
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と、

前記発光素子の電極とリードとを接続させるワイヤを樹脂のパッケージ
によって封止した半導体発光装置であって、前記樹脂のパッケージを、共通の樹脂を生地
とする封止樹脂層と発光波長変換用の蛍光物質を含有した蛍光膜層との２層構造とすると
ともに前記封止樹脂層と蛍光膜層との間の境界層を前記共通の樹脂の生地によって接合し
、

前記ワイヤが前記封止樹脂層と蛍光膜層との間に
跨らないように前記発光素子とワイヤを前記蛍光膜層で覆ったことを特徴とする半導体発
光装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、たとえば発光輝度が大幅に改善されたＧａＮ系化合物半導体による青色発光の
発光ダイオードを用いた半導体発光装置に係り、波長変換して信頼度の高い白色発光等が
得られるようにした半導体発光装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
青色発光の発光ダイオード（以下、「ＬＥＤ」と記す）は、近来になって、ＧａＮ，Ｇａ
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リードが組み込まれ前記発光素子をその底部面に導通搭載する有底状の反
射ケースを備え、

前記蛍光膜層を前記発光素子を含んで前記反射ケースの底面側に展開させ、前記封止樹
脂層を前記蛍光膜層の表面側に形成し、



ＡｌＮ，ＩｎＧａＮ及びＩｎＡｌＧａＮ等のＧａＮ系化合物半導体を利用することによっ
て、発光輝度の向上に大きな進展をみせた。そして、旧来からの赤（Ｒ），緑（Ｇ），青
（Ｂ）発光のＬＥＤとの組合せによって、これらのＬＥＤの３個を１ドットとする高画質
のフルカラー画像の形成が可能となった。
【０００３】
ＬＥＤの分野では、フルカラー対応には光の三原色のＲ，Ｇ，Ｂが必要であるから、これ
らの発光色のＬＥＤのより一層の開発と改良が主である。その一方で、たとえばＲ，Ｇ，
Ｂの合成によってしか得られない白色発光を単一のＬＥＤで達成しようとする試みも既に
なされている。このような試みの一つとして、たとえば特開平７－９９３４５号公報に開
示されたものがある。
【０００４】
この公報に記載のＬＥＤは、発光チップを搭載するリードフレームのマウント部を含めて
樹脂によって封止するいわゆるＬＥＤランプのタイプとしたものである。そして、発光チ
ップの発光波長を変えて異なった発光色とするために、発光チップの周りのマウント部に
蛍光物質を含んだ内皮樹脂（公報においては、「第１の樹脂」と記載）によって充填し、
この内皮樹脂の硬化後に外皮樹脂（公報においては、「第２の樹脂」と記載）で封止した
構成を持つ。また、内皮及び外皮の樹脂はそれぞれエポキシ樹脂が利用され、内皮樹脂に
含ませる蛍光物質としては蛍光染料，蛍光顔料，蛍光体が用いられている。
【０００５】
このような蛍光物質を含む内皮樹脂によって発光チップの周りとマウント部の内面にかけ
てを封止することで、発光チップからの発光の波長が蛍光物質によって変えられる。した
がって、外皮樹脂から放出される発光は発光チップが本来持つ色と異なる色となり、たと
えば高輝度のＧａＮ系化合物半導体を利用した青色の発光チップを白色発光のデバイスと
して使えるようになる。
【０００６】
ここで、蛍光物質を含む内皮樹脂とこれを覆ってＬＥＤランプの外郭を形成する外皮樹脂
の二重皮膜とするのは、色変換のための蛍光物質を発光チップに近い周りに集めておくた
めである。
【０００７】
すなわち、特開平１０－９３１４６号公報に開示されているように、ＬＥＤランプの樹脂
の全体に蛍光物質を含ませることによっても色変換は可能であるが、外部からの光や隣接
配置のＬＥＤからの光が入り込むと、この入射光によって蛍光物質が励起される。したが
って、点灯モードにないＬＥＤが発光しているように見え、多数のＬＥＤを配列したディ
スプレイの場合では混色を生じて画質を低下させる。このことから、先の公報に記載のＬ
ＥＤは、内皮と外皮の樹脂の皮膜層に分け、内皮樹脂だけに蛍光物質を含ませることによ
って、外部からの光に蛍光物質が晒されるのを抑えて励起による発光を阻止しようとした
のである。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、先の公報に記載のＬＥＤの製造では、発光チップをマウントに搭載した後に内
皮樹脂によってその周りを封止し、この内皮樹脂が硬化した後に外皮樹脂によって封止す
るという工程を踏む。すなわち、内皮樹脂の充填とその硬化の後に外皮樹脂を充填して硬
化させる二重モールドによるので、製造時間が長くなるほか製造設備も複雑になりがちで
ある。
【０００９】
また、このような内皮と外皮の樹脂の二重モールドでは、外皮樹脂が硬化するときに三次
元の向きの収縮があることから、たとえ内皮及び外皮の樹脂を共通のエポキシ樹脂として
いても、これらの樹脂の界面に剥離や光学的な歪みの発生を伴いやすい。更に、熱衝撃試
験等の急激な温度変化による界面剥離の拡大も生じやすい。このような内皮樹脂と外皮樹
脂の界面との間の光学的な歪みや界面剥離は、発光チップからの発光に少なからず影響を
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及ぼし発光輝度の低下を招く。
【００１０】
このように、蛍光物質を封止樹脂の中に混入して発光波長を変換してたとえば白色発光と
して得ることはできるが、内皮と外皮の樹脂の二重モールドによる場合では、その生産性
の面だけでなく内皮と外皮との間の界面の剥離による発光輝度の低下が避けられない。
【００１１】
本発明において解決すべき課題は、波長変換用の蛍光物質を含む層との間に界面ができな
いようにして発光輝度を高く維持できる半導体発光装置及びその製造方法を提供すること
にある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は、発光素子を樹脂のパッケージによって封止した半導体発光装置であって、前記
樹脂のパッケージを、共通の樹脂を生地とする封止樹脂層と発光波長変換用の蛍光物質を
含有した蛍光膜層との２層構造とするとともに前記封止樹脂層と蛍光膜層との間の境界層
を前記共通の樹脂の生地によって接合し、前記蛍光膜層を前記発光素子からの光路中に含
ませてなることを特徴とする。
【００１３】
このような構成では、蛍光膜層と封止樹脂層との間が共通の樹脂を生地とするように連な
るので、これらの層どうしの境界面の剥離がなく、発光素子からの発光輝度の低下を抑え
ることができ、波長変換された発光を効率的に放出することができる。
【００１４】
また、本発明の製造方法は、前記封止樹脂層と蛍光膜層とを、蛍光物質を含有する一次成
形樹脂材を遠心分離法によって層分離して形成することを特徴とする。
【００１５】
この製造方法では、一次成形樹脂材だけを用いてパッケージをモールドできるとともに封
止樹脂層と蛍光膜層とに分離するので、工程数の削減と層どうしの境界面の剥離が抑えら
れる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
　請求項１に記載の発明は、発光素子

を樹脂のパッケージによって封止した半導体発光装置であって、前記樹脂のパッケー
ジを、共通の樹脂を生地とする封止樹脂層と発光波長変換用の蛍光物質を含有した蛍光膜
層との２層構造とするとともに前記封止樹脂層と蛍光膜層との間の境界層を前記共通の樹
脂の生地によって接合し、

半導体発光装置であり
、封止樹脂層と蛍光膜層との間の剥離がなく発光素子からの発光輝度を落とすことなく波
長変換して発光させるという作用を有する。
【００１７】
請求項２に記載の発明は、前記発光素子をその底部面に導通搭載する有底状の反射ケース
を備え、前記蛍光膜層を前記発光素子を含んで前記反射ケースの底面側に展開させ、前記
封止樹脂層を前記蛍光膜層の表面側に形成してなる請求項１記載の半導体発光装置であり
、本発明の製造方法を適用する場合、反射ケース自身を遠心分離のための容器としてその
まま利用できるという作用を有する。
【００１９】
　請求項 に記載の発明は、

であって、前記封止樹脂層と蛍光膜層とを、蛍光物質を含有する一次成形樹脂材
を遠心分離法によって層分離して形成 、一次成形樹脂材の
みを充填して遠心分離するだけの工程で済み、二重モールド等の工程を省けるという作用
を有する。
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と、前記発光素子の電極とリードとを接続させるワ
イヤ

前記ワイヤが前記封止樹脂層と蛍光膜層との間に跨らないよう
に前記発光素子とワイヤを前記蛍光膜層で覆ったことを特徴とする

３ 前記封止樹脂層と蛍光膜層とを、蛍光物質を含有する一次成
形樹脂材を遠心分離法によって層分離して形成してなる請求項１または２に記載の半導体
発光装置

してなる半導体発光装置であり



【００２０】
図１は本発明の一実施の形態による半導体発光装置の概略縦断面図であり、反射ケースを
用いた例として示す。
【００２１】
図１において、有底状であって絶縁性の反射ケース１に一対のリード２ａ，２ｂが組み込
まれ、一方のリード２ａの上に発光素子３が搭載されている。リード２ａ，２ｂは反射ケ
ース１の底部の上面に展開されるとともに外に突き出る形状を持ち、この突き出た部分が
配線基板（図示せず）の上に形成された配線パターンに導通搭載される。
【００２２】
発光素子３は、従来技術の項で述べたＧａＮ系化合物半導体を利用した高輝度の青色発光
のＬＥＤである。この発光素子３は、サファイアを素材とした基板３ａの表面に、たとえ
ばＧａＮのｎ型層，ＩｎＧａＮの活性層及びＧａＮのｐ型層を積層したものであり、基板
３ａの底面をリード２ａの表面に載せて絶縁性または導電性の接着剤により固定される。
そして、従来周知のように、ｐ型層の一部がエッチングされてｎ型層を露出させ、この露
出したｎ型層の表面にｎ側電極を形成し、ｐ型層の表面にはｐ側電極を形成し、これらの
ｎ側及びｐ側の電極にＡｕを利用したワイヤ４ａ，４ｂをそれぞれリード２ａ，２ｂとの
間でボンディングしている。
【００２３】
青色発光の発光素子３に対して、その発光波長を変換して白色発光とするとともに発光素
子３を保護するためのパッケージとして、蛍光膜層５と封止樹脂層６とを反射ケース１の
中に形成させる。これらの蛍光膜層５及び封止樹脂層６は、ＬＥＤランプ等の分野で利用
されているエポキシ樹脂の中に予め蛍光物質を混入したものを反射ケース１の中に充填し
、その後遠心分離法によって分離して形成されるものである。エポキシ樹脂に混入する蛍
光物質は、白色発光に変換する場合では、発光素子３の発光色である青色と補色の関係を
持つものであればよく、蛍光染料，蛍光顔料，蛍光体などが利用でき、たとえば（Ｙ，Ｇ
ｄ )3（Ａｌ，Ｇａ )5Ｏ 1 2：Ｃｅ等が好適である。
【００２４】
図２は蛍光膜層５と封止樹脂層６からなるパッケージ構造の形成要領を示す概略図である
。
【００２５】
パッケージの形成工程は、リード２ａ，２ｂを一体に備えた反射ケース１への発光素子３
の実装とワイヤ４ａ，４ｂのボンディングの後であり、図２の（ａ）に示すように水平及
び鉛直姿勢に回転操作できる治具５０の上に搭載固定されている。そして、反射ケース１
の内部には、先に述べたような蛍光物質を予め一様に混入した一次成形樹脂材７をポッテ
ィングする。この一次成形樹脂材７は透明のエポキシ樹脂等のように熱硬化性のものであ
ればよく、蛍光物質の混入過程から反射ケース１へのポッティング及び遠心分離までの工
程では粘性を持つ液状である。
【００２６】
ポッティング工程の後には、図２の（ｂ）に示すように治具５０を９０°回転させて搭載
面を鉛直姿勢として遠心分離装置にセットし、搭載面と平行な回転軸Ａ周りに高速で回転
させる。
【００２７】
この高速回転によって、反射ケース１に対して、図中の矢印Ｆで示す方向に遠心力が作用
し、一次成形樹脂材７にもその負荷が加わる。そして、この一次成形樹脂材７はエポキシ
樹脂の基材に蛍光物質を混入したものなので、比重がエポキシ樹脂より大きい蛍光物質が
外側に飛ばされるようになり、反射ケース１の底部側に蛍光物質のほとんどを含有する蛍
光膜層５と蛍光物質をほとんど含まない封止樹脂層６とに層分離される。すなわち、一般
的なエポキシ樹脂の比重は１．２～１．３であるのに対し、たとえば蛍光物質として広く
利用されている（Ｙ，Ｇｄ )3（Ａｌ，Ｇａ )5Ｏ 1 2；Ｃｅ系の比重は４．５～５．５であり
、このような比重差によって、蛍光膜層５と封止樹脂層６とが遠心分離法によって分離さ
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れる。
【００２８】
蛍光膜層５は発光素子３の全体を覆う厚さになるように蛍光物質の含有量を決めることが
必要である。そして、ワイヤ４ａ，４ｂが蛍光膜層５と封止樹脂層６との間に跨がらない
ようにすることが好ましく、こうすることで熱硬化させるときの蛍光膜層５と封止樹脂層
６の熱収縮の差によるワイヤ４ａ，４ｂの断線が防止される。
【００２９】
このように遠心分離された後には、治具５０を図２の（ａ）の水平姿勢に戻して加熱乾燥
工程に移し、一次成形樹脂材７を熱硬化させて図１に示す半導体発光装置が得られる。す
なわち、発光素子３の全体が蛍光膜層５によって被覆されるとともに、蛍光膜層５の上に
は透明の封止樹脂層６が一体に形成され、発光素子３からの青色発光は蛍光膜層５によっ
て波長変換されて封止樹脂層６から白色発光として放出される。
【００３０】
本発明においては、蛍光物質を混入させた一次成形樹脂材７を反射ケース１にポッティン
グした後に遠心分離によって蛍光膜層５と封止樹脂層６とに層分離するので、従来例のよ
うに二重モールドの工程が不要となり、工程数が削減される。また、蛍光膜層５は蛍光物
質だけが集合したものではなく、蛍光物質とともにエポキシ樹脂を伴って形成されるので
、蛍光膜層５と封止樹脂層６との境界も含めてエポキシ樹脂が生地のように連なる。した
がって、二重モールドする場合に比べると蛍光膜層５と封止樹脂層６との間には性状が異
なる樹脂どうしのような界面に相当するものがなく、これらの蛍光膜層５と封止樹脂層６
との間の層の剥離を生じることがない。その結果、発光素子３からの発光の歪みや発光輝
度の低下を招くことがなくなる。
【００３１】
図３は別の例を示す半導体発光素子であって、同図の（ａ）は反射ケースの中に一次成形
樹脂材をポッティングしたときの概略縦断面図、同図の（ｂ）は遠心分離した後の最終製
品の概略縦断面図、同図（ｃ）は同図（ｂ）の概略平面図である。なお、図１の例と比較
して反射ケースやリードの形状は相違するが、同じ機能を持つ部材なので、同一の構成部
材については先の図１の例に付したものと同じ符号で指示し、その詳細な説明は省略する
。
【００３２】
図３において、リード２ａ，２ｂは反射ケース１の内部から下面側に沿う断面形状を持ち
、絶縁性の基板３ａを持つ発光素子３はリード２ａの上ではなくて反射ケース１の底面に
搭載されている。この２点だけが先の例との構成上での違いであり、同図（ａ）での一次
成形樹脂材７のポッティング後には、図２で示した工程によって遠心分離することによっ
て、反射ケース１の中に蛍光膜層５と封止樹脂層６とが分離して形成される。
【００３３】
この図３の例でも、二重モールドすることなく工程数を削減した製造が可能であり、蛍光
膜層５と封止樹脂層６との間の剥離もないので、高い発光輝度の半導体発光装置が得られ
る。
【００３４】
図４は砲弾型のパッケージを持つＬＥＤランプを形成する工程図、図５は得られた製品の
概略図であり、工程について以下に説明する。
【００３５】
図４の（ａ）において、パッケージを形成するための注入型５１を予め用意しておき、こ
の注入型５１に一次成形樹脂材８をポッティングする。一次成形樹脂材８は先の例と同様
にエポキシ樹脂の中に蛍光物質を一様に混入した熱硬化性のものである。そして、注入型
５１を図４の（ａ）において時計方向に９０°回転させた姿勢として図２の（ｂ）で説明
した遠心分離を実行することで、図４の（ｂ）に示すように、注入型５１の底部側に蛍光
膜層９が偏って集合しその上側にエポキシ樹脂による封止樹脂層１０が層分離してそれぞ
れ形成される。
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【００３６】
次いで、液状の状態にある封止樹脂層１０の中にリードフレーム１１を差し込み、この後
に加熱乾燥させて蛍光膜層９及び封止樹脂層１０を硬化させてリードフレーム１１を一体
に連結する。リードフレーム１１は普通に用いられる二股状のもので、一方のリード１１
ａにＧａＮ系化合物半導体を利用した青色発光の発光素子１２を搭載するとともにワイヤ
１３ａ，１３ｂによってこの発光素子１２とリード１１ａ，１１ｂとの間をボンディング
したものである。
【００３７】
加熱乾燥工程の後には、注入型５１から離型することで、図５に示す砲弾型のＬＥＤラン
プが得られる。このＬＥＤランプでは、発光素子１２の周りが封止樹脂層１０によって被
覆されているが、発光素子１２の発光方向を向く先端側には蛍光膜層９が形成されている
ので、発光素子１２からの青色発光はこの蛍光膜層９を抜けるときに波長変換されて白色
光として発光させることができる。
【００３８】
このように、蛍光膜層９と封止樹脂層１０とによって発光素子１２に対するパッケージを
形成するＬＥＤランプ型であっても、二重モールド工程を必要としないので工程数が削減
される。また、蛍光膜層９と封止樹脂層１０との間にエポキシ樹脂が生地のように連なる
ので、これらの蛍光膜層９と封止樹脂層１０との間に剥離がなく、発光素子３からの発光
を効率よく取り出すことができる。
【００３９】
なお、以上の説明では、青色発光の発光素子を白色発光に変える例としたが、赤や緑の発
光素子のそれぞれの発光を蛍光物質の特性によって様々な発光色に変える構成とすること
もできる。
【００４０】
【発明の効果】
本発明では、発光素子の発光色を波長変換するための蛍光膜層と封止樹脂層との間を一次
成形樹脂材が生地のようにして連ねて形成されるので、これらの層の間の剥離がなく、発
光素子からの発光輝度を低下させることなく波長変換した光を効率的に放出することがで
きる。また、製造方法においては、一次成形樹脂材のポッティングの後に遠心分離を加え
るだけで蛍光膜層と封止樹脂層とを層分離でき、従来の二重モールドする場合に比べると
工程数が削減され、生産性の向上が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の製造方法によって得た反射ケース型の半導体発光装置の一例を示す要部
の概略縦断面図
【図２】本発明の製造方法における工程を示す概略図であって、（ａ）は反射ケースへの
一次成形樹脂材のポッティング工程を示す図
（ｂ）は遠心分離工程を示す図
【図３】本発明の製造方法により得られる半導体発光装置の別の例を示す概略図
【図４】砲弾型のＬＥＤランプの製造工程の例であって、
（ａ）は注入型への一次成形樹脂材の注入工程を示す図
（ｂ）は遠心分離工程を示す図
（ｃ）はリードフレームの接合工程を示す図
を示す図
【図５】図４の工程によって得られたＬＥＤランプ型の半導体発光装置の概略図
【符号の説明】
１　反射ケース
２ａ，２ｂ　リード
３　発光素子
４ａ，４ｂ　ワイヤ
５　蛍光膜層
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６　封止樹脂層
７　一次成形樹脂材
８　一次成形樹脂材
９　蛍光膜層
１０　封止樹脂層
１１　リードフレーム
１１ａ，１１ｂ　リード
１２　発光素子
１３ａ，１３ｂ　ワイヤ
５０　治具
５１　注入型
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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