果、発光素子と支持体との接
合強度が上昇する。
ｎ側電極膜は、ｎ側電極表面の少なくとも一部を覆って形成されておればよい。好ましく
は、ｎ側電極の表面全体を覆ってｎ側電極膜が形成される。これにより、ｎ側電極表面の
全体がＡｕを含む膜により被覆されることとなり、ｎ側電極の耐食性が向上する。また、
Ａｕバンプとの接着性の向上も期待できる。
【００１３】
ｎ側電極膜を複数の層が積層した構成とすることが好ましい。例えば、Ｔｉ，Ｃｒ，Ｗ，
Ｍｏ，Ｔａ，Ｚｒ，及びＶからなる群より選択される金属又は該金属の合金からなる下地
層と、その上に形成されるＡｕ又はＡｕ合金からなる上層との二層からなるｎ側電極膜を
採用することが好ましい。ここでの下地層は、ｎ側電極表面と上層（Ａｕ又はＡｕ合金か
らなる層）の接着性を高めるために用いられる。蒸着等により容易に形成できるため、下
地層の材料としてＴｉ、Ｃｒ、又はＶを採用することが特に好ましい。また、上層の材料
をＡｕバンプの材料と同一にすることが好ましい。両者の接着性を高めるためである。下
地層と上層の間、又は上層の上に他の層を形成することもできる
【００１４】
下地層の膜厚は、上層の膜厚よりも小さいことが好ましい。換言すれば、ｎ側電極の表面
に薄い下地層を形成し、その上に厚膜の上層を形成することが好ましい。下地層を薄く形
成することにより、下地層による電気抵抗の上昇が抑えられる。また、上層を厚く形成す
ることにより、ｎ側電極膜とＡｕバンプとの接着性がよくなる。下地層の膜厚としては、
例えば、１ｎｍ～１００ｎｍの範囲であり、好ましくは、５ｎｍ～５０ｎｍの範囲である
。上層の膜厚としては、例えば、０．１μｍ～５０μｍの範囲であり、好ましくは、０．
３μｍ～３μｍの範囲である。
【００１５】
ｎ側電極膜の構成をｐ側電極膜の構成と同一とすることが好ましい。このような態様では
、ｎ側電極膜とｐ側電極膜とを同時に形成させることができ、製造工程を簡略化できるか
らである。例えば、ｎ側電極膜及びｐ側電極膜を、それぞれＴｉからなる下地層の上にＡ
ｕからなる上層が積層された構成とする。
【００１６】
本発明の III族窒化物系化合物半導体素子発光素子は、例えば、次のように製造すること
ができる。
まず、 III族窒化物系化合物半導体層を成長可能な基板を用意し、その上に少なくともｎ
型 III族窒化物系化合物半導体層、 III族窒化物系化合物半導体からなる発光層、及びｐ型
III族窒化物系化合物半導体層がこの順に並ぶように複数の半導体層を積層する。基板に
は、サファイア、スピネル、シリコン、炭化シリコン、酸化亜鉛、リン化ガリウム、ヒ化
ガリウム、酸化マグネシウム、酸化マンガン、 III族窒化物系化合物半導体単結晶等を用
いることができる。サファイア基板を用いる場合にはそのａ面を利用することが好ましい
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。
【００１７】
次に、エッチング処理を施しｎ型半導体層の一部を表出させる。続いて、ｐ側電極及びｎ
側電極を、ｐ型 III族窒化物系化合物半導体層上及びｎ型 III族窒化物系化合物半導体層上
にそれぞれ形成する。ｐ側電極及びｎ側電極の形成は、蒸着、スパッタリング等の公知の
方法により行うことができる。次に、試料の表面を清浄化する。清浄化の方法として加熱
、紫外線照射などが挙げられる。試料表面、特にｎ電極の表面を清浄化することにより、
ｎ側電極とｎ側電極膜との間に充分な接合力を確保できる。続いて、ｐ側電極表面にｐ側
電極膜を形成する。同様にｎ側電極表面にｎ側電極膜を形成する。ｐ側電極膜及びｎ側電
極膜の形成は、それぞれ、蒸着、スパッタリング等の公知の方法により行うことができる
。ｐ側電極膜とｎ側電極を同一の構成とする場合には、ｐ側電極膜とｎ側電極膜とを同時
に形成することができる。
【００１８】
【実施例】
以下、本発明の実施例を用いて、本発明の構成をより詳細に説明する。
図１は一の実施例である発光素子１の構成を模式的に示した図である。発光素子１の各層
のスペックは次の通りである。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１９】
基板１１の上にはバッファ層１２を介してｎ型不純物してＳｉをドープしたＧａＮからな
るｎ型層１３を形成した。ここで、基板１１にはサファイアを用いたが、これに限定され
ることはなく、サファイア、スピネル、シリコン、炭化シリコン、酸化亜鉛、リン化ガリ
ウム、ヒ化ガリウム、酸化マグネシウム、酸化マンガン、 III族窒化物系化合物半導体単
結晶等を用いることができる。さらにバッファ層はＡｌＮを用いてＭＯＣＶＤ法で形成さ
れるがこれに限定されることはなく、材料としてはＧａＮ、ＩｎＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧ
ａＮ及びＡｌＩｎＧａＮ等を用いることができ、製法としては分子線結晶成長法（ＭＢＥ
法）、ハライド系気相成長法（ＨＶＰＥ法）、スパッタ法、イオンプレーティング法、電
子シャワー法等を用いることができる。 III族窒化物系化合物半導体を基板として用いた
場合は、当該バッファ層を省略することができる。
さらに基板とバッファ層は半導体素子形成後に、必要に応じて、除去することもできる。
【００２０】
ここでｎ型層はＧａＮで形成したが、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ若しくはＡｌＩｎＧａＮを
用いることができる。
また、ｎ型層はｎ型不純物してＳｉをドープしたが、このほかにｎ型不純物として、Ｇｅ
、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｃ等を用いることもできる。
ｎ型層１３は発光する層を含む層１４側の低電子濃度ｎ -層とバッファ層１２側の高電子
濃度ｎ＋層とからなる２層構造とすることができる。
発光する層を含む層１４は量子井戸構造の発光層を含んでいてもよく、また発光素子の構
造としてはシングルへテロ型、ダブルへテロ型及びホモ接合型のものなどでもよい。
【００２１】
発光する層を含む層１４はｐ型層１５の側にマグネシウム等のアクセプタをドープしたバ
ンドギャップの広い III族窒化物系化合物半導体層を含むこともできる。これは発光する
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層を含む層１４中に注入された電子がｐ型層１５に拡散するのを効果的に防止するためで
ある。
発光する層を含む層１４の上にｐ型不純物としてＭｇをドープしたＧａＮからなるｐ型層
１５を形成した。このｐ型層はＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ又はＩｎＡｌＧａＮとすることも
できる、また、ｐ型不純物としてはＺｎ、Ｂｅ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａを用いることもできる
。
さらに、ｐ型層１５を発光する層を含む層１４側の低ホール濃度ｐ－層と電極側の高ホー
ル濃度ｐ＋層とからなる２層構造とすることができる。
上記構成の発光ダイオードにおいて、各 III族窒化物系化合物半導体層は一般的な条件で
ＭＯＣＶＤを実行して形成するか、分子線結晶成長法（ＭＢＥ法）、ハライド系気相成長
法（ＨＶＰＥ法）、スパッタ法、イオンプレーティング法、電子シャワー法等の方法で形
成することもできる。
【００２２】
ｐ型層１５を形成した後、ｐ型層１５、発光する層を含む層１４、ｎ型層１３のそれぞれ
一部をエッチングにより除去し、ｎ型層１３の一部を表出させる。
続いて、ｐ型層１５上に、Ｒｈからなるｐ電極１８を蒸着により形成する。ｎ電極１９は
ＡｌとＶの２層で構成され、蒸着によりｎ型層１３上に形成される。
その後、周知の手段によりアロイ化する。
【００２３】
ｐ側電極膜２０及びｎ側電極膜２１は、ともにＴｉからなる下地層２０ａ、２１ａの上に
Ａｕからなる上層２０ｂ、２１ｂが積層された構成からなり、リフトオフ法により形成さ
れる。本実施例では、下地層２０ａ、２１ａの膜厚を１０ｎｍ、上層２０ｂ、２１ｂの膜
厚を１μｍとした。
以上の工程の後、スクライバ等を用いてチップの分離工程を行う。
【００２４】
次に、発光素子１を用いて発光装置を構成した例を説明する。図２に示されるのは、発光
素子１を用いたフリップチップタイプのＬＥＤ２である。ＬＥＤ２は、発光素子１、リー
ドフレーム３０及び３１、サブマウント用基板５０、並びに封止樹脂３５から概略構成さ
れる。以下、リードフレーム３０のカップ状部３３部分を拡大した図（図３）を参照しな
がら、発光素子１の載置態様を説明する。
発光素子１は、サブマウント用基板５０を介してリードフレーム３０のカップ状部３３に
マウントされる。基板５０はｐ型領域５１及びｎ型領域５２を有し、その表面には、Ａｕ
バンプ４０が形成される部分を除いてＳｉＯ２ からなる絶縁膜６０が形成されている。図
に示されるように、電極側を下にして発光素子１を基板５０にサブマウントすることによ
り、ｐ側電極膜２０はＡｕバンプを介して基板５０のｐ型領域５１に接続され、同様に、
ｎ側電極膜２１はＡｕバンプを介して基板５０のｎ側領域５２に接続される。これにより
、発光素子１のｐ電極１８及びｎ電極１９が、基板５０のｐ型領域５１及びｎ型領域５２
とそれぞれ電気的に接続され、また、発光素子１が基板５０に固定される。基板５０は、
発光素子１がマウントされる面と反対の面を接着面として、銀ペースト６１によりリード
フレーム３０のカップ状部３３に接着、固定される。
【００２５】
図４に、発光素子１を用いて構成される他のタイプの発光装置（ＬＥＤ３）を示す。ＬＥ
Ｄ３は、ＳＭＤ（ Surface Mount device）タイプのＬＥＤである。尚、上記のＬＥＤ２と
同一の部材には同一の符号を付してある。
ＬＥＤ３は、発光素子１、基板７０、及び反射部材８０を備えて構成される。発光素子１
は、上記ＬＥＤ２における場合と同様に、電極側をマウント面として基板７０にマウント
される。基板７０の表面には配線パターン７１が形成されており、かかる配線パターンと
発光素子１のｐ側電極膜２０及びｎ側電極膜２１がＡｕバンプ４０を介して接着されるこ
とにより、発光素子１の両電極は配線パターンと電気的に接続される。基板７０上には発
光素子１を取り囲むように反射部材８０が配置される。反射部材８０は白色系の樹脂から
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なり、その表面で発光素子１から放射された光を高効率で反射することができる。
【００２６】
この発明は、上記発明の実施の形態の説明に何ら限定されるものではない。特許請求の範
囲の記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に含ま
れる。
【００２７】
以下、次の事項を開示する。
１１．前記ｐ側電極は、Ｒｈ、Ａｕ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｍｇ、Ｐｄ
、Ｖ、Ｍｎ、Ｂｉ、Ｓｎ、及びＲｅからなる群より選択される一又は二以上の金属又は該
金属の合金からなることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の発光素子。
１２．前記ｎ側電極は、Ａｌ、Ｖ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｍｏ、Ｗ、及びＨｆ
からなる群より選択される一又は二以上の金属又は該金属の合金からなることを特徴とす
る請求項１～９、及び１１のいずれかに記載の発光素子。
２１．同一面側にｐ側電極及びｎ側電極が形成されるフリップチップタイプの III族窒化
物系化合物半導体発光素子の製造方法であって、
前記ｐ側電極上に、Ａｕを含むｐ側電極膜を形成する工程、及び
前記ｎ側電極上に、Ａｕを含むｎ側電極膜を形成する工程、を含む、ことを特徴とする製
造方法。
２２．前記ｎ側電極膜を形成する前に、前記ｎ側電極表面を清浄化する工程が含まれる、
ことを特徴特徴とする２１に記載の製造方法。
２３．前記ｐ側電極膜を形成する工程は、
前記ｐ側電極上にＴｉ，Ｃｒ，Ｗ，Ｍｏ，Ｔａ，Ｚｒ，及びＶからなる群より選択される
金属又は該金属の合金からなる下地層を形成する工程と、Ａｕ又はＡｕ合金からなる上層
を形成する工程とからなる、ことを特徴とする２１又は２２に記載の製造方法。
２４．前記ｎ側電極膜を形成する工程は、
前記ｎ側電極上にＴｉ，Ｃｒ，Ｗ，Ｍｏ，Ｔａ，Ｚｒ，及びＶからなる群より選択される
金属又は該金属の合金からなる下地層を形成する工程と、Ａｕ又はＡｕ合金からなる上層
を形成する工程とからなる、ことを特徴とする２１～２３のいずれかに記載の製造方法。
２５．前記ｐ側電極膜を形成する工程における上層を形成する工程と、前記ｎ側電極膜を
形成する工程における上層を形成する工程は同時に行われる、ことを特徴とする２１～２
４のいずれかに記載の製造方法。
２６．前記ｐ側電極膜は前記ｐ側電極の表面全体を覆って形成される、ことを特徴とする
２１～２５のいずれかに記載の製造方法。
２７．前記ｎ側電極膜は前記ｎ側電極の表面全体を覆って形成される、ことを特徴とする
２１～２６のいずれかに記載の製造方法。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例である発光素子１を示す図である。
【図２】発光素子１を用いて構成されるＬＥＤ２を示す図である。
【図３】ＬＥＤ２におけるカップ状部３３部分の拡大図である。
【図４】発光素子１を用いて構成されるＳＭＤタイプのＬＥＤ３を示す図である。
【符号の説明】
１　発光素子、２　砲弾型ＬＥＤ、３　ＳＭＤタイプＬＥＤ、１１　基板、１２バッファ
層、１３　ｎ型層、１４　発光する層を含む層、１５　ｐ型層、１８ｐ電極、１９　ｎ電
極、２０　ｐ側電極膜、２１　ｎ側電極膜、４０　Ａｕバンプ、５０　サブマウント用基
板、５１　ｐ型領域、５２　ｎ型領域、６０　絶縁膜、７０　基板、７１　配線パターン
、８０　反射部材
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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