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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に配置された発光素子と、該発光素子からの発光の少なくとも一部を吸収し波
長変換して発光する蛍光体と、該蛍光体を有し少なくとも前記発光素子表面を被覆するコ
ーティング層とを有する発光装置であって、
　前記発光素子が、金属又はその複合体から成り、厚さが５０～５００μｍの支持基板と
、該支持基板の一方の主面上に設けられた接合層と、該接合層の上に設けられたｐ型窒化
物半導体層と、該ｐ型窒化物半導体層の上に設けられた活性層と、該活性層の上に設けら
れたｎ型窒化物半導体層とから構成された総膜厚が５～１０μｍである窒化物半導体の積
層体を含む発光素子であり、
　前記コーティング層は、膜厚が２０～３０μｍであり、前記支持基板の一方の主面の上
のみに形成され、少なくとも前記積層体の上面および側面を被覆することを特徴とする発
光装置。
【請求項２】
　前記コーティング層は、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３及びＭＳｉＯ３（
なお、Ｍは、Ｚｎ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｂａ、Ｓｒから成る群から選択される少なくとも１種）
から成る群から選択される少なくとも１種である酸化物を主たる組成とすることを特徴と
する請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記コーティング層が、少なくとも２層から成り、各層の光屈折率が前記発光素子を構
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成する窒化物半導体の光屈折率よりも小さく、かつ、各層の光屈折率が前記発光素子から
離れるに従って次第に小さくなっていることを特徴とする請求項１または２に記載の発光
装置。
【請求項４】
　前記発光素子は、前記ｎ型窒化物半導体層の露出面が凹凸形状を有する発光素子であり
、その凹凸形状を前記コーティング層が被覆する請求項１から３のいずれか１項に記載の
発光装置。
【請求項５】
　厚さが５０～５００μｍの支持基板と、ｐ型窒化物半導体層と該ｐ型窒化物半導体層の
上に設けられた活性層と該活性層の上に設けられたｎ型窒化物半導体層とから構成された
総膜厚が５～１０μｍである窒化物半導体の積層体と、該積層体からの発光の少なくとも
一部を吸収し波長変換して発光する蛍光体を有し前記積層体の上に設けられた膜厚が２０
～３０μｍであるコーティング層とを有する発光素子の製造方法であって、
　金属又はその複合体から成る前記支持基板のウエハの一方の主面に、接合層を介して、
予め成長用基板上に形成した前記積層体を接合し、前記成長用基板を取り除く工程と、
　前記支持基板のウエハ上の前記積層体の側面を露出させる工程と、
　前記支持基板のウエハ上の少なくとも前記積層体の上面および側面を前記コーティング
層で被覆する工程と、
　前記支持基板のウエハを分割して複数の前記発光素子を得ることを特徴とする発光素子
の製造方法。
【請求項６】
　前記コーティング層は、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３及びＭＳｉＯ３（
なお、Ｍは、Ｚｎ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｂａ、Ｓｒから成る群から選択される少なくとも１種）
から成る群から選択される少なくとも１種である酸化物を主たる組成とすることを特徴と
する請求項５に記載の発光素子の製造方法。
【請求項７】
　前記コーティング層で被覆する工程は、
　Ｓｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ、Ｓｎ、Ｐｂ、又はアルカリ土類金
属の群から選択される１種以上の元素を含む有機金属化合物、有機溶剤、及び蛍光体とを
含む塗布液を調整する第１の工程と、
　前記塗布液を発光素子表面に塗布する第２の工程と、
　前記塗布液を乾燥させ、前記蛍光体を固着させる第３の工程とを有することを特徴とす
る請求項５又は６に記載の発光素子の製造方法。
【請求項８】
　前記第１の工程において、前記有機金属化合物がメチルシリケート、エチルシリケート
、Ｎ－プロピルシリケート、Ｎ－ブチルシリケート、アルミニウムイソプロポキサイド、
アルミニウムエトキサイド、およびアルミニウムブトキサイドから選択される少なくとも
一種である請求項７に記載の発光素子の製造方法。
【請求項９】
　前記積層体の前記ｎ型窒化物半導体層の露出面に凹凸形状を形成する工程を有し、前記
コーティング層で被覆する工程において、前記凹凸形状を被覆する請求項５から８のいず
れか１項に記載の発光素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、照明用光源、ＬＥＤディスプレイ、バックライト光源、信号機、照光式スイッ
チ、各種センサー及び各種インジケータなどに利用される発光装置およびその形成方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、窒化ガリウム系化合物半導体を用いて構成された発光素子チップと蛍光体とを組
み合わせた、白色光の発光が可能な発光装置（白色発光装置）が開発され、使用されるよ
うになってきている。この発光装置は、発光素子から出力される青色の光の一部を蛍光体
により波長変換して、その波長変換された光と発光素子チップからの青色の光との混色に
より、白色系の混色光を発光させるものである。
【０００３】
　従来は、発光素子がマウントされたパッケージ等を、蛍光体を含む樹脂でモールドする
ことにより作製することが一般的であった。また、発光素子の基板面と支持体上面とを有
機系の熱硬化性樹脂を用いて接着し固定（ダイボンド）することが一般的であった。
【０００４】
　例えば、特開２００１－１４４３３１では、発光素子とリードフレームの間をエポキシ
樹脂の中に銀を分散させた銀ペーストによって接着している。また、発光素子がマウント
されたカップに、蛍光体を分散したエポキシ樹脂を充填することにより、白色発光素子が
構成されている。
【０００５】
　また、特開２０００－１８３４０８では、発光素子をリードフレームに固定した後、青
色発光蛍光体を有するプレディップ材用の熱硬化性樹脂と、黄橙色発光蛍光体を含有する
プレディップ用の熱硬化性樹脂を順に塗布し、熱硬化性樹脂を硬化することによって、白
色発光素子が構成されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１４４３３１
【特許文献２】特開２０００－１８３４０８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の白色の発光装置は、蛍光体を含むモールド樹脂を用いて構成して
いるので、より波長の短い光を用いたり、高い発熱を伴う高出力の光を用いるとモールド
樹脂が劣化あるいは変色する。
【０００８】
　また、従来の白色の発光装置は、発光素子の下面と支持体上面とを有機系の樹脂を用い
て接着しているので、より波長の短い光を用いたり、高い発熱を伴う高出力の光を用いる
と接着用の樹脂が劣化して接着強度の低下を引き起こす。
【０００９】
　このために、青色より短い波長を含む光を発光する発光素子を用いて十分な信頼性を有
する発光装置を構成することが困難であった。
【００１０】
　また、従来の白色の発光装置は、コーティング層であるモールド樹脂の厚み（蛍光体の
量）が発光装置表面の各部分で異なり、発光素子からの光量、蛍光体からの光量が部分的
に異なっていた。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、青色より波長の短い光を発光する発光素子と蛍光体とを用い
た、信頼性の高い発光装置とその製造方法を提供することにある。
【００１２】
　また、本発明の別の目的は、各方位における色度のずれや、発光観測面から見ての色調
むらを極めて小さな発光装置を提供することにある。
【００１３】
　本件発明の第１の側面によれば、本件発明の発光装置は、支持体上に配置された発光素
子と、該発光素子からの発光の少なくとも一部を吸収し波長変換して発光する蛍光体と、
該蛍光体を有し少なくとも前記発光素子表面を被覆するコーティング層とを有する発光装
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置であって、前記発光素子が、金属又はその複合体から成り、厚さが５０～５００μｍの
支持基板と、該支持基板の一方の主面上に設けられた接合層と、該接合層の上に設けられ
たｐ型窒化物半導体層と、該ｐ型窒化物半導体層の上に設けられた活性層と、該活性層の
上に設けられたｎ型窒化物半導体層とから構成された総膜厚が５～１０μｍである窒化物
半導体の積層体を含む発光素子であり、前記コーティング層は、膜厚が２０～３０μｍで
あり、前記支持基板の一方の主面の上のみに形成され、少なくとも前記積層体の上面およ
び側面を被覆することを特徴とする。
【００１４】
　コーティング層が、Ｓｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ、Ｓｎ、Ｐｂ、
及びアルカリ土類金属の１種又は２種以上を有する酸化物を主成分とする無機物から成る
ことが好ましく、それにより、蛍光体同士をバインドして、発光素子上に結着させる。こ
れにより、発光素子からの比較的高いエネルギー光が高密度に照射された場合でも、コー
ティング層が変色劣化することがなくなる。従って、本発明により高輝度、長時間の使用
においても、発光効率の低下が極めて少ない発光装置とすることができる。
【００１５】
　前記コーティング層は、前記酸化物を主たる組成とし、その酸化物中に前記水酸化物を
含むことが好ましい。また、前記水酸化物は、前記酸化物と同一の金属元素を含んでいる
こと、即ち、この水酸化物が、前記酸化物が脱水縮合反応によって形成される時の中間体
が残存したものであることが好ましい。コーティング層に水酸化物が微量に含まれている
ことにより、コーティング層の表面に極性のヒドロキシル基が存在することになり、モー
ルド樹脂等との密着性が向上する。
【００１６】
　また、前記コーティング層は、Ｓｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ、Ｓ
ｎ、Ｐｂ、又はアルカリ土類金属の群から選択される少なくとも１種以上の元素を含む有
機金属化合物（より好ましくは、さらに酸素元素を含む有機金属化合物）を有することが
好ましい。この有機金属化合物は、前記酸化物の合成出発物質であって、未反応分として
残存したものとすることができる。前記コーティング層が上記有機金属化合物を含むこと
により、コーティング層を樹脂によってモールドする場合であっても、コーティング層上
にモールド部材を接着性よく形成することができる。
【００１７】
　前記コーティング層中において、前記蛍光体粒子の周囲を、前記酸化物を主成分とする
無機粒子が取り囲んでいることが好ましい。好ましくは、平均粒子径が３～１０μｍの蛍
光体粒子が、平均粒子径が３～１０ｎｍ、より好ましくは１～２０ｎｍの無機微粒子によ
って取り囲まれるようにする。コーティング層中の酸化物が微粒子となっていることによ
り、コーティング層が熱応力を緩和し易くなり、コーティング層へのクラック発生等を有
効に防止できる。また、コーティング層内に入った光は、蛍光体を囲む無機微粒子によっ
て散乱されるため、蛍光体による波長変換が効率良く行われる。
【００１８】
　また、前記コーティング層は、前記発光素子の上面、側面および角の上における厚みが
略等しいことが好ましい。これにより、発光素子から放出された光の光路長差が比較的等
しく均一な発光特性を得ることができる。従って、高輝度、長時間の使用においても各方
位における色ずれ、発光効率の低下が極めて少ない発光装置とすることができる。また、
発光面における色むらや発光装置ごとのバラツキのきわめて少なくすることができる。
【００１９】
　また、前記コーティング層は、前記支持体表面と前記発光素子表面全体とを被覆する連
続した層であり、且つ、前記発光素子の上面、側面および角の上に配置されたコーティン
グ層の厚みと、前記支持体表面に配置されたコーティング層の厚みとが略等しいことが好
ましい。支持体上にもコーティング層が形成されていることにより、コーティング層全体
が発光素子及び支持体から剥離しにくくなる効果がある。さらに、支持体上にも蛍光体を
含むコーティング層が形成されていることにより、モールド部材中を乱反射している波長



(5) JP 4924536 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

変換されていない光が、支持体上のコーティング層によって波長変換される確率が向上す
る。
【００２０】
　また、前記コーティング層が、少なくとも２層から成り、各層の光屈折率が前記発光素
子を構成する窒化物半導体の光屈折率よりも小さく、かつ、各層の光屈折率が前記発光素
子から離れるに従って次第に小さくなっていることが好ましい。このような構成にするこ
とにより、発光素子とコーティング層の界面や、コーティング層と外気（又はモールド樹
脂）との界面における、急激な屈折率の変化を防止することができる。従って、それらの
界面における光反射を抑制して、光の取り出し効率を高めることができる。
【００２１】
　前記発光素子が接着層を介して前記支持体上面に固定されている場合、その接着層は、
前記コーティング層と同様の材料からなることが好ましい。即ち、接着層が、上記コーテ
ィング層と同じ材料候補の中から選定された無機材料からなることが好ましい。さらに好
ましくは、接着層とコーティング層が同一の材料から成る。接着層がコーティング材料と
同様の材料であることにより、青色または青色より短い波長の光を出光する発光素子を使
用しても、コーティング層と接着層が劣化や変色を起こさない。このため、信頼性の高い
発光装置とすることが可能である。
【００２２】
　また、前記接着層は、前記酸化物および前記水酸化物の粒子を含むことが好ましい。接
着層が、無機物を主成分とする粒径数ナノメートルの粒子が多数密集することによって形
成されている場合、それらの粒子間には隙間が存在する。従って、接着層に急激な温度変
化が加わっても、それぞれの粒子が膨張あるいは収縮することができるため、全体として
熱応力による大きな影響を受けない。これに対し、支持体材料と熱膨張係数が大きく異な
る溶融ガラスや樹脂によって発光素子を接着した場合には、熱応力によって接着層の剥離
やひび割れ等が生じやすい。本件発明による発光装置は、急激な温度変化が加わる状況下
で使用しても、信頼性を維持することが可能である。
【００２３】
　前記接着層は、前記発光素子の側面に連続して延材していることが好ましい。このこと
により、支持体上にダイボンドされた発光素子は、ダイボンドされた位置からズレ動くこ
とがない。また、発光素子の側面に延材して形成された接着層と、後から発光素子上に形
成されるコーティング層とが、発光素子の側面において接触し、密着する。特に、接着層
とコーティング層を同じ有機金属化合物を出発原料として形成した場合と、同一種類の物
質を多く含むようになるため、密着性が向上する。従って、該コーティング層が発光素子
上から剥離するのを防ぎ、信頼性の高い発光装置とすることができる。
【００２４】
　前記発光素子は、主発光ピークを３５０ｎｍから５３０ｎｍとし、且つ前記蛍光体を、
主発光波長が前記発光素子の主発光ピークよりも長いものとすることが好ましい。本件発
明の発光装置では、紫外線によって励起される蛍光体を使用することも可能である。また
、青色または青色より短い波長の光を使用してもコーティング層および接着層は劣化、変
色しないため、信頼性の高い発光装置となる。
【００２５】
　前記蛍光体を、セリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光
体とすることにより、発光色が白色系の混色光の発光装置を構成できる。従って、発光色
のばらつきの少ない白色発光装置を提供できる。
【００２６】
　また、前記発光素子が紫外領域の光を発光する場合、コーティング層に含有させる蛍光
体は、
（１）Ｃａ１０（ＰＯ４）６ＦＣｌ：Ｓｂ，Ｍｎ
（２）Ｍ５（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｅｕ（但し、ＭはＳｒ、Ｃａ、Ｂａ、Ｍｇから選択される
少なくとも一種）
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（３）ＢａＭｇ２Ａｌ１６Ｏ２７：Ｅｕ
（４）ＢａＭｇ２Ａｌ１６Ｏ２７：Ｅｕ、Ｍｎ
（５）３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎ
（６）Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ
（７）Ｍｇ６Ａｓ２Ｏ１１：Ｍｎ
（８）Ｓｒ４Ａｌ１４Ｏ２５：Ｅｕ
（９）（Ｚｎ、Ｃｄ）Ｓ：Ｃｕ
（１０）ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ
（１１）Ｃａ１０（ＰＯ４）６ＣｌＢｒ：Ｍｎ、Ｅｕ
（１２）Ｚｎ２ＧｅＯ４：Ｍｎ
（１３）Ｇｄ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ、及び
（１４）Ｌａ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕからなる群から選択される少なくとも１つを含むことが好ま
しい。これらの蛍光体を選択することにより、より発光効率の高い発光装置とすることが
できる。
【００２７】
　前記支持体は、発光素子のリード電極から絶縁されていることが好ましい。発光素子は
、発光に必要な電力をワイヤから供給され、リード電極を流れる電流による悪影響を受け
ることが少なく、ノイズ等を発生させることがないため、信頼性の高い発光装置を形成す
ることが可能である。また、支持体がリード電極から絶縁されていない場合、例えば、リ
ード電極自身が支持体となって、発光素子をリード電極に固着された場合、もう一方のリ
ード電極と発光素子を結ぶワイヤが、支持体となっているリード電極とショートを起こし
易く、製造歩留まりを低下させる原因となる。従って、本発明のように、正負両方のリー
ド電極から絶縁された支持体上に発光素子を固着させることにより、製造歩留まりを向上
させることができる。
【００２８】
　本発明の第２の側面によれば、本件発明の発光装置の製造方法は、厚さが５０～５００
μｍの支持基板と、ｐ型窒化物半導体層と該ｐ型窒化物半導体層の上に設けられた活性層
と該活性層の上に設けられたｎ型窒化物半導体層とから構成された総膜厚が５～１０μｍ
である窒化物半導体の積層体と、該積層体からの発光の少なくとも一部を吸収し波長変換
して発光する蛍光体を有し前記積層体の上に設けられた膜厚が２０～３０μｍであるコー
ティング層とを有する発光素子の製造方法であって、金属又はその複合体から成る前記支
持基板のウエハの一方の主面に、接合層を介して、予め成長用基板上に形成した前記積層
体を接合し、前記成長用基板を取り除く工程と、前記支持基板のウエハ上の前記積層体の
側面を露出させる工程と、　前記支持基板のウエハ上の少なくとも前記積層体の上面およ
び側面を前記コーティング層で被覆する工程と、前記支持基板のウエハを分割して複数の
前記発光素子を得ることを特徴とする。コーティング層は、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｚｒ
Ｏ２、Ｙ２Ｏ３及びＭＳｉＯ３（なお、Ｍは、Ｚｎ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｂａ、Ｓｒから成る群
から選択される少なくとも１種）から成る群から選択される少なくとも１種である酸化物
を主たる組成とすることが好ましく、さらに、前記酸化物を主たる組成とし、前記酸化物
と同一の金属を含む水酸化物を含むことが一層好ましい。また、前記コーティング層の被
覆工程は、（１）Ｓｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ、Ｓｎ、Ｐｂ、又は
アルカリ土類金属の群から選択される少なくとも１種以上の元素を含む（好ましくはさら
に酸素を含む）有機金属化合物、有機溶剤、及び蛍光体とを含む塗布液を調整する第１の
工程と、
（２）前記塗布液を発光素子表面および支持体表面に塗布する第２の工程と、
（３）前記塗布液を乾燥させ、前記蛍光体を固着させる第３の工程とを有することが好ま
しい。
【００２９】
　本件発明の製造方法により、紫外線によって劣化しない無機物で蛍光体をバインドした
発光装置を製造することができる。
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【００３０】
　前記第１の工程において、前記有機溶剤が沸点１００℃以上２００℃以下の有機溶剤で
あることが好ましい。このような有機溶剤であれば、有機金属化合物等の凝固物が発生し
にくいため、作業性を向上して塗布することが可能である。
【００３１】
　また、前記有機金属化合物の溶液が、前記第１の工程において、粘度２．５～５００ｃ
ｐｓ（２５℃）の加水分解溶液であることが好ましい。従来は、蛍光体等を混合した塗布
液に水分が多く含まれていたため、発光素子の表面状態が悪化し、発光素子の光学特性に
悪影響を及ぼしていた。そこで、発光素子に悪影響を及ぼす水分を殆ど含まないゾル状態
の塗布液を予め作製し、それを発光素子表面に塗布し、加熱してコーティング層（主とし
て非晶質）を形成する。こうすれば、発光素子の金属表面の状態を悪化させることなく、
蛍光体がバインドされてなるコーティング層を容易に形成することができる。
【００３２】
　前記第１の工程において、前記塗布液の酸濃度が、２０～５００ｐｐｍであることが好
ましい。これにより、発光素子の金属表面の状態を悪化させることがないため、発光素子
の光学特性に悪影響を及ぼすことなく発光装置を製造することができる。
【００３３】
　前記第２の工程において、前記支持体上に配置された発光素子を加温した状態で、前記
発光素子の上方から前記蛍光体を含有した塗布液を霧状で且つ螺旋状に回転させながら吹
き付けても良い。この方法によれば、発光むらがなく、且つ大量に均一発光可能な発光装
置を、歩留まりよく形成させることができる。この場合、前記発光素子は５０℃以上３０
０℃以下で加温することが好ましい。
【００３４】
　また、発光素子を加温しながら塗布液を吹き付けることにより、コーティング層内にお
いて加水分解物のゲル化及び粒子化を促進することができる。塗布液に含まれる有機金属
化合物を微粒子の酸化物とするためには、塗布液を素早く乾燥する必要がある。発光素子
が加温され、しかも塗布液が霧状に供給されることにより、塗布液が素早く乾燥し、コー
ティング層内に酸化物の微粒子が形成され易くなる。コーティング層内に好ましい大きさ
の微粒子を形成するためには、発光素子を少なくとも５０℃以上２００℃以下、好ましく
は７０℃以上１２０℃以下に加熱しながら、塗布液を吹き付けることが望ましい。
【００３５】
　前記第１の工程において、前記有機金属化合物がメチルシリケート、エチルシリケート
、Ｎ－プロピルシリケート、Ｎ－ブチルシリケート、アルミニウムイソプロポキサイド、
アルミニウムエトキサイド、およびアルミニウムブトキサイドから選択される少なくとも
一種であることが好ましい。これらの材料は、紫外線によって劣化しにくい。
【００３６】
　本件発明の第３の側面によれば、本発明の発光装置は、基板上に窒化ガリウム系化合物
半導体が積層されてなる発光素子と、前記発光素子を接着層を介して支持する支持体を備
えた発光装置において、前記接着層は、Ｓｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、
Ｙ、Ｓｎ、Ｐｂ、又はアルカリ土類金属の群から選択される少なくとも１種以上の元素を
含む酸化物と、Ｓｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ、Ｓｎ、Ｐｂ、又はア
ルカリ土類金属の群から選択される少なくとも１種以上の元素を含む水酸化物とを有する
ことを特徴とする。
【００３７】
　この発明によれば、無機物にて接着層を形成し、金属パッケージ等の支持体に発光素子
をダイボンドするため、青色より短い波長の光や高出力の光を発光する発光素子と組合せ
ても、発光素子の発光やそれに伴う温度上昇によって接着層が劣化あるいは変色しない。
従って、信頼性の高い発光装置とすることが可能である。
【００３８】
　前記接着層は、前記酸化物および前記水酸化物の粒子を含むことが好ましい。接着層が
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、無機物を主成分とする粒径数ナノメートルの粒子が多数密集することによって形成され
ると、粒子間には隙間が存在する。従って、接着層に急激な温度変化が加わっても、それ
ぞれの粒子の体積が膨張あるいは収縮し、接着層全体として熱応力による大きな影響を受
けない。これに対し、従来のように、支持体材料と熱膨張係数が大きく異なる溶融ガラス
や樹脂によって発光素子を接着した場合は、熱応力によって接着層の剥離やひび割れ等が
生じやすい。従って、本件発明による発光装置は、急激な温度変化が加わる状況下で使用
しても、信頼性を維持することが可能である。尚、前記酸化物及び水酸化物を含む微粒子
の粒子径は、好ましくは１～２０ｎｍであることが望ましい。
【００３９】
　前記接着層は、前記発光素子の側面に連続して延材していることが好ましい。これによ
り、支持体上にダイボンドされた発光素子は、ダイボンドされた位置からズレ動くことが
ないため、信頼性の高い発光装置とすることができる。
【００４０】
　本件発明の発光装置では、前記発光素子の主発光ピークを、２５０ｎｍから５３０ｎｍ
とすることができる。青色より短い波長の光を発光する発光素子を使用した場合であって
も、接着層がそれらの光に対して劣化あるいは変色せず、また、高出力な光とそれに伴う
高温に対しても劣化あるいは変色しない。従って、信頼性の高い発光装置とすることがで
きる。
【００４１】
　前記接着層が、少なくとも前記酸化物又は前記水酸化物より熱伝導率が高いフィラーを
有することが好ましい。接着層にそのようなフィラーを含有することにより、高出力な光
に伴う高温に対しても放熱効果の高い発光装置とすることができる。
【００４２】
　本件発明の第４の側面によれば、本件発明の発光装置の製造方法は、基板上に窒化ガリ
ウム系化合物半導体が積層されてなる発光素子と、その発光素子の基板面を接着層を介し
て支持する支持体を備えた発光装置の製造方法であって、
（１）Ｓｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ、Ｓｎ、Ｐｂ、又はアルカリ土
類金属の群から選択される１種以上の元素と酸素元素とを含む有機金属化合物と有機溶剤
とを含む接着液を、粘度が２．５～５００ｃｐｓ（２５℃）、酸濃度が２０～５００ｐｐ
ｍの加水分解溶液に調整する第１の工程と、
（２）前記接着液を前記支持体上面に供給し、前記接着液の上に前記発光素子を載置する
第２の工程と、
（３）前記接着液を５０℃以上３００℃以下の温度で乾燥させ、前記支持体上面と前記基
板面を接着させる第３の工程とを有することを特徴とする。
【００４３】
　この発明によれば、無機物により支持体上にダイボンドされた発光装置を容易に提供す
ることができる。この発明によって製造された発光装置は、発光素子から青色より短い波
長の光や高出力な光が照射されても、接着層がそれらの光や熱によって劣化あるいは変色
しない。従って、有機物を含む従来の樹脂にてダイボンドされる発光装置と比較して、信
頼性の高い発光装置を製造できる。また、接着液の酸濃度が２０～５００ｐｐｍに調整さ
れているため、金属パッケージ表面に供給しても表面は酸やアルカリによる損傷を受ける
ことがない。さらに、前記接着液は５０℃以上３００℃以下の温度で非晶質化するため、
発光素子は載置された位置からズレ動きにくい。
【００４４】
　尚、接着液を加温して固化することにより、接着液内の加水分解物のゲル化及び粒子化
を促進することができる。接着液に含まれる有機金属化合物を微粒子の酸化物とするため
には、接着液を素早く乾燥する必要がある。接着液を加温することにより、塗布液が素早
く乾燥され、接着層内に酸化物の微粒子が形成され易くなる。接着層内に好ましい大きさ
の微粒子を形成するためには、接着液を少なくとも１５０℃以上、好ましくは２００℃以
上に加熱することが望ましい。
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【００４５】
　前記第２の工程において、ゾル状態の加水分解溶液を接着液として支持体上面の所定の
位置に適量スタンピングあるいはディスペンスした後、発光素子を上方から加圧しながら
ダイボンドすることが好ましい。これにより、発光素子の側面にも接着液が延材するため
、発光素子がダイボンドされた位置からズレ動くことのない、信頼性の高い発光装置を提
供することができる。
【００４６】
　また、本第３の工程によって形成される接着層は、無機物を主成分とする粒径数ナノメ
ートルの粒子が密集することによって形成され、粒子間には隙間が存在することが好まし
い。これにより、接着層に急激な温度変化が加わっても、それぞれの粒子の体積が膨張あ
るいは収縮するため、熱応力の影響を緩和することができる。そのため、支持体材料と熱
膨張係数が大きく異なる溶融ガラスや樹脂によって発光素子を接着した場合と異なり、接
着層の剥離やひび割れ等が生じにくい。
【００４７】
　前記第１の工程において、前記有機溶剤が沸点１００℃以上２００℃以下の有機溶剤で
あることが好ましい。このような高沸点の有機溶剤は、常温で液体として存在しているた
め、接着液が乾燥してＳｉＯ２等の凝固物が生じることを抑制できる。従って、ディスペ
ンス装置の吐出口の先端部、スタンピング装置の印加バリの先端部などに凝固物が付着し
て、接着液の供給量が変動することを防止できる。
【００４８】
　前記第１の工程において、前記有機金属化合物が、金属アルコキシド、金属ジケトナー
ト、カルボン酸金属塩から選択される少なくとも一種であることが好ましい。これにより
、ダイボンドの接着層を紫外線等によっても劣化しない無機物とすることができる。
【００４９】
　前記第１の工程において、前記接着液が、接着液を構成する酸化物よりも熱伝導率が高
いフィラーを有することが好ましい。フィラーを含有させることにより、高出力な光に伴
う高温に対しても放熱効果の高い発光装置を製造することができる。
【００５０】
　本件発明の第５の側面によれば、本件発明の発光装置の製造方法は、支持体上に配置さ
れた発光素子と、該発光素子からの発光の少なくとも一部を吸収し波長変換して発光する
蛍光体と、該蛍光体を保持し、前記支持体表面から前記発光素子表面全体を被覆するコー
ティング層と、を有する発光装置の製造方法であって、
（１）前記支持体上に発光素子を配置する工程と、
（２）前記支持体上に配置された発光素子を加温した状態で、前記発光素子の上方から前
記蛍光体を含有した塗布液を霧状で且つ螺旋状に回転させながら吹き付けることを特徴と
する発光装置の製造方法である。
【００５１】
　この製造方法は、本件発明における無機材料からなるコーティング材料だけでなく、従
来の有機樹脂からなるコーティング材料にも適用できる。例えば、フッ素樹脂（ＰＴＦＥ
）やシリコーン樹脂に蛍光体を含有するコーティング層を形成する場合にも適用できる。
【００５２】
　発光観測面における色調むらや発光装置ごとのバラツキは、コーティング層形成時にコ
ーティング層中に含まれる蛍光体の平面分布における傾きが生ずることにより生ずると考
えられる。コーティング層は蛍光体を含有させた樹脂を先の細いノズルの如き管から吐出
させることによって所望のカップ上に配置させることができるが、バインダー中に含有さ
れた蛍光体を発光素子の上に等量均一且つ、高速に塗布させることは極めて難しい。また
、バインダーの粘度やコーティング層と接するパッケージ表面などとの表面張力により、
最終的に形成されるコーティング層の形状が一定しない。コーティング層の厚み（蛍光体
の量）が部分的に異なり、発光素子からの光量、蛍光体からの光量が部分的に異なる。そ
のため発光観測面上において部分的に発光素子からの発光色が強くなったり、蛍光体から
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の発光色が強くなり色調むらが生ずる。また、発光装置ごとのバラツキが生ずると考えら
れる。塗布液を霧状に吹き付ける本発明の製造方法によれば、発光素子の上とそれ以外に
形成される蛍光体が均一に配置させることができ、色調むらや指向性などを改善させるこ
とができる。
【００５３】
　塗布液を霧状に吹き付けるには、例えば、スプレー装置を使用することができる。しか
し、発光素子上面に垂直に向かうガスの流れに乗せて霧状の塗布液を噴出させると、発光
素子側面が塗布液の噴出方向に平行であるため、塗布開始直後、霧状の塗布液は発光素子
側面を素通りする。また、導電性ワイヤの陰になる発光素子表面上には塗布されにくく、
導電性ワイヤの陰にならない発光素子表面上とコーティング層の厚みが異なっていた。そ
のため、発光素子の全面を被覆しようとすれば、発光素子あるいはノズルを回転させて塗
布液の噴出方向に発光素子の全面を向けるか、発光素子を搭載している支持体表面への塗
布を繰り返して形成される厚いコーティング層で発光素子の側面を被覆しなければならな
かった。従って、発光素子の角から側面を作業性良く塗布することができず、発光素子表
面全体を被覆するコーティング層の厚さが発光素子の上面および側面で異なっていた。さ
らに、高速で霧状の塗布液が吹き付けることにより、発光素子の正負一対の電極と外部電
極とを結ぶ導電性ワイヤが変形したり、断線するなどの問題があった。
【００５４】
　本発明では、塗布液とガスとをノズルを通して螺旋状に噴出する。この装置のノズルの
周囲にはガスの噴出口が数カ所設けられており、それらの噴出口から噴出するガスの噴出
方向は、塗布される面に対してそれぞれある一定の角度を付けられている。したがって、
塗布液の噴出口を中心に回転しているそれらのガス噴出口に同時にガスが送り込まれると
、それぞれの噴出口から噴出するガスを集めた全体のガスの流れは、渦巻き状の流れ、螺
旋状の流れ、あるいは竜巻における空気の流れを逆さまにしたような流れとなる。また、
この装置のノズルの中心には塗布液の噴出口が設けられており、ガスの噴出と同時に塗布
液を噴出すると、霧状となった塗布液が、螺旋状の流れ、あるいは竜巻における空気の流
れを逆さまにしたようなガスの流れに乗って拡散していく。
【００５５】
　この製造方法によれば、蛍光体を保持するコーティング層を均一な厚みに形成すること
ができる。従って、各方位における色度のずれや、発光観測面から見た色調むらを極めて
小さくし、波長変換の効率を向上した発光装置を製造することができる。
【００５６】
　前記螺旋状の径は、前記発光素子上方の噴射開始点から前記発光素子の表面に近づくに
つれて大きいことが好ましい。これにより、作業性を向上させ、かつ各方位における色度
のずれや、発光観測面から見ての色調むらを極めて小さくし、波長変換の効率を向上した
発光装置を提供することができる。
【００５７】
　前記発光素子上方の噴射開始点から前記発光素子の表面に近づくにつれて、前記塗布液
の回転速度を減少させることが好ましい。これにより、塗布液に含まれる蛍光体粒子によ
って発光素子表面が衝撃を受けることがなく、かつ各方位における色度のずれや、発光観
測面から見ての色調むらを極めて小さくし、波長変換の効率を向上した発光装置を提供す
ることができる。
【００５８】
　さらに、本発明による発光装置の製造方法においては、複数の発光素子が配置されたパ
ッケージ上に蛍光体を固着させることにより、一度に大量の発光装置を量産性良く形成さ
せることができる。発光素子上に配置される蛍光体の量がきわめて少量であっても蛍光体
の量（コーティング層の厚み）を均等に制御させることができる。そのため、よりバラツ
キの少ない発光装置を形成させることができる。
【発明の効果】
【００５９】
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　以上詳細に説明したように、本発明によれば、無機物によりバインドされた蛍光体を有
する発光装置を構成できるので、長時間使用しても発光色のバラツキの少ない発光装置を
提供できる。
【００６０】
　また、コーティングの厚みが発光素子の上面、側面および角の部分でほぼ均一な本発明
の発光装置とすることにより各方位による色度のずれが極めて少なく、発光観測面から見
て色調ずれがない発光装置とさせることができる。さらに、歩留まりの高い発光装置とす
ることができる。
【００６１】
　ＳｉＯ２等の無機物にて接着層を形成し、パッケージ等の支持体に発光素子をダイボン
ドすると、有機物を含む従来の樹脂を使用してダイボンドすることにより形成される発光
装置と比較して、青色より短い波長の光を含む光を発光する発光素子をダイボンドしても
、接着層がそれらの光に対して劣化あるいは変色せず、また、高出力な光とそれに伴う高
温に対しても劣化あるいは変色しないため、信頼性の高い発光装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６２】
　以下、本件発明の実施態様について図面を参照しながら説明する。
【００６３】
実施の形態１．
　図１および図２に本発明の方法によって製造した発光装置の一例を示す上面図及び断面
図である。図１及び図２において、
　発光素子であるＬＥＤ１０１は、金属製のパッケージ１０５に実装されている。パッケ
ージ１０５は、中央部に凹部ａを有する。また、前記凹部ａの周囲であるベース部ｂは、
厚さ方向に貫通された貫通孔を２つ有し、それぞれの貫通孔は前記凹部ａを挟んで対向し
ている。該貫通孔内には、絶縁部材である硬質ガラス１０３を介して正及び負のリード電
極１０２がそれぞれ挿入されている。また、金属パッケージ１０５の主面側に、透光性窓
部１０７と金属部からなるリッド１０６が設置されており、リッド１０６の金属部と金属
パッケージ１０５の接触面を溶接することによって、窒素ガスとともにパッケージ内の発
光素子等が気密封止されている。凹部ａ内に収納されるＬＥＤチップ１０１は、青色光ま
たは紫外線を発光する発光素子であり、ＬＥＤチップ１０１と金属パッケージ１０５との
接着は、エチルシリケートの加水分解溶液を乾燥焼成して得られる接着層１１０を介して
行われている。
【００６４】
　さらに、図２に示されるように、リード電極１０２から絶縁された凹部ａ内にて、発光
素子の上にＡｌ２Ｏ３によりＣＣＡ－Ｂｌｕｅ（化学式、Ｃａ１０（ＰＯ４）６ＣｌＢｒ
、付活材Ｍｎ、Ｅｕ）蛍光体がバインドされてなるコーティング層１０９を形成し、その
上にＳｉＯ２によりイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体がバインドされて
なるコーティング層１０８が形成されている。
【００６５】
　以下、図面を参照しながら本発明の構成部材について詳述する。
【００６６】
［コーティング層１０８、１０９］
　本実施の形態に用いられるコーティング層１０８、１０９は、酸化物（ＳｉＯ２、Ａｌ

２Ｏ３）を主成分とする。コーティング層は、モールド部材とは別にマウント・リードの
カップ内やパッケージの開口部内などに設けられるものであり、ＬＥＤチップ１０１の発
光を変換する蛍光体及び蛍光体を結着する材料を含む層である。
【００６７】
　パッケージなどによる反射により、ＬＥＤチップから放出される高エネルギー光などが
コーティング層１０８及び１０９中で高密度になる。さらに、蛍光体によっても反射散乱
され、コーティング層１０８及び１０９内は高密度の高エネルギー光に曝される。Ｓｉ、
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Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ、Ｓｎ、Ｐｂ、及びアルカリ土類金属の１種
又は２種以上有する酸化物は、耐光性が高いため、それらを結着剤あるいはバインダとし
て利用することによって発光装置の信頼性が向上する。
【００６８】
　コーティング層１０８及び１０９は、図２に示すように、前記発光素子１０１の上面、
側面および角の上における厚みが略等しくなっている。これにより、発光素子から放出さ
れた光の光路長差が比較的等しく均一な発光特性を得ることができる。従って、高輝度、
長時間の使用においても各方位における色ずれ、発光効率の低下が極めて少ない発光装置
とすることができる。また、発光面における色むらや発光装置ごとのバラツキのきわめて
少なくすることができる。
【００６９】
　また、コーティング層１０８及び１０９は、チップ１０１の側面において、同様の無機
材料から成る接着層１１０と接合している。このため、コーティング層１０８及び１０９
は、チップ１０１に強固に固定され、剥離しにくい。
【００７０】
　また、前記コーティング層１０８及び１０９は、各々ＳｉＯ２及びＡｌ２Ｏ３から成る
ため、発光素子１０１を構成する窒化物半導体よりも光屈折率が小さく、かつ、発光素子
１０１から離れるに従って光屈折率が次第に小さくなっている。従って、発光素子１０１
とコーティング層１０９の界面や、コーティング層１０８と外気との界面における、急激
な屈折率の変化が抑制され、効率良く光が取り出される。
【００７１】
　また、コーティング層１０８及び１０９中において、蛍光体粒子の周囲を、ＳｉＯ２又
はＡｌ２Ｏ３を主成分とする粒子が取り囲んでいる。平均粒子径が３～１０μｍの蛍光体
粒子が、平均粒子径が１～２０ｎｍの無機微粒子によって取り囲まれている。コーティン
グ層中の酸化物が微粒子となっていることにより、コーティング層が熱応力を緩和し易く
なり、コーティング層へのクラック発生等を有効に防止できる。また、コーティング層１
０８及び１０９内に入った光は、蛍光体を囲む無機微粒子によって散乱されるため、蛍光
体による波長変換が効率良く行われる。
【００７２】
　コーティング層の具体的主材料の一つとしては、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＭＳｉＯ3（なお
、Ｍとしては、Ｚｎ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｚｒ、Ｙ、Ｓｎ、Ｐｂ、などが挙げられ
る。）などの透光性無機部材に蛍光体を含有させたものが好適に用いられる。これらの透
光性無機部材により蛍光体同士が結着され、さらに蛍光体は層状にＬＥＤチップや支持体
上に堆積され結着される。本発明において、少なくともＳｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、
Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ、Ｓｎ、Ｐｂ、あるいはアルカリ土類金属の群から選択される１種以上
の元素を含む酸化物及び水酸化物は、少なくともＳｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ
、Ｚｒ、Ｙ、Ｓｎ、Ｐｂ、あるいはアルカリ土類金属の群から選択される１種以上の元素
を含む有機金属化合物（好ましくはさらに酸素を含む）により生成される。ここで、有機
金属化合物には、アルキル基，アリール基を含む化合物等が含まれる。このような有機金
属化合物として、例えば金属アルコキシド、金属ジケトナート、金属ジケトナート錯体、
カルボン酸金属塩等が挙げられる。このような有機金属化合物のうち常温で液体の有機金
属化合物を使用すれば、有機溶剤を加えることによって、作業性を考慮した粘度調節や、
有機金属化合物等の凝固物の発生防止が容易にできるため作業性を向上させることができ
る。また、このような有機金属化合物は加水分解等の化学反応を起こしやすいため、容易
に、少なくともＳｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ、Ｓｎ、Ｐｂ、あるい
はアルカリ土類金属の群から選択される１種以上の元素を含む酸化物により蛍光体がバイ
ンドされてなるコーティング層を形成させることが可能である。そのため、有機金属化合
物を使う方法は、３５０℃以上の高温下あるいは静電気のかかっている状態でＬＥＤにコ
ーティング層を形成させる他の方法とは異なり、ＬＥＤの発光素子としての性能を低下さ
せることなく容易にＬＥＤチップ上にコーティング層を形成させることができ、製造歩留
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まりが向上する。
【００７３】
　以下、コーティング層に含まれる具体的主材料として、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3を例にとり
説明する。
【００７４】
（ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層１０８）
　ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層は、アルキルシリケートと
高沸点有機溶剤とを所定の割合で混合してなるシリカゾル中に蛍光体（粉体）を均一に分
散させた塗布液を調整して、その蛍光体が分散されたシリカゾルを発光素子の全面を覆う
ようにスプレーコーティングあるいはディスペンス他した後、ＳｉＯ2成分により蛍光体
同士を固着させ、さらに発光素子表面に固着させることにより形成することができる。
【００７５】
　コンクリートの補強剤、プラスチックの顔料、あるいは表面コーティング剤等に使用さ
れるアルキルシリケートは、以下のような一般式で表される単量体（モノマー）が加水分
解してさらに縮重合したものである。ここで、Ｒはアルキル基であり、メチル基の場合メ
チルシリケート、エチル基の場合エチルシリケート、ｎ－プロピル基の場合Ｎ－プロピル
シリケート、ｎ－ブチル基の場合Ｎ－ブチルシリケートとなる。
【００７６】
【化１】

【００７７】
　アルキルシリケートの一種であるエチルシリケートは、次の図のような構造をもち、主
に四塩化ケイ素とエタノールとの反応、あるいは金属ケイ素とエタノールとの反応から合
成される無色透明の液体である。即ち、上記一般式において、Ｒをエチル基とした構造式
によって示される単量体（モノマー）が、加水分解してヒドロキシル基（ＯＨ基）を含む
分子（中間体としてシラノールの単量体等が挙げられる）となり、さらにヒドロキシル基
（ＯＨ基）を含む分子同士から水分子（Ｈ２Ｏ）が取れて縮合し、ＳｉがＯ（酸素原子）
を介して繋がったシロキサン結合が生成して、次の図のような構造となる。
【００７８】
【化２】

【００７９】
　エチルシリケートの溶液を触媒の存在下で水と反応させると以下のように加水分解反応
を起こして、溶液はＳｉＯ２の微粒子が溶解したゾルとなり（ゾル化）、さらに自然乾燥
して溶液濃度が高くなりゲル（ゲル化）となる。反応が進行するに従って粘度が高くなる
が、形成するコーティング層の厚み、作業性等を考慮して反応の進行を調節する。
【００８０】
　加水分解反応は、中性条件では極めて緩やかに進行するが、触媒として酸または塩基が
存在すると発熱を伴い急速に進行する。塩基性触媒を使用する場合、得られる加水分解溶
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液は不安定で過度のゲル化を起こしやすく作業性を低下させるため、本実施の形態では塩
酸等の酸性触媒を少量使用し、長時間かけて加水分解反応を起こさせる。
【００８１】
【化３】

【００８２】
　エチルシリケートの加水分解反応は温度が高いほど速く進行し、生成物のエタノールが
除去されるとそれはさらに進行し易くなる。また、エチルシリケートの加水分解を進行さ
せて生成するゲルを加熱するとＳｉＯ２（主として非晶質）が形成される。従って、エチ
ルシリケートの加水分解溶液に蛍光体を含有させて発光素子の表面上、および発光素子の
表面上以外の支持体上に塗布し、加熱すると、ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてな
るコーティング層を発光素子の表面上等に形成することができる。特に本実施の形態にお
いて、予めエチルシリケートをゾル状態の加水分解溶液とし、該加水分解溶液に蛍光体を
含有させた後、発光素子表面に塗布する。従来の方法では、蛍光体等を混合した塗布液に
水分が多く含まれていたため、それを塗布すると発光素子の表面状態が悪化し、発光素子
の光学特性に悪影響を及ぼしていた。そこで、本実施の形態における方法によると、ゾル
状態のエチルシリケート加水分解溶液は水分を殆ど含まず、加熱されるだけで非晶質のＳ
ｉＯ２を形成するため、発光素子の光学特性に悪影響を及ぼすことなく、ＳｉＯ２により
蛍光体がバインドされてなるコーティング層を発光素子の表面上等に容易に形成すること
ができる。
【００８３】
　尚、反応条件を適宜調整することにより、コーティング層中に、ＳｉＯ２生成の中間体
であるＳｉ（ＯＨ）４や、出発物質であるエチルシリケート、エタノールを微量に含ませ
ることができる。コーティング層にＳｉ（ＯＨ）２などの無機物、および未反応のエチル
シリケートやエタノールなどの有機物が微量に存在することにより、コーティング層表面
には、ヒドロキシル基のような極性をもつ官能基や、エチル基などの疎水基（親油基）が
存在する。このような官能基の存在により、コーティング層の上に、フッ素樹脂のような
極性を有する疎水性材料、あるいは分子構造の末端にヒドロキシル基を有する樹脂材料を
モールド部材として使用した場合には、コーティング層表面とモールド部材との馴染み、
あるいは濡れ性がよいため、少量のモールド部材を使用しても、コーティング層上にモー
ルド部材を接着性よく配置することができる。
【００８４】
　また、コーティング層及び接着層にＳｉＯ２、Ｓｉ（ＯＨ）２などの無機物が多量に存
在することにより、紫外線による劣化を防ぐことができるだけでなく、ＬＥＤチップある
いはパッケージの金属表面との馴染み、あるいは濡れ性がよい（ＳｉＯ２、Ｓｉ（ＯＨ）

２などと金属イオンとの静電気的な結合が生じていると考えられる）ため、コーティング
層あるいは接着層を、金属表面とも接着性よく配置することができる。さらに、モールド
部材として使用する樹脂の分子構造中に存在する極性を有する官能基と、コーティング層
のＳｉＯ２、Ｓｉ（ＯＨ）２などの極性を有する無機物とは、馴染み、あるいは濡れ性が
よいため、コーティング層上に接着性よくモールド部材を配置することができる。即ち、
エチルシリケートのような有機金属化合物を使用して、ＳｉＯ２により蛍光体がバインド
されてなるコーティング層あるいは接着層を形成すると、コーティング層あるいは接着層
は、ほぼ無機物で形成されていながら、有機物としての性質も僅かながら残しているため
、発光装置を構成するＬＥＤチップ表面やパッケージ表面、あるいは場合に応じて使用す



(15) JP 4924536 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

るモールド部材等に対してよく馴染み、製造歩留まりが向上し、かつ紫外線による劣化も
ほとんどない。
【００８５】
（Ａｌ２Ｏ３により蛍光体がバインドされてなるコーティング層１０９）
　Ａｌ２Ｏ３により蛍光体がバインドされてなるコーティング層は、アルミニウムアルコ
レート、あるいはアルミニウムアルコキサイドと高沸点有機溶剤とを所定の割合で混合し
てなるアルミナゾル中に蛍光体（粉体）を均一に分散させた塗布液を調整して、その蛍光
体が分散されたアルミナゾルを発光素子の全面を覆うようにスプレーコーティングあるい
はディスペンス他した後、Ａｌ２Ｏ３成分より蛍光体同士を固着させ、さらに発光素子表
面に固着させることにより形成することができる。
【００８６】
　アルミニウムアルコレート、あるいはアルミニウムアルコキサイドは、塗料の増粘剤、
ゲル化剤、硬化剤、重合触媒、および顔料の分散剤として使用される有機アルミ化合物で
ある。
【００８７】
　アルミニウムアルコレート、あるいはアルミニウムアルコキサイドの一種であるアルミ
ニウムイソプロポキサイド、アルミニウムエトキサイド、およびアルミニウムブトキサイ
ドは、常温で無色透明の液体であり、非常に反応性に富み空気中の水分によって水酸化ア
ルミニウムを生成し、その後熱を加えると酸化アルミニウムを生成する。例えば、アルミ
ニウムイソプロポキサイドは以下のように、水と容易に反応し最終的には、水酸化アルミ
ニウムあるいはアルミナとなる。
【００８８】
【化４】

【００８９】
　従って、アルミニウムイソプロポキサイドを空気中の水分と反応させた後、加熱により
生成するＡｌ2Ｏ3にて蛍光体をバインドし、蛍光体を含むＡｌ２Ｏ３により蛍光体がバイ
ンドされてなるコーティング層を発光素子の表面上、および発光素子の表面上以外の支持
体上に、コーティング層として形成することができる。
【００９０】
　以上のＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層およびＡｌ２Ｏ３に
より蛍光体がバインドされてなるコーティング層は、同一の発光素子上にＳｉＯ２により
蛍光体がバインドされてなるコーティング層のみ、あるいはＡｌ２Ｏ３により蛍光体がバ
インドされてなるコーティング層のみ形成させてもよいし、ＳｉＯ２により蛍光体がバイ
ンドされてなるコーティング層と、Ａｌ２Ｏ３により蛍光体がバインドされてなるコーテ
ィング層とを組み合わせて同一の発光素子上に二つ以上の層を形成させてもよい。本発明
におけるスプレーによるコーティング層の形成方法によれば、二層の膜厚を制御すること
も可能であるから、同じ形状のコーティング層を容易に形成させることができる。例えば
、同一の発光素子の上に、まずＡｌ２Ｏ３によるコーティング層を形成し、その上にＳｉ
Ｏ２によるコーティング層を形成する。ここで、蛍光体は二つの層両方に含まれてもよい
し、一つの層のみに含まれてもよいし、二つの層両方に含まれなくても構わない。このよ
うに構成すると、ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層の屈折率は
、Ａｌ２Ｏ３により蛍光体がバインドされてなるコーティング層の屈折率より小さく、Ａ
ｌ２Ｏ３により蛍光体がバインドされてなるコーティング層の屈折率は窒化ガリウム系化
合物半導体層の屈折率より小さいため、光の取り出し効率が高まるなどの効果がある。一
層からなるコーティング層を形成した場合は、そのコーティング層と外気あるいは窒化物
半導体発光素子との界面に屈折率の急激な変化が生じ、該界面において発光素子から取り
出した光の一部の反射が起こり得るため、光の取り出し効率の低下を招きやすい。
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【００９１】
　このようにして形成された、ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング
層あるいはＡｌ２Ｏ３により蛍光体がバインドされてなるコーティング層は、従来の樹脂
とは異なり無機物であるため、紫外線による劣化が樹脂に比べて極めて小さく、紫外光を
発光する発光装置（紫外域発光装置）と組み合わせて用いることもできる。また、スプレ
ーコーティングにより、波長変換機能を有する蛍光体がバインドされてなるコーティング
層を発光素子の全面、即ち上面、側面、および角の部分に同じ膜厚で形成することができ
るので、発光素子の全面に蛍光体が均一に分散して配置される。それにより、窒化物半導
体発光素子の全面、即ち上面、側面、および角の部分からの発光を極めて高い効率で波長
変換し、外部に取り出すことが可能である。
【００９２】
　これに対して、従来例のように樹脂の中に蛍光体を分散させた構成では、ほとんどの樹
脂が青色光または紫外線により劣化するために長時間の使用に耐え得る素子を構成するこ
とができないので、紫外域で発光する発光素子を用いた白色発光装置の実用化はさらに困
難であった。また、従来の方法では波長変換機能を有する蛍光体を含有するＳｉＯ２によ
り蛍光体がバインドされてなるコーティング層あるいは樹脂を発光素子の全面、即ち上面
、側面、角の部分に同じ膜厚で形成することができなかったので、発光素子の全面に蛍光
体が均一に分散して配置されなかった。したがって、窒化物半導体発光素子の全面からの
発光を極めて高い効率で波長変換し、外部に取り出すことが困難であった。
【００９３】
［蛍光体］
　本願発明に用いられる蛍光体は、発光素子から放出された可視光や紫外光を他の発光波
長に変換するためのものである。
【００９４】
　本発明に用いられる蛍光体としては、少なくともＬＥＤチップ１０１の半導体発光層か
ら発光された光で励起されて発光する蛍光体をいう。本実施の形態において、蛍光体とし
て紫外光により励起されて所定の色の光を発生する蛍光体も用いることができ、具体例と
して、例えば、
（１）Ｃａ１０（ＰＯ４）６ＦＣｌ：Ｓｂ，Ｍｎ
（２）Ｍ５（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｅｕ（但し、ＭはＳｒ、Ｃａ、Ｂａ、Ｍｇから選択される
少なくとも一種）
（３）ＢａＭｇ２Ａｌ１６Ｏ２７：Ｅｕ
（４）ＢａＭｇ２Ａｌ１６Ｏ２７：Ｅｕ、Ｍｎ
（５）３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎ
（６）Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ
（７）Ｍｇ６Ａｓ２Ｏ１１：Ｍｎ
（８）Ｓｒ４Ａｌ１４Ｏ２５：Ｅｕ
（９）（Ｚｎ、Ｃｄ）Ｓ：Ｃｕ
（１０）ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ
（１１）Ｃａ１０（ＰＯ４）６ＣｌＢｒ：Ｍｎ、Ｅｕ
（１２）Ｚｎ２ＧｅＯ４：Ｍｎ
（１３）Ｇｄ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ、及び
（１４）Ｌａ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ等が挙げられる。
【００９５】
　また、これらの蛍光体は、一層からなるコーティング層中に単独で用いても良いし、混
合して用いてもよい。さらに、二層以上が積層されてなるコーティング層中にそれぞれ単
独で用いても良いし、混合して用いてもよい。
【００９６】
　ＬＥＤチップ１０１が発光した光と、蛍光体が発光した光が補色関係などにある場合、
それぞれの光を混色させることで白色系の混色光を発光することができる。具体的には、
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ＬＥＤチップ１０１からの光と、それによって励起され発光する蛍光体の光がそれぞれ光
の３原色（赤色系、緑色系、青色系）に相当する場合やＬＥＤチップ１０１が発光した青
色の光と、それによって励起され発光する蛍光体の黄色の光が挙げられる。
【００９７】
　発光装置の発光色は、蛍光体と蛍光体の結着剤として働く各種樹脂やガラスなどの無機
部材などとの比率、蛍光体の沈降時間、蛍光体の形状などを種々調整すること及びＬＥＤ
チップの発光波長を選択することにより電球色など任意の白色系の色調を提供させること
ができる。発光装置の外部には、ＬＥＤチップからの光と蛍光体からの光がモールド部材
を効率よく透過することが好ましい。
【００９８】
　具体的な蛍光体としては、銅で付活された硫化カドミ亜鉛やセリウムで付活されたイッ
トリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体が挙げられる。特に、高輝度且つ長時間の
使用時においては（Ｒｅ1-xＳｍx）3（Ａｌ1-yＧａy）5Ｏ12：Ｃｅ（０≦ｘ＜１、０≦ｙ
≦１、但し、Ｒｅは、Ｙ，Ｇｄ,Ｌａからなる群より選択される少なくとも一種の元素で
ある。）などが好ましい。
【００９９】
　（Ｒｅ1-xＳｍx）3（Ａｌ1-yＧａy）5Ｏ12：Ｃｅ蛍光体は、ガーネット構造のため、熱
、光及び水分に強く、励起スペクトルのピークが４７０ｎｍ付近などにさせることができ
る。また、発光ピークも５３０ｎｍ付近にあり７２０ｎｍまで裾を引くブロードな発光ス
ペクトルを持たせることができる。
【０１００】
　本発明の発光装置において、蛍光体は、２種類以上の蛍光体を混合させてもよい。即ち
、Ａｌ、Ｇａ、Ｙ、Ｌａ及びＧｄやＳｍの含有量が異なる２種類以上の（Ｒｅ1-xＳｍx）

3（Ａｌ1-yＧａy）5Ｏ12：Ｃｅ蛍光体を混合させてＲＧＢの波長成分を増やすことができ
る。また、現在のところ半導体発光素子の発光波長には、バラツキが生ずるものがあるた
め２種類以上の蛍光体を混合調整させて所望の白色系の混色光などを得ることができる。
具体的には、発光素子の発光波長に合わせて色度点の異なる蛍光体の量を調整し含有させ
ることでその蛍光体間と発光素子で結ばれる色度図上の任意の点を発光させることができ
る。
【０１０１】
　このような蛍光体は、気相や液相中に分散させ均一に放出させることができる。気相や
液相中での蛍光体は、自重によって沈降する。特に液相中においては懸濁液を静置させる
ことで、より均一性の高い蛍光体を持つ層を形成させることができる。所望に応じて複数
回繰り返すことにより所望の蛍光体量を形成することができる。
【０１０２】
　以上のようにして形成される蛍光体は、発光装置の表面上において一層からなるコーテ
ィング層中に二種類以上存在してもよいし、二層からなるコーティング層中にそれぞれ一
種類あるいは二種類以上存在してもよい。このようにすると、異なる蛍光体からの光の混
色による白色光が得られる。この場合、各蛍光物質から発光される光をより良く混色しか
つ色ムラを減少させるために、各蛍光体の平均粒径及び形状は類似していることが好まし
い。ここで本発明において、蛍光体の粒径とは、体積基準粒度分布曲線により得られる値
であり、前記体積基準粒度分布曲線は、レーザ回折・散乱法により蛍光体の粒度分布を測
定し得られるものである。具体的には、気温２５℃、湿度７０％の環境下において、濃度
が０．０５％であるヘキサメタリン酸ナトリウム水溶液に蛍光体を分散させ、レーザ回折
式粒度分布測定装置（ＳＡＬＤ－２０００Ａ）により、粒径範囲０．０３μｍ～７００μ
ｍにて測定し得られたものである。
【０１０３】
　本実施の形態において使用される蛍光体は、イットリウム・アルミニウム・ガーネット
系蛍光体と、赤色系の光を発光可能な蛍光体、特に窒化物蛍光体とを組み合わせたものを
使用することもできる。これらのＹＡＧ系蛍光体および窒化物系蛍光体は、混合してコー
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ティング層中に含有させてもよいし、複数の層から構成されるコーティング層中に別々に
含有させてもよい。以下、それぞれの蛍光体について詳細に説明していく。
【０１０４】
（イットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体）
　本実施の形態に用いられるイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体とは、Ｙ
とＡｌを含み、かつＬｕ、Ｓｃ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｅｕ及びＳｍから選択された少なく
とも一つの元素と、Ｇａ及びＩｎから選択された一つの元素とを含み、希土類元素から選
択された少なくとも一つの元素で付活された蛍光体であり、ＬＥＤチップ１０１から発光
された可視光や紫外線で励起されて発光する蛍光体である。特に本実施の形態において、
ＣｅあるいはＰｒで付活され組成の異なる２種類以上のイットリウム・アルミニウム酸化
物系蛍光体も利用される。発光層に窒化物系化合物半導体を用いた発光素子から発光した
青色系の光と、青色光を吸収させるためボディーカラーが黄色である蛍光体から発光する
緑色系及び赤色系の光と、或いは、黄色系の光であってより緑色系及びより赤色系の光を
混色表示させると所望の白色系発光色表示を行うことができる。発光装置はこの混色を起
こさせるために蛍光体の粉体やバルクをエポキシ樹脂、アクリル樹脂或いはシリコーン樹
脂などの各種樹脂や酸化珪素、酸化アルミニウムなどの透光性無機物中に含有させること
もできる。このように蛍光体が含有されたものは、ＬＥＤチップからの光が透過する程度
に薄く形成させたドット状のものや層状ものなど用途に応じて種々用いることができる。
蛍光体と透光性無機物との比率や塗布、充填量を種々調整すること及び発光素子の発光波
長を選択することにより白色を含め電球色など任意の色調を提供させることができる。
【０１０５】
　また、２種類以上の蛍光体をそれぞれ発光素子からの入射光に対して順に配置させるこ
とによって効率よく発光可能な発光装置とすることができる。即ち、反射部材を有する発
光素子上には、長波長側に吸収波長があり長波長に発光可能な蛍光体が含有された色変換
部材と、それよりも長波長側に吸収波長がありより長波長に発光可能な色変換部材とを積
層などさせることで反射光を有効利用することができる。
【０１０６】
　ＹＡＧ系蛍光体を使用すると、放射照度として（Ｅｅ）＝０．１Ｗ・ｃｍ－２以上１０
００Ｗ・ｃｍ－２以下のＬＥＤチップと接する或いは近接して配置された場合においても
高効率に十分な耐光性を有する発光装置とすることができる。
【０１０７】
　本実施の形態に用いられるセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム酸化物系
蛍光体である緑色系が発光可能なＹＡＧ系蛍光体では、ガーネット構造のため、熱、光及
び水分に強く、励起吸収スペクトルのピーク波長が４２０ｎｍから４７０ｎｍ付近にさせ
ることができる。また、発光ピーク波長λｐも５１０ｎｍ付近にあり７００ｎｍ付近まで
裾を引くブロードな発光スペクトルを持つ。一方、セリウムで付活されたイットリウム・
アルミニウム酸化物系蛍光体である赤色系が発光可能なＹＡＧ系蛍光体でも、ガーネット
構造であり熱、光及び水分に強く、励起吸収スペクトルのピーク波長が４２０ｎｍから４
７０ｎｍ付近にさせることができる。また、発光ピーク波長λｐが６００ｎｍ付近にあり
７５０ｎｍ付近まで裾を引くブロードな発光スペクトルを持つ。
【０１０８】
　ガーネット構造を持ったＹＡＧ系蛍光体の組成の内、Ａｌの一部をＧａで置換すること
で発光スペクトルが短波長側にシフトし、また組成のＹの一部をＧｄ及び／又はＬａで置
換することで、発光スペクトルが長波長側へシフトする。このように組成を変化すること
で発光色を連続的に調節することが可能である。したがって、長波長側の強度がＧｄの組
成比で連続的に変えられるなど窒化物半導体の青色系発光を利用して白色系発光に変換す
るための理想条件を備えている。Ｙの置換が２割未満では、緑色成分が大きく赤色成分が
少なくなり、８割以上では、赤み成分が増えるものの輝度が急激に低下する。また、励起
吸収スペクトルについても同様に、ガーネット構造を持ったＹＡＧ系蛍光体の組成の内、
Ａｌの一部をＧａで置換することで励起吸収スペクトルが短波長側にシフトし、また組成
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のＹの一部をＧｄ及び／又はＬａで置換することで、励起吸収スペクトルが長波長側へシ
フトする。ＹＡＧ系蛍光体の励起吸収スペクトルのピーク波長は、発光素子の発光スペク
トルのピーク波長より短波長側にあることが好ましい。このように構成すると、発光素子
に投入する電流を増加させた場合、励起吸収スペクトルのピーク波長は、発光素子の発光
スペクトルのピーク波長にほぼ一致するため、蛍光体の励起効率を低下させることなく、
色度ズレの発生を抑えた発光装置を形成することができる。
【０１０９】
　このような蛍光体は、Ｙ、Ｇｄ、Ｃｅ、Ｌａ、Ａｌ、Ｓｍ及びＧａの原料として酸化物
、又は高温で容易に酸化物になる化合物を使用し、それらを化学量論比で十分に混合して
原料を得る。又は、Ｙ、Ｇｄ、Ｃｅ、Ｌａ、Ｓｍの希土類元素を化学量論比で酸に溶解し
た溶解液を蓚酸で共沈したものを焼成して得られる共沈酸化物と、酸化アルミニウム、酸
化ガリウムとを混合して混合原料を得る。これにフラックスとしてフッ化アンモニウム等
のフッ化物を適量混合して坩堝に詰め、空気中１３５０～１４５０°Ｃの温度範囲で２～
５時間焼成して焼成品を得、次に焼成品を水中でボールミルして、洗浄、分離、乾燥、最
後に篩を通すことで得ることができる。また、別の実施の形態の蛍光体の製造方法では、
蛍光体の原料を混合した混合原料とフラックスからなる混合物を、大気中又は弱還元雰囲
気中にて行う第一焼成工程と、還元雰囲気中にて行う第二焼成工程とからなる、二段階で
焼成することが好ましい。ここで、弱還元雰囲気とは、混合原料から所望の蛍光体を形成
する反応過程において必要な酸素量は少なくとも含むように設定された弱い還元雰囲気の
ことをいい、この弱還元雰囲気中において所望とする蛍光体の構造形成が完了するまで第
一焼成工程を行うことにより、蛍光体の黒変を防止し、かつ光の吸収効率の低下を防止で
きる。また、第二焼成工程における還元雰囲気とは、弱還元雰囲気より強い還元雰囲気を
いう。このように二段階で焼成すると、励起波長の吸収効率の高い蛍光体が得られる。従
って、このように形成された蛍光体にて発光装置を形成した場合に、所望とする色調を得
るために必要な蛍光体量を減らすことができ、光取り出し効率の高い発光装置を形成する
ことができる。
【０１１０】
　組成の異なる２種類以上のセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム酸化物系
蛍光体は、混合させて用いても良いし、それぞれ独立して配置させても良い。蛍光体をそ
れぞれ独立して配置させる場合、発光素子から光をより短波長側で吸収発光しやすい蛍光
体、それよりも長波長側で吸収発光しやすい蛍光体の順に配置させることが好ましい。こ
れによって効率よく吸収及び発光させることができる。
【０１１１】
（窒化物系蛍光体）
　本発明で使用される蛍光体は、Ｎを含み、かつＢｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、及びＺ
ｎから選択された少なくとも一つの元素と、Ｃ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、及びＨ
ｆから選択された少なくとも一つの元素とを含み、希土類元素から選択された少なくとも
一つの元素で付活された窒化物系蛍光体も使用することができる。また、本実施の形態に
用いられる窒化物系蛍光体としては、ＬＥＤチップ１０１から発光された可視光、紫外線
、及びＹＡＧ系蛍光体からの発光を吸収することによって励起され発光する蛍光体をいう
。例えば、Ｃａ－Ｇｅ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｇｅ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｃａ－Ｇ
ｅ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｃａ－Ｇｅ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｇｅ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ
系、Ｓｒ－Ｃａ－Ｇｅ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｂａ－Ｓｉ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｂａ
－Ｓｉ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｂａ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｂａ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ
：Ｅｕ，Ｚ系、Ｃａ－Ｓｉ－Ｃ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｓｉ－Ｃ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓ
ｒ－Ｃａ－Ｓｉ－Ｃ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｃａ－Ｓｉ－Ｃ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｓ
ｉ－Ｃ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｃａ－Ｓｉ－Ｃ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｍｇ－Ｓｉ
－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｍｇ－Ｃａ－Ｓｒ－Ｓｉ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｍｇ－Ｓｉ－Ｎ：
Ｅｕ，Ｚ系、Ｍｇ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｍｇ－Ｃａ－Ｓｒ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ
，Ｚ系、Ｓｒ－Ｍｇ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｃａ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｃ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ
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系、Ｓｒ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｃ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｃａ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｃ－Ｎ：Ｅｕ，
Ｚ系、Ｃａ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｃ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｃ－Ｏ－Ｎ：Ｅ
ｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｃａ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｃ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｍｇ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｎ：
Ｅｕ，Ｚ系、Ｍｇ－Ｃａ－Ｚｎ－Ｓｒ－Ｓｉ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｚｎ－Ｍｇ－Ｓｉ
－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｍｇ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｍｇ－Ｃａ－Ｚｎ－Ｓｒ－
Ｓｉ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｍｇ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｃａ－Ｚｎ
－Ｓｉ－Ｓｎ－Ｃ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｓｎ－Ｃ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓ
ｒ－Ｃａ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｓｎ－Ｃ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｃａ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｓｎ－Ｃ－Ｏ－
Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｓｎ－Ｃ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｃａ－Ｚｎ
－Ｓｉ－Ｓｎ－Ｃ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｍｇ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｓｎ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｍ
ｇ－Ｃａ－Ｚｎ－Ｓｒ－Ｓｉ－Ｓｎ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｚｎ－Ｍｇ－Ｓｉ－Ｓｎ－
Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｍｇ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｓｎ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｍｇ－Ｃａ－Ｚｎ－Ｓ
ｒ－Ｓｉ－Ｓｎ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，Ｚ系、Ｓｒ－Ｍｇ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｓｎ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ，
Ｚ系など種々の組み合わせの蛍光体を製造することができる。希土類元素であるＺは、Ｙ
、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｌｕのうち少なくとも１種
以上が含有されていることが好ましいが、Ｓｃ、Ｓｍ、Ｔｍ、Ｙｂが含有されていてもよ
い。これらの希土類元素は、単体の他、酸化物、イミド、アミド等の状態で原料中に混合
する。希土類元素は、主に安定な３価の電子配置を有するが、Ｙｂ、Ｓｍ等は２価、Ｃｅ
、Ｐｒ、Ｔｂ等は４価の電子配置を有する。酸化物の希土類元素を用いた場合、酸素の関
与が蛍光体の発光特性に影響を及ぼす。つまり酸素を含有することにより発光輝度の低下
を生じる場合もある。その反面、残光を短くするなどの利点もある。但し、Ｍｎを用いた
場合は、ＭｎとＯとのフラックス効果により粒径を大きくし、発光輝度の向上を図ること
ができる。
例えば、共付活剤としてＬａを使用する。酸化ランタン（Ｌａ２Ｏ３）は、白色の結晶で
、空気中に放置すると速やかに炭酸塩に代わるため、不活性ガス雰囲気中で保存する。
例えば、共付活剤としてＰｒを使用する。酸化プラセオジム（Ｐｒ６Ｏ１１）は、通常の
希土類酸化物Ｚ２Ｏ３と異なり、非化学量論的酸化物で、プラセオジムのシュウ酸塩、水
酸化物、炭酸塩などを空気中で焼く８００℃に加熱するとＰｒ６Ｏ１１の組成をもつ黒色
の粉体として得られる。Ｐｒ６Ｏ１１はプラセオジム化合物合成の出発物質となり、高純
度のものも市販されている。
【０１１２】
　特に本発明に係る蛍光体は、Ｍｎが添加されたＳｒ－Ｃａ－Ｓｉ－Ｎ：Ｅｕ、Ｃａ－Ｓ
ｉ－Ｎ：Ｅｕ、Ｓｒ－Ｓｉ－Ｎ：Ｅｕ、Ｓｒ－Ｃａ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ、Ｃａ－Ｓｉ－
Ｏ－Ｎ：Ｅｕ、Ｓｒ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ：Ｅｕ系シリコンナイトライドである。この蛍光体の
基本構成元素は、一般式ＬＸＳｉＹＮ（２／３Ｘ＋４／３Ｙ）：Ｅｕ若しくはＬＸＳｉＹ

ＯＺＮ（２／３Ｘ＋４／３Ｙ－２／３Ｚ）：Ｅｕ（Ｌは、Ｓｒ、Ｃａ、ＳｒとＣａのいず
れか。）で表される。一般式中、Ｘ及びＹは、Ｘ＝２、Ｙ＝５又は、Ｘ＝１、Ｙ＝７であ
ることが好ましいが、任意のものも使用できる。具体的には、基本構成元素は、Ｍｎが添
加された（ＳｒＸＣａ１－Ｘ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、Ｓｒ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、Ｃａ２Ｓ
ｉ５Ｎ８：Ｅｕ、ＳｒＸＣａ１－ＸＳｉ７Ｎ１０：Ｅｕ、ＳｒＳｉ７Ｎ１０：Ｅｕ、Ｃａ
Ｓｉ７Ｎ１０：Ｅｕで表される蛍光体を使用することが好ましいが、この蛍光体の組成中
には、Ｍｇ、Ｓｒ、Ｃａ、Ｂａ、Ｚｎ、Ｂ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｍｎ、Ｃｒ及びＮｉからなる群
より選ばれる少なくとも１種以上が含有されていてもよい。但し、本発明は、この実施の
形態及び実施例に限定されない。
【０１１３】
　Ｌは、Ｓｒ、Ｃａ、ＳｒとＣａのいずれかである。ＳｒとＣａは、所望により配合比を
変えることができる。
【０１１４】
　蛍光体の組成にＳｉを用いることにより安価で結晶性の良好な蛍光体を提供することが
できる。
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【０１１５】
　発光中心に希土類元素であるユウロピウムＥｕを用いる。ユウロピウムは、主に２価と
３価のエネルギー準位を持つ。本発明の蛍光体は、母体のアルカリ土類金属系窒化ケイ素
に対して、Ｅｕ２＋を付活剤として用いる。Ｅｕ２＋は、酸化されやすく、３価のＥｕ２

Ｏ３の組成で市販されている。しかし、市販のＥｕ２Ｏ３では、Ｏの関与が大きく、良好
な蛍光体が得られにくい。そのため、Ｅｕ２Ｏ３からＯを、系外へ除去したものを使用す
ることが好ましい。たとえば、ユウロピウム単体、窒化ユウロピウムを用いることが好ま
しい。但し、Ｍｎを添加した場合は、その限りではない。
【０１１６】
　Ｓｒ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ，Ｐｒ、Ｂａ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ，Ｐｒ、Ｍｇ２Ｓｉ５Ｎ８：
Ｅｕ，Ｐｒ、Ｚｎ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ，Ｐｒ、ＳｒＳｉ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｐｒ、ＢａＳｉ

７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｃｅ、ＭｇＳｉ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｃｅ、ＺｎＳｉ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｃｅ
、Ｓｒ２Ｇｅ５Ｎ８：Ｅｕ，Ｃｅ、Ｂａ２Ｇｅ５Ｎ８：Ｅｕ，Ｐｒ、Ｍｇ２Ｇｅ５Ｎ８：
Ｅｕ，Ｐｒ、Ｚｎ２Ｇｅ５Ｎ８：Ｅｕ，Ｐｒ、ＳｒＧｅ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｃｅ、ＢａＧｅ

７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｐｒ、ＭｇＧｅ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｐｒ、ＺｎＧｅ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｃｅ
、Ｓｒ１．８Ｃａ０．２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ，Ｐｒ、Ｂａ１．８Ｃａ０．２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅ
ｕ，Ｃｅ、Ｍｇ１．８Ｃａ０．２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ，Ｐｒ、Ｚｎ１．８Ｃａ０．２Ｓｉ５

Ｎ８：Ｅｕ，Ｃｅ、Ｓｒ０．８Ｃａ０．２Ｓｉ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｌａ、Ｂａ０．８Ｃａ０

．２Ｓｉ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｌａ、Ｍｇ０．８Ｃａ０．２Ｓｉ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｎｄ、Ｚｎ

０．８Ｃａ０．２Ｓｉ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｎｄ、Ｓｒ０．８Ｃａ０．２Ｇｅ７Ｎ１０：Ｅｕ
，Ｔｂ、Ｂａ０．８Ｃａ０．２Ｇｅ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｔｂ、Ｍｇ０．８Ｃａ０．２Ｇｅ７

Ｎ１０：Ｅｕ，Ｐｒ、Ｚｎ０．８Ｃａ０．２Ｇｅ７Ｎ１０：Ｅｕ，Ｐｒ、Ｓｒ０．８Ｃａ

０．２Ｓｉ６ＧｅＮ１０：Ｅｕ，Ｐｒ、Ｂａ０．８Ｃａ０．２Ｓｉ６ＧｅＮ１０：Ｅｕ，
Ｐｒ、Ｍｇ０．８Ｃａ０．２Ｓｉ６ＧｅＮ１０：Ｅｕ，Ｙ、Ｚｎ０．８Ｃａ０．２Ｓｉ６

ＧｅＮ１０：Ｅｕ，Ｙ、Ｓｒ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｐｒ、Ｂａ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｐｒ、Ｓｒ２Ｓｉ

５Ｎ８：Ｔｂ、ＢａＧｅ７Ｎ１０：Ｃｅなどが製造できるがこれに限定されない。
【０１１７】
　添加物であるＭｎは、Ｅｕ２＋の拡散を促進し、発光輝度、エネルギー効率、量子効率
等の発光効率の向上を図る。Ｍｎは、原料中に含有させるか、又は、製造工程中にＭｎ単
体若しくはＭｎ化合物を含有させ、原料と共に焼成する。但し、Ｍｎは、焼成後の基本構
成元素中に含有されていないか、含有されていても当初含有量と比べて少量しか残存して
いない。これは、焼成工程において、Ｍｎが飛散したためであると思われる。
【０１１８】
　蛍光体には、基本構成元素中に、若しくは、基本構成元素とともに、Ｍｇ、Ｇａ，Ｉｎ
，Ｌｉ、Ｎａ，Ｋ、Ｒｅ、Ｍｏ、Ｆｅ，Ｓｒ、Ｃａ、Ｂａ、Ｚｎ、Ｂ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｍｎ
、Ｃｒ、Ｏ及びＮｉからなる群より選ばれる少なくとも１種以上を含有する。これらの元
素は、粒径を大きくしたり、発光輝度を高めたりする等の作用を有している。また、Ｂ、
Ａｌ、Ｍｇ、Ｃｒ及びＮｉは、残光を抑えることができるという作用を有している。
【０１１９】
　このような窒化物系蛍光体は、ＬＥＤチップ１０１によって発光された青色光の一部を
吸収して黄から赤色領域の光を発光する。窒化物系蛍光体をＹＡＧ系蛍光体と共に上記の
構成を有する発光装置に使用して、ＬＥＤチップ１０１により発光された青色光と、窒化
物系蛍光体による黄色から赤色光とが混色により暖色系の白色系の混色光を発光する発光
装置を提供する。窒化物系蛍光体の他に加える蛍光体には、セリウムで付活されたイット
リウム・アルミニウム酸化物蛍光物質が含有されていることが好ましい。前記イットリウ
ム・アルミニウム酸化物蛍光物質を含有することにより、所望の色度に調節することがで
きるからである。セリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム酸化物蛍光物質は、
ＬＥＤチップ１０１により発光された青色光の一部を吸収して黄色領域の光を発光する。
ここで、ＬＥＤチップ１０１により発光された青色光と、イットリウム・アルミニウム酸
化物蛍光物質の黄色光とが混色により青白い白色に発光する。従って、このイットリウム
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・アルミニウム酸化物蛍光物質と赤色発光する蛍光体とを、透光性を有するコーティング
部材１０１中に一緒に混合し、ＬＥＤチップ１０１により発光された青色光とを組み合わ
せることにより白色系の混色光を発光する発光装置を提供することができる。特に好まし
いのは、色度が色度図における黒体放射の軌跡上に位置する白色の発光装置である。但し
、所望の色温度の発光装置を提供するため、イットリウム・アルミニウム酸化物蛍光物質
の蛍光体量と、赤色発光の蛍光体量を適宜変更することもできる。この白色系の混色光を
発光する発光装置は、特殊演色評価数Ｒ９の改善を図っている。従来の青色発光素子とセ
リウムで付活されたイットリウム・アルミニウム酸化物蛍光物質との組合せのみの白色系
発光装置は、色温度Ｔｃｐ＝４６００Ｋ付近において特殊演色評価数Ｒ９がほぼ０に近く
、赤み成分が不足していた。そのため特殊演色評価数Ｒ９を高めることが解決課題となっ
ていたが、本発明において赤色発光の蛍光体をイットリウム・アルミニウム酸化物蛍光物
質と共に用いることにより、色温度Ｔｃｐ＝４６００Ｋ付近において特殊演色評価数Ｒ９
を４０付近まで高めることができる。
【０１２０】
　次に、本発明に係る蛍光体（（ＳｒＸＣａ１－Ｘ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ）の製造方法を
説明するが、本製造方法に限定されない。上記蛍光体には、Ｍｎ、Ｏが含有されている。
【０１２１】
　原料のＳｒ、Ｃａを粉砕する。原料のＳｒ、Ｃａは、単体を使用することが好ましいが
、イミド化合物、アミド化合物などの化合物を使用することもできる。また原料Ｓｒ、Ｃ
ａには、Ｂ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｍｇ、Ｍｎ、ＭｎＯ、Ｍｎ２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ３などを含有する
ものでもよい。原料のＳｒ、Ｃａは、アルゴン雰囲気中、グローブボックス内で粉砕を行
う。粉砕により得られたＳｒ、Ｃａは、平均粒径が約０．１μｍから１５μｍであること
が好ましいが、この範囲に限定されない。Ｓｒ、Ｃａの純度は、２Ｎ以上であることが好
ましいが、これに限定されない。より混合状態を良くするため、金属Ｃａ、金属Ｓｒ、金
属Ｅｕのうち少なくとも１以上を合金状態としたのち、窒化し、粉砕後、原料として用い
ることもできる。
【０１２２】
　原料のＳｉを粉砕する。原料のＳｉは、単体を使用することが好ましいが、窒化物化合
物、イミド化合物、アミド化合物などを使用することもできる。例えば、Ｓｉ３Ｎ４、Ｓ
ｉ（ＮＨ２）２、Ｍｇ２Ｓｉなどである。原料のＳｉの純度は、３Ｎ以上のものが好まし
いが、Ａｌ２Ｏ３、Ｍｇ、金属ホウ化物（Ｃｏ３Ｂ、Ｎｉ３Ｂ、ＣｒＢ）、酸化マンガン
、Ｈ３ＢＯ３、Ｂ２Ｏ３、Ｃｕ２Ｏ、ＣｕＯなどの化合物が含有されていてもよい。Ｓｉ
も、原料のＳｒ、Ｃａと同様に、アルゴン雰囲気中、若しくは、窒素雰囲気中、グローブ
ボックス内で粉砕を行う。Ｓｉ化合物の平均粒径は、約０．１μｍから１５μｍであるこ
とが好ましい。
【０１２３】
　次に、原料のＳｒ、Ｃａを、窒素雰囲気中で窒化する。この反応式を、以下の式１およ
び式２にそれぞれ示す。
　３Ｓｒ　＋　Ｎ２　→　Ｓｒ３Ｎ２　・・・（式１）
　３Ｃａ　＋　Ｎ２　→　Ｃａ３Ｎ２　・・・（式２）
【０１２４】
　Ｓｒ、Ｃａを、窒素雰囲気中、６００～９００℃、約５時間、窒化する。Ｓｒ、Ｃａは
、混合して窒化しても良いし、それぞれ個々に窒化しても良い。これにより、Ｓｒ、Ｃａ
の窒化物を得ることができる。Ｓｒ、Ｃａの窒化物は、高純度のものが好ましいが、市販
のものも使用することができる。
【０１２５】
　原料のＳｉを、窒素雰囲気中で窒化する。この反応式を、以下の式３に示す。
　　　　　　３Ｓｉ　＋　２Ｎ２　→　Ｓｉ３Ｎ４　・・・（式３）
【０１２６】
　ケイ素Ｓｉも、窒素雰囲気中、８００～１２００℃、約５時間、窒化する。これにより
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、窒化ケイ素を得る。本発明で使用する窒化ケイ素は、高純度のものが好ましいが、市販
のものも使用することができる。
【０１２７】
　Ｓｒ、Ｃａ若しくはＳｒ－Ｃａの窒化物を粉砕する。Ｓｒ、Ｃａ、Ｓｒ－Ｃａの窒化物
を、アルゴン雰囲気中、若しくは、窒素雰囲気中、グローブボックス内で粉砕を行う。
【０１２８】
　同様に、Ｓｉの窒化物を粉砕する。また、同様に、Ｅｕの化合物Ｅｕ２Ｏ３を粉砕する
。Ｅｕの化合物として、酸化ユウロピウムを使用するが、金属ユウロピウム、窒化ユウロ
ピウムなども使用可能である。このほか、原料のＺは、イミド化合物、アミド化合物を用
いることもできる。酸化ユウロピウムは、高純度のものが好ましいが、市販のものも使用
することができる。粉砕後のアルカリ土類金属の窒化物、窒化ケイ素及び酸化ユウロピウ
ムの平均粒径は、約０．１μｍから１５μｍであることが好ましい。
【０１２９】
　上記原料中には、Ｍｇ、Ｓｒ、Ｃａ、Ｂａ、Ｚｎ、Ｂ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｏ及
びＮｉからなる群より選ばれる少なくとも１種以上が含有されていてもよい。また、Ｍｇ
、Ｚｎ、Ｂ等の上記元素を以下の混合工程において、配合量を調節して混合することもで
きる。これらの化合物は、単独で原料中に添加することもできるが、通常、化合物の形態
で添加される。この種の化合物には、Ｈ３ＢＯ３、Ｃｕ２Ｏ３、ＭｇＣｌ２、ＭｇＯ・Ｃ
ａＯ、Ａｌ２Ｏ３、金属ホウ化物（ＣｒＢ、Ｍｇ３Ｂ２、ＡｌＢ２、ＭｎＢ）、Ｂ２Ｏ３

、Ｃｕ２Ｏ、ＣｕＯなどがある。
【０１３０】
　上記粉砕を行った後、Ｓｒ、Ｃａ、Ｓｒ－Ｃａの窒化物、Ｓｉの窒化物、Ｅｕの化合物
Ｅｕ２Ｏ３を混合し、Ｍｎを添加する。これらの混合物は、酸化されやすいため、Ａｒ雰
囲気中、又は、窒素雰囲気中、グローブボックス内で、混合を行う。
【０１３１】
　最後に、Ｓｒ、Ｃａ、Ｓｒ－Ｃａの窒化物、Ｓｉの窒化物、Ｅｕの化合物Ｅｕ２Ｏ３の
混合物をアンモニア雰囲気中で、焼成する。焼成により、Ｍｎが添加された（ＳｒＸＣａ

１－Ｘ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕで表される蛍光体を得ることができる。この焼成による基本
構成元素の反応式を、以下に示す。
【０１３２】
【化５】

ただし、各原料の配合比率を変更することにより、目的とする蛍光体の組成を変更するこ
とができる。
【０１３３】
　焼成は、管状炉、小型炉、高周波炉、メタル炉などを使用することができる。焼成温度
は、１２００から１７００℃の範囲で焼成を行うことができるが、１４００から１７００
℃の焼成温度が好ましい。焼成は、徐々に昇温を行い１２００から１５００℃で数時間焼
成を行う一段階焼成を使用することが好ましいが、８００から１０００℃で一段階目の焼
成を行い、徐々に加熱して１２００から１５００℃で二段階目の焼成を行う二段階焼成（
多段階焼成）を使用することもできる。蛍光体の原料は、窒化ホウ素（ＢＮ）材質のるつ
ぼ、ボートを用いて焼成を行うことが好ましい。窒化ホウ素材質のるつぼの他に、アルミ
ナ（Ａｌ２Ｏ３）材質のるつぼを使用することもできる。
【０１３４】
　以上の製造方法を使用することにより、目的とする蛍光体を得ることが可能である。
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【０１３５】
　本発明の実施例において、赤味を帯びた光を発光する蛍光体として、特に窒化物系蛍光
体を使用するが、本発明においては、上述したＹＡＧ系蛍光体と赤色系の光を発光可能な
蛍光体とを備える発光装置とすることも可能である。このような赤色系の光を発光可能な
蛍光体は、波長が４００～６００ｎｍの光によって励起されて発光する蛍光体であり、例
えば、Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ、Ｌａ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ、ＣａＳ：Ｅｕ、ＳｒＳ：Ｅｕ、ＺｎＳ：
Ｍｎ、ＺｎＣｄＳ：Ａｇ，Ａｌ、ＺｎＣｄＳ：Ｃｕ，Ａｌ等が挙げられる。このようにＹ
ＡＧ系蛍光体とともに赤色系の光を発光可能な蛍光体を使用することにより発光装置の演
色性を向上させることが可能である。
【０１３６】
［接着層１１０］
　本実施の形態に用いられる接着層１１０は、発光素子と支持体とをゾル状態の有機材料
を介して密着後、加熱乾燥させた後に形成される無機物の層である。さらに本発明の接着
層は、支持体上面と発光素子の基板面との間に存在する連続した無色透明の層であり、且
つ、発光素子の側面に延材している。
【０１３７】
　パッケージなどによる反射により、ＬＥＤチップから放出される高エネルギー光などが
接着層中で高密度になる。そのため、発光強度が強く高エネルギー光が発光可能な窒化物
系半導体をＬＥＤチップとして利用した場合は、それらの高エネルギー光に対して耐光性
のあるＳｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ及びアルカリ土類金属の１種又
は２種以上有する酸化物を発光素子と支持体との接着液として利用することが好ましい。
【０１３８】
　接着層の具体的主材料の一つとしては、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３、Ｍ
ＳｉＯ3（なお、Ｍとしては、Ｚｎ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｂａ、Ｓｒなどが挙げられる。）など
の透光性無機部材が好適に用いられる。これらの透光性無機部材を介して発光素子の基板
面と支持体表面とを対向させ、発光素子は支持体に対して固定される。本発明において、
少なくともＳｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙあるいはアルカリ土類金属
の群から選択される１種以上の元素を含む酸化物は、コーティング層を形成させる材料と
同様に有機金属化合物により生成される。このような常温で液体の有機金属化合物を使用
すれば、有機溶剤を加えることによって、作業性を考慮した粘度調節や、有機金属化合物
等の凝固物の発生防止が容易にできるため作業性を向上させることができる。また、この
ような有機金属化合物は加水分解等の化学反応を起こし酸化物や水酸化物等の無機物を生
成しやすいため、少なくともＳｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙあるいは
アルカリ土類金属の群から選択される１種以上の元素を含む酸化物等により、接着層をＬ
ＥＤの発光素子としての性能を低下させることなく容易に形成させることが可能である。
さらに、接着層が発光素子の側面にも延材する場合、金属はんだで発光素子をダイボンド
すると、発光素子から出光する近紫外から青色の光を吸収する金属が金属はんだに含まれ
る場合がある。例えば、Ａｕ－Ｓｎ共晶はんだで発光素子をダイボンドするとＡｕは発光
素子から出光する近紫外から青色の光を吸収してしまうため、発光装置の出力を下げる問
題があるが、本発明による接着層は発光素子から出光する近紫外から青色の光を吸収しな
いため、発光効率の高い発光装置を形成することが可能である。
【０１３９】
　以下、接着層に含まれる具体的主材料として、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3を例にとり説明する
。
【０１４０】
（ＳｉＯ２による接着層）
　ＳｉＯ２により形成される接着層は、アルキルシリケートと高沸点有機溶剤とを所定の
割合で混合してなるシリカゾルの接着液を調整して、該シリカゾルを支持体表面の所定の
位置にスタンピングあるいはディスペンス等により供給した後、該シリカゾルを介して発
光素子の基板面と支持体表面を対向させ、加熱してＳｉＯ2成分を固化させることにより
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形成することができる。ここで、スタンピングとは、印加バリの先端を接着液に押し付け
、該接着液の付着した印加バリの先端を支持体表面の所定の位置の直上まで移動させた後
、該支持体表面に印加バリを押し付けることにより支持体表面の所定の位置に接着液を供
給する方法をいう。また、ディスペンスとは、ダイボンド材の供給装置のシリンダ内を接
着液で満たした後、該接着液をピストンで押し出す、あるいは空気圧等で押し出すことに
より支持体表面の所定の位置に接着液を定量吐出して供給する方法をいう。
【０１４１】
　上述したように、エチルシリケートの加水分解反応は温度が高いほど速く進行し、生成
物のエタノールが除去されるとそれはさらに進行し易くなる。また、エチルシリケートの
加水分解を進行させて生成するゲルを加熱すると主として非晶質のＳｉＯ２が形成される
。従って、ゲル状態のエチルシリケートの加水分解溶液を接着液として支持体上にスタン
ピングあるいはディスペンスし、該接着液を介して支持体と発光素子の基板面を対向させ
た後、加熱するとＳｉＯ２により発光素子が支持体表面に接着されてなる発光装置を形成
することができる。特に本実施の形態において、予めエチルシリケートを粘度の高いゾル
状態の加水分解溶液とし、該加水分解溶液を接着液として支持体上面の所定の位置に適量
スタンピングあるいはディスペンスした後、発光素子を上方から加圧しながらダイボンド
することで、発光素子の側面にも接着液は延材する。そのため、発光素子は載置された位
置からズレ動くことはなく、接着液を加熱して形成されるＳｉＯ２により支持体上に固着
される。即ち、従来の方法では、ゾル状態とする前のエチルシリケートに水分が多く含ま
れていたため、加熱前に接着液の流動により発光素子がズレ動いたり、水分により発光素
子の表面状態が悪化し、発光素子の光学特性に悪影響を及ぼしていた。そこで、本実施の
形態における方法によると、ゾル状態のエチルシリケート加水分解溶液は水分を殆ど含ま
ず、加熱されるだけで主として非晶質のＳｉＯ２を形成するため、発光素子のダイボンド
位置のズレ、および光学特性に悪影響を及ぼすことなく、ＳｉＯ２により接着層を容易に
形成させ、発光素子を支持体上に固定させることができる。また、発光素子の側面に延材
して形成されたＳｉＯ２による接着層と、後に発光素子上に形成されるＳｉＯ２により蛍
光体がバインドされてなるコーティング層とは、発光素子の側面にて接触し密着する。両
者は、同じ有機金属化合物を出発原料として形成されることで同一種類の物質を多く含み
、そのため密着性がよい。従って、発光素子の側面に延材して形成されたＳｉＯ２による
接着層は、該コーティング層が発光素子上から剥離するのを防ぎ、信頼性の高い発光装置
とすることができる。
【０１４２】
（Ａｌ２Ｏ３による接着層）
　Ａｌ２Ｏ３による接着層は、アルミニウムアルコレート、あるいはアルミニウムアルコ
キサイドと高沸点有機溶剤とを所定の割合で混合してなるアルミナゾルにて接着液を調整
して、該アルミナゾルを支持体上の所定の位置にスタンピングあるいはディスペンス他し
た後、該アルミナゾルを介して発光素子の基板面と支持体表面を対向させ、Ａｌ2Ｏ3成分
を非晶質化させることにより形成することができる。
【０１４３】
　上述したように、アルミニウムイソプロポキサイドは、水と容易に反応し最終的には、
水酸化アルミニウムあるいはアルミナとなる。
【０１４４】
　従って、アルミニウムイソプロポキサイドを空気中の水分と反応させた後、接着液とし
て支持体上にスタンピングあるいはディスペンスし、該接着液を介して支持体と発光素子
の基板面を対向させた後、加熱すると、Ａｌ2Ｏ3により発光素子が支持体表面に接着され
てなる発光装置を形成することができる。また、発光素子の側面に延材して形成されたＡ
ｌ2Ｏ3による接着層と、後に発光素子上に形成されるＡｌ2Ｏ3により蛍光体がバインドさ
れてなるコーティング層とは、該側面にて接触し密着する。両者は、同じ有機金属化合物
を出発原料として形成されることで同一種類の物質を多く含み、そのため密着性がよい。
従って、発光素子の側面に延材して形成されたＡｌ2Ｏ3による接着層は、該コーティング
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層が発光素子上から剥離するのを防ぎ、信頼性の高い発光装置とすることができる。
【０１４５】
　このようにして形成された、ＳｉＯ２による接着層あるいはＡｌ２Ｏ３による接着層は
、従来の樹脂による接着とは異なり無機物による接着であるため、紫外線による劣化が樹
脂に比べて極めて小さく、青色より短い波長を含む光を発光する発光素子、あるいは紫外
光を発光する発光素子（紫外域発光素子）と組み合わせて用いても接着強度の低下を招く
ことがない。
【０１４６】
　本実施の形態において、接着液を温度５０℃以上３００℃以下の加温状態におくことに
より発光素子は支持体上にダイボンドされる。このように加温状態におく方法として、発
光素子をヒーター上に設置したり、オーブン等の加温装置内で加温する方法を使用しても
よい。加温により、エタノール、ゲル状態の加水分解溶液に僅かに含まれる水分、および
溶剤を蒸発させると、ゲル状態の接着液からＳｉＯ２を主成分とする粒径数ナノメートル
の粒子が多数密集して形成される接着層が得られる。該接着層は、無機物を主成分とする
直径数ナノメートルの粒子が密集することによって形成され、粒子間には隙間が存在する
。接着層に急激な温度変化が加わると、熱応力によりそれぞれの粒子の体積が膨張あるい
は収縮する。そのため、上記粒子が存在せず、支持体材料と熱膨張係数が大きく異なる溶
融ガラスや樹脂によって発光素子を接着した場合と異なり、本発明による接着層は全体と
して熱応力による大きな影響を受けず、接着層の剥離やひび割れ等が生じない。したがっ
て急激な温度変化が加わる状況下で使用する発光装置としても、本発明による発光装置は
、信頼性を維持することが可能である。
【０１４７】
　さらに本実施の形態おける接着液は、高粘度に調整されているため、発光素子の基板面
と支持体表面との間に介在し、さらに発光素子の側面に延材した場所から流動することは
なく、それらの場所でダイボンド後に加温され固化される。これにより、発光素子が最初
に載置された位置からズレることはなく、ＳｉＯ２により支持体表面にダイボンドされて
なる発光装置を形成することができる。
【０１４８】
［フィラー］
　上記接着層は、少なくともＳｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙあるいは
アルカリ土類金属の群から選択される１種以上の元素を含む酸化物、あるいは少なくとも
Ｓｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙあるいはアルカリ土類金属の群から選
択される１種以上の元素を含む水酸化物より熱伝導率が高いフィラーを有してもよい。こ
のようなフィラーを加えることにより発光装置の放熱効果が向上する。このようなフィラ
ーとして、ＳｉＯ２にて接着層を形成しＬＥＤチップをダイボンドする場合のアルミナ、
Ａｇ等の金属粉が考えられる。
【０１４９】
［ＬＥＤチップ１０１］
　本実施の形態において発光素子として用いられるＬＥＤチップ１０１とは、蛍光体を励
起可能なものである。発光素子であるＬＥＤチップ１０１は、ＭＯＣＶＤ法等により基板
上にＧａＡｓ、ＩｎＰ、ＧａＡｌＡｓ、ＩｎＧａＡｌＰ、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、Ｉｎ
ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＡｌＮ等の半導体を発光層として形成させる。半導体の構
造としては、ＭＩＳ接合、ＰＩＮ接合やＰＮ接合などを有するホモ構造、ヘテロ構造ある
いはダブルへテロ構成のものが挙げられる。半導体層の材料やその混晶度によって発光波
長を種々選択することができる。また、半導体活性層を量子効果が生ずる薄膜に形成させ
た単一量子井戸構造や多重量子井戸構造とすることもできる。好ましくは、蛍光体を効率
良く励起できる比較的短波長を効率よく発光可能な窒化物系化合物半導体（一般式Ｉｎi

ＧａjＡｌkＮ、ただし、０≦ｉ、０≦ｊ、０≦ｋ、ｉ＋ｊ＋ｋ＝１）である。
【０１５０】
　窒化ガリウム系化合物半導体を使用した場合、半導体基板にはサファイア、スピネル、
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ＳｉＣ、Ｓｉ、ＺｎＯ、ＧａＮ等の材料が好適に用いられる。結晶性の良い窒化ガリウム
を形成させるためにはサファイア基板を用いることがより好ましい。サファイア基板上に
半導体膜を成長させる場合、ＧａＮ、ＡｌＮ等のバッファ層を形成しその上にＰＮ接合を
有する窒化ガリウム半導体を形成させることが好ましい。また、サファイア基板上にＳｉ
Ｏ2をマスクとして選択成長させたＧａＮ単結晶自体を基板として利用することもできる
。この場合、各半導体層の形成後ＳｉＯ2をエッチング除去させることによって発光素子
とサファイア基板とを分離させることもできる。窒化ガリウム系化合物半導体は、不純物
をドープしない状態でＮ型導電性を示す。発光効率を向上させるなど所望のＮ型窒化ガリ
ウム半導体を形成させる場合は、Ｎ型ドーパントとしてＳｉ、Ｇｅ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｃ等を
適宜導入することが好ましい。一方、Ｐ型窒化ガリウム半導体を形成させる場合は、Ｐ型
ドーパンドであるＺｎ、Ｍｇ、Ｂｅ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ等をドープさせる。
【０１５１】
　窒化ガリウム系化合物半導体は、Ｐ型ドーパントをドープしただけではＰ型化しにくい
ためＰ型ドーパント導入後に、炉による加熱、低速電子線照射やプラズマ照射等によりア
ニールすることでＰ型化させることが好ましい。具体的な発光素子の層構成としては、窒
化ガリウム、窒化アルミニウムなどを低温で形成させたバッファ層を有するサファイア基
板や炭化珪素上に、窒化ガリウム半導体であるＮ型コンタクト層、窒化アルミニウム・ガ
リウム半導体であるＮ型クラッド層、Ｚｎ及びＳｉをドープさせた窒化インジュウムガリ
ウム半導体である活性層、窒化アルミニウム・ガリウム半導体であるＰ型クラッド層、窒
化ガリウム半導体であるＰ型コンタクト層が積層されたものが好適に挙げられる。ＬＥＤ
チップ１０１を形成させるためにはサファイア基板を有するＬＥＤチップ１０１の場合、
エッチングなどによりＰ型半導体及びＮ型半導体の露出面を形成させた後、半導体層上に
スパッタリング法や真空蒸着法などを用いて所望の形状の各電極を形成させる。ＳｉＣ基
板の場合、基板自体の導電性を利用して一対の電極を形成させることもできる。
【０１５２】
　次に、形成された半導体ウエハー等をダイヤモンド製の刃先を有するブレードが回転す
るダイシングソーにより直接フルカットするか、又は刃先幅よりも広い幅の溝を切り込ん
だ後（ハーフカット）、外力によって半導体ウエハーを割る。あるいは、先端のダイヤモ
ンド針が往復直線運動するスクライバーにより半導体ウエハーに極めて細いスクライブラ
イン（経線）を例えば碁盤目状に引いた後、外力によってウエハーを割り半導体ウエハー
からチップ状にカットする。このようにして窒化物系化合物半導体であるＬＥＤチップ１
０１を形成させることができる。
【０１５３】
　本発明の発光装置において発光させる場合は、蛍光体との補色等を考慮してＬＥＤチッ
プ１０１の主発光波長は３５０ｎｍ以上５３０ｎｍ以下が好ましい。
【０１５４】
［金属パッケージ１０５］
　本発明の一実施例における発光装置に用いられる金属パッケージ１０５は、発光素子を
収納する凹部ａと、リード電極が配置されたベース部ｂとからなり、発光素子の支持体と
して働く。前記凹部の底面と前記リード電極の底面はほぼ同一面上に位置している。
【０１５５】
　発光装置において、熱の放熱性及び小型化を考慮すると、パッケージは薄膜で形成され
ることが好ましい。一方、リード電極との界面に設けられる絶縁部材との熱膨張率等の差
を緩和させ信頼性を向上させるためには、それぞれの接触面を大きくする必要がある。そ
こで本発明者は、金属パッケージにおいて、発光素子が配置される部分とリード電極を固
定する部分とに分別し、それぞれの領域に合わせて形状及び膜厚を設定することにより、
信頼性の向上を図る。
【０１５６】
　以下、それぞれの構成部材について詳述する。
【０１５７】
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（凹部ａ）
　本実施の形態の発光装置は、パッケージの一部に発光素子１０１、コーティング層１０
８、１０９および接着層１１０を配置するための凹部ａを有する。前記凹部底面は、発光
装置の実装面、つまりリード電極の底面とほぼ同一平面上に位置しており、実装基板と接
するように構成されている。前記凹部底面の膜厚は、良好な放熱性を有するように薄膜に
形成されている。前記底面の膜厚は、０．０５ｍｍ～０．２ｍｍが好ましく、より好まし
くは０．０５ｍｍ～０．１ｍｍである。このように設定された凹部底面は、前記凹部内に
配置された発光素子からの発熱を良好に実装基板へ放熱することができる。このように、
本発明の発光装置は、発光素子からの発熱を短い放熱経路にて直接実装基板に放熱するこ
とができ、低熱抵抗化が実現された発光装置である。
【０１５８】
　前記凹部は、発光装置の中央部に位置することが好ましく、これにより良好な指向特性
が得られる。
【０１５９】
　また凹部は、前記発光素子全体を収納することが可能な容積を有することが好ましい。
これにより、前記凹部内に配置された前記発光素子全体を色変換層で被覆することが可能
となる。本発明に用いられる金属パッケージは、特に発光素子が配置される凹部の放熱性
が優れているため、良好な光学特性が得られる。また、前記凹部の内壁がテーパー形状で
あると、更に高輝度に発光することが可能な発光装置が得られる。
【０１６０】
　一方、外壁側である前記凹部の背面は、逆凸形状となっており、凹部底面とリード電極
の底面との間に溝を有する。これにより良好に実装することが可能となる。前記溝がない
場合、前記リード底面に付着される半田が隣接するベース部等に付着し各電極間の絶縁が
取れなくなりショートしてしまう恐れがある。
【０１６１】
　前記凹部は、例えば金属平板に絞り加工を施すことにより構成される。本実施の形態で
は、金属平板の主面方向から絞り加工を施して金属を背面方向に流し凹部を形成する。こ
の流れた金属が凹部底面の一部となるように構成することで、実装面の面積を大きくする
ことができるとともに、凹部側面の底面側の膜厚を太くすることができる。これにより、
放熱性が向上される他、パッケージの機械的強度が増し、好ましい。また、前記凹部底面
は発光装置の支持部の１つとなるので、精度良く実装することが可能となり、好ましい指
向特性が得られる。
【０１６２】
（ベース部ｂ）
　本明細書では、金属パッケージの平板部分をベース部ｂとする。前記ベース部は、厚さ
方向に貫通された貫通孔を少なくとも１つ有する。前記貫通孔はリード電極を固定するた
めのものであり、本実施の形態の発光装置は、前記貫通孔を２つ有する。それぞれの貫通
孔は、凹部ａを挟んで対向して設けられ、各内部に絶縁体を介して正又は負のリード電極
が挿入されている。このように構成することにより、リード電極間の中心に発光素子を配
置させることができ、良好な指向特性が得られる。
【０１６３】
　ここで、本発明の発光装置の正及び負のリード電極は、少なくとも一方がベース部の貫
通孔内に絶縁体を介して挿入されていれば良く、図２の如く他方のリード電極は金属パッ
ケージと一体成形されていてもよい。このように構成すると、パッケージの発光素子配置
面から一方のパッケージ端面までの間に絶縁体を有しないため、放熱性が向上され好まし
い。
【０１６４】
　また、本発明の発光装置において、金属パッケージのベース部の膜厚は前記凹部の底面
厚より厚いことを特徴とする。ベース部の厚みは０．３ｍｍ～１．０ｍｍが好ましく、よ
り好ましくは０．５ｍｍ～１．０ｍｍである。０．３ｍｍより薄い場合、パッケージ全体
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の強度が低下してしまう。またリッドとの溶接時に起こる応力歪により溶接界面にクラッ
クが生じる恐れがあり、このように気密性が不完全になると、水分が内部に侵入しワイヤ
や発光素子が腐食され信頼性が低下してしまう。また１．０ｍｍ以上の膜厚にすると、前
記溶接界面にパルス電流が伝わりにくくなり、シールが不完全になる恐れがある。また発
光装置が厚型化するとともにコストが高くなる。
【０１６５】
　また、前記ベース部の外側縁部は、ベース部底面に沿って鍔部を有することが好ましい
。このように構成することにより、前記鍔部を設けることにより露出されるパッケージ端
面と発光面側に配置されるリッドの内壁、及び前記鍔部の上面と前記リッド上面とが合わ
さり、これらの位置決めを容易に行うことができ、量産性が向上され好ましい。
【０１６６】
　また、前記ベース部の背面側に支持体を設けても良い。前記背面側から突出している各
リード電極の間に、前記支持体がそれぞれ均等間隔で配置されると、発光装置の実装安定
性が向上され好ましい。前記支持体は、前記ベース部と同様の材料にて構成されることが
好ましく、これにより発光装置の放熱性が向上される。
【０１６７】
　前記リード電極及び金属パッケージの熱伝導率はそれぞれ、１０Ｗ／ｍ・Ｋ以上１００
Ｗ／ｍ・Ｋ以下の範囲であることが好ましく、より好ましくは１５Ｗ／ｍ・Ｋ以上８０Ｗ
／ｍ・Ｋ以下、更に好ましくは１５Ｗ／ｍ・Ｋ以上５０Ｗ／ｍ・Ｋ以下である。信頼性を
維持しながら大電流を長時間投下することが可能な発光装置が得られる。
【０１６８】
　またそれぞれの熱膨張率は、０．０５×１０－４／deg以上０．２０×１０－４／deg以
下の範囲であることが好ましい。
【０１６９】
　金属パッケージの熱膨張率は、前記絶縁部材の熱膨張率と同様の値か、若しくは大きい
値であることが好ましい。前者の場合、互いの部材が破損されることなく熱密着させるこ
とができる。また後者の場合、これらの熱膨張率の差が０．０１×１０－４／deg以下で
あれば、互いの接触面積を出来るだけ大きくすることで熱膨張率の差による破損を回避し
つつ前記熱膨張率の差の効果によりほどよく金属パッケージが貫通孔の内部方向に収縮さ
れ、前記貫通孔の内壁に基材の酸化膜を設けなくても、前記金属パッケージと前記絶縁部
材とを密着させることができる。これにより、作業工程が簡略化され生産性が良好な発光
装置が得られる。
【０１７０】
　また、金属パッケージの基材は、強い強度を有することが好ましく、これにより薄型の
パッケージを形成することができる。金属パッケージの好ましい基材として、コバール、
鉄などが挙げられる。コバールとはＦｅ－Ｎｉ－Ｃｏ合金であり、絶縁部材に用いられる
低融点ガラスと近似の熱膨張率を有するので良好に気密封止を行うことができる。これら
基材の最表面にはＡｇメッキを施すことが好ましい。このように構成すると、パッケージ
表面の光反射散乱率が向上される他、Ａｇ層が溶接用ろう材となり、発光素子、ワイヤ、
及びリッドと、金属パッケージ本体との密着性が向上され好ましい。更に、Ａｇ層を無光
沢にメッキするとこれらの効果は増殖される。
【０１７１】
　本発明で用いられる金属パッケージは、上記のように構成され、これにより高い信頼性
を有する発光装置を安価に得ることができる。
【０１７２】
［リード電極１０２］
　本発明の一実施例における発光装置は、正及び負のリード電極１０２を有し、金属パッ
ケージのベース部に設けられた貫通孔内に絶縁部材を介して挿入されている。前記リード
電極の先端部は、前記ベース部の表面から突出しており、且つ前記リード電極の底面は前
記凹部の実装面側底面と略同一平面上に位置している。
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【０１７３】
　リード電極１０２のワイヤ接続面である上面は、０．０２ｍｍ２～０．２ｍｍ２の範囲
の面積を有することが好ましく、より好ましくは０．０５ｍｍ２～０．１５ｍｍ２である
。このように構成されることにより、ワイヤボンディングの精度が良好で且つ小型化の発
光装置が得られる。
【０１７４】
　また、リード電極の実装面側である底面は、前記上面より広い面積を有することが好ま
しい。これにより前記リード電極が発光装置の支持体となり、安定して表面実装すること
が可能となると共に、実装基板との接触面積が広くなるため放熱性が向上される。このよ
うな形状のリード電極は、例えば柱状に形成されたリード電極の底面側をプレス加工する
ことにより得ることができる。リード電極の底面側の好ましい形状として、逆Ｔ字型、末
広がり型、逆テーパ型等が挙げられる。
【０１７５】
［リッド１０６］
　本発明の一実施例における発光装置は、金属パッケージ１０５の主面側に、透光性窓部
１０７と金属部とからなるリッド１０６を有する。前記窓部１０７は、発光装置の発光面
であり中央部に配置されることが好ましい。
【０１７６】
　本実施例において、前記窓部１０７は、前記金属パッケージ１０５の凹部ａに配置され
た発光素子１０１の上面に位置しており、前記凹部ａの内壁の延長線と交点を有する。前
記発光素子１０１の端部からから発光される光は、前記凹部ａの側面にて反射散乱され正
面方向に取り出される。これらの反射散乱光の存在範囲は、ほぼ前記凹部ａの側面の延長
線内であると考えられる。そこで、上記のように発光面である窓部１０７の面積を調整す
ることにより、前記反射散乱光は効率よく前記窓部１０７に集光され、高輝度な光を発光
することが可能な発光装置が得られる。
【０１７７】
　リッド１０６の基材は、パッケージ１０５本体及び窓部１０７の透光性部材と熱膨張係
数が近似していることが好ましい。また、リッド１０６の材質の表面は基材の保護膜とし
てＮｉメッキ層を有することが好ましい。
【０１７８】
　上記リッド１０６は、例えば、カーボン製の封着治具を用いて、リッド１０６本体に形
成された開口部内にタブレット状のガラスを配置し通炉させることによりガラスとリッド
１０６本体とを気密絶縁的に封着させることができる。
【０１７９】
　リッド１０６の形状は、パッケージ１０５の溶接部と密接可能な滑らかな平面を有し且
つパッケージ１０５を気密封止できれば特に限定されるものではない。中央部が凸形状の
リッドを用いると、前記リッド１０６の窓部１０７の背面に色変換部材を良好にバインダ
させることができ、歩留まり良く発光装置を形成することができる。
【０１８０】
　更に、前記窓部表面を曲線を帯びたレンズ形状とすると、光の収束が良好となり、正面
方向の光度が高い発光装置が得られる。
【０１８１】
実施の形態２．
　図３は、本発明に係る発光装置の別の実施形態を示す模式断面図である。
【０１８２】
　本実施の形態においては、実施の形態１と異なり、樹脂パッケージに実装したＬＥＤに
本件発明を適用する例について説明する。図３は、支持体であるＬＥＤパッケージ１１４
に、ＬＥＤ１０１を実装した状態の構造を表す。１０４は導電性ワイヤ、１１３はモール
ド部材、１１１はＬＥＤチップ上のコーティング層、１１２は支持体上のコーティング層
、１１０は接着層である。本実施の形態において、コーティング層１１１及び１１２は、
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蛍光体を含有し、ＳｉＯ２を主成分とする酸化物の単層から成る。また、発光素子１０１
及びコーティング層１１１及び１１２は、実施の形態１と異なり、モールド樹脂１１３に
よって封止されている。ＬＥＤチップ１０１はパッケージ１１４内に納められ、一方の外
部電極上にエチルシリケートを加水分解して生成させたシリカ１１０を介して接着されて
いる。ＬＥＤチップの正負一対の電極１０２は、導電性ワイヤ１０４によってそれぞれ外
部電極とワイヤーボンディングされている。
【０１８３】
　図３に示されるように、本発明のコーティング層１１１及び１１２は、ＬＥＤチップ１
０１の上面、側面、および角の上だけでなく、支持体上にも形成されている。ＬＥＤチッ
プ１０１の上面、側面および角の上に設けられたコーティング層１１１の厚みとＬＥＤチ
ップ以外の支持体上に設けられたコーティング層１１２の厚みとが略等しい。また、コー
ティング層はＬＥＤチップ１０１の角の部分でも途切れることがなく、コーティング層は
連続した層である。
【０１８４】
　コーティング層がこのような形状で形成されていることにより、発光素子から放出され
た光の光路長が比較的等しく、均一な発光特性を得ることができる。また、支持体上にも
コーティング層が形成されていることにより、コーティング層全体が発光素子及び支持体
から剥離しにくくなる効果がある。さらに、支持体上にも蛍光体を含むコーティング層が
形成されていることにより、モールド部材中を乱反射している波長変換されていない光が
、支持体上のコーティング層によって波長変換される確率が向上する。
【０１８５】
　また、図３に示すように、コーティング層１１１及び１１２が薄膜に形成されている結
果、導電性ワイヤ１０４のボンディング位置の近傍にコーティング層１１１及び１１２と
モールド樹脂１１３との界面が存在している。このことにより、コーティング層１１１及
び１１２とモールド樹脂１１３との熱膨張係数の違いによって生じる熱応力によって、導
電性ワイヤ１０４に断線が発生することを抑制できる。
【０１８６】
　以下、各部材について詳細に説明する。
【０１８７】
［パッケージ１１４］
　図３に示されるように、本発明の別の実施例において使用されるパッケージ１１４は、
ＬＥＤチップ１０１を凹部内に固定保護する支持体として働く。また、外部との電気的接
続が可能な外部電極１０２を有する。ＬＥＤチップ１０１の数や大きさに合わせて複数の
開口部を持ったパッケージ１１４とすることもできる。また、好適には遮光機能を持たせ
るために黒や灰色などの暗色系に着色させる、或いはパッケージ１１４の発光観測表面側
が暗色系に着色されている。パッケージ１１４は、ＬＥＤチップ１０１をさらに外部環境
から保護するためにコーティング層１１１、１１２に加えて透光性保護体であるモールド
部材１１３を設けることもできる。パッケージ１１４は、コーティング層１１１、１１２
やモールド部材１１３との接着性がよく剛性の高いものが好ましい。ＬＥＤチップ１０１
と外部とを電気的に遮断させるために絶縁性を有することが望まれる。さらに、パッケー
ジ１１４は、ＬＥＤチップ１０１などからの熱の影響をうけた場合、モールド部材１１３
との密着性を考慮して熱膨張率の小さい物が好ましい。
【０１８８】
　パッケージ１１４の凹部内表面は、エンボス加工させて接着面積を増やしたり、プラズ
マ処理してモールド部材との密着性を向上させることもできる。また、パッケージ１１４
の凹部は、その側面が開口方向に向かって広くなる形状（テーパー形状）を有しているこ
とが好ましい。このようにすると、発光素子から出光した光は凹部の側面に反射してパッ
ケージ正面に向かうため、光取り出し効率が向上するなどの効果がある。パッケージ１１
４は、外部電極１０２と一体的に形成させてもよく、パッケージ１１４が複数に分かれ、
はめ込みなどにより組み合わせて構成させてもよい。このようなパッケージ１１４は、イ
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ンサート成形などにより比較的簡単に形成することができる。パッケージ材料としてポリ
カーボネート樹脂、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、液晶ポリマー（ＬＣＰ）、
ＡＢＳ樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、アクリル樹脂、ＰＢＴ樹脂等の樹脂やセラ
ミック、金属などを用いることができる。紫外線を含む光を発光するＬＥＤチップを用い
た発光装置を高出力で使用する場合、樹脂が紫外線によって劣化し、樹脂の黄変などによ
る発光効率低下や、機械的強度の低下による発光装置の寿命の低下などが生じることが考
えられる。そこで、パッケージ材料として金属を使用することは、紫外線を含む光を発光
するＬＥＤチップを高出力で使用した場合でも樹脂のようにパッケージが劣化することが
ないためより好ましい。
【０１８９】
　また、パッケージ１１４を暗色系に着色させる着色剤としては種々の染料や顔料が好適
に用いられる。具体的には、Ｃｒ2Ｏ3、ＭｎＯ2、Ｆｅ2Ｏ3やカーボンブラックなどが好
適に挙げられる。
【０１９０】
　ＬＥＤチップ１０１とパッケージ１１４との接着は熱硬化性樹脂などによって行うこと
もできる。具体的には、エポキシ樹脂、アクリル樹脂やイミド樹脂などが挙げられる。紫
外線を含む光を発光するＬＥＤチップを用いた発光装置を高出力で使用する場合、ＬＥＤ
チップ１０１とパッケージ１１４との接着部分は、ＬＥＤチップから放出された紫外線な
どが封止部材の樹脂やあるいはそれに含まれる蛍光体などによっても反射され、パッケー
ジ内においても特に高密度になる。そのため、接着部分の樹脂が紫外線によって劣化し、
樹脂の黄変などによる発光効率低下や、接着強度の低下による発光装置の寿命の低下など
が生じることが考えられる。このような紫外線による接着部分の劣化防止のために、紫外
線吸収剤を含有させた樹脂や、より好ましくは本発明による無機物などが使用される。特
に、パッケージに金属材料を使用した場合は、ＬＥＤチップ１０１とパッケージ１１４と
の接着は、本発明による無機物が使用される他、Ａｕ－Ｓｎなどの共晶はんだ等を使用し
ても行われる。そのため、接着に樹脂を使用した場合と異なり、紫外線を含む光を発光す
るＬＥＤチップを用いた発光装置を高出力で使用した場合でも接着部分は劣化しない。
【０１９１】
　また、ＬＥＤチップ１０１を配置固定させると共にパッケージ１１４内の外部電極１０
２と電気的に接続させるためにはＡｇペースト、カーボンペースト、ＩＴＯペースト、金
属バンプ等が好適に用いられる。
【０１９２】
［外部電極１０２］
　図３に示されるような外部電極１０２は、パッケージ１１４外部からの電力を内部に配
置されたＬＥＤチップ１０１に供給させるために用いられるためのものである。そのため
パッケージ１１４上に設けられた導電性を有するパターンやリードフレームを利用したも
のなど種々のものが挙げられる。また、外部電極１０２は放熱性、電気伝導性、ＬＥＤチ
ップ１０１の特性などを考慮して種々の大きさに形成させることができる。外部電極１０
２は、各ＬＥＤチップ１０１を配置すると共にＬＥＤチップ１０１から放出された熱を外
部に放熱させるため熱伝導性がよいことが好ましい。外部電極１０２の具体的な電気抵抗
としては３００μΩ・ｃｍ以下が好ましく、より好ましくは、３μΩ・ｃｍ以下である。
また、具体的な熱伝導度は、０．０１ｃａｌ／(ｓ)(ｃｍ2)(℃／ｃｍ）以上が好ましく、
より好ましくは ０．５ｃａｌ／(ｓ)(ｃｍ2)(℃／ｃｍ）以上である。
【０１９３】
　このような外部電極１０２としては、銅やりん青銅板表面に銀、パラジュウム或いは金
などの金属メッキや半田メッキなどを施したものが好適に用いられる。外部電極１０２と
してリードフレームを利用した場合は、電気伝導度、熱伝導度によって種々利用できるが
加工性の観点から、板厚は０．１ｍｍから２ｍｍであることが好ましい。ガラスエポキシ
樹脂やセラミックなどの支持体上などに設けられた外部電極１０２としては、銅箔やタン
グステン層を形成させることができる。プリント基板上に金属箔を用いる場合は、銅箔な
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どの厚みとして１８～７０μｍとすることが好ましい。また、銅箔等の上に金、半田メッ
キなどを施しても良い。
【０１９４】
［導電性ワイヤ１０４］
　導電性ワイヤ１０４としては、ＬＥＤチップ１０１の電極とのオーミック性、機械的接
続性、電気伝導性及び熱伝導性がよいものが求められる。熱伝導度としては０．０１ｃａ
ｌ／(ｓ)(ｃｍ2)(℃／ｃｍ）以上が好ましく、より好ましくは０．５ｃａｌ／(ｓ)(ｃｍ2

)(℃／ｃｍ）以上である。また、高出力の発光装置を形成する場合や、作業性などを考慮
して導電性ワイヤー１０４の直径は、好ましくは、Φ１０μｍ以上、Φ７０μｍ以下であ
る。このような導電性ワイヤ１０４として具体的には、金、銅、白金、アルミニウム等の
金属及びそれらの合金を用いた導電性ワイヤが挙げられる。このような導電性ワイヤ１０
４は、各ＬＥＤチップ１０１の電極と、インナー・リード及びマウント・リードなどと、
をワイヤボンディング機器によって容易に接続させることができる。
【０１９５】
［モールド部材１１３］
　モールド部材１１３は、発光装置の使用用途に応じてＬＥＤチップ１０１、導電性ワイ
ヤ１０４、蛍光体が含有されたコーティング層１１１、１１２などを外部から保護するた
め、あるいは光取り出し効率を向上させるために設けることができる。モールド部材１１
３は、各種樹脂や硝子などを用いて形成させることができる。モールド部材１１３の具体
的材料としては、主としてエポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂など
の耐候性に優れた透明樹脂や硝子などが好適に用いられる。また、モールド部材に拡散剤
を含有させることによってＬＥＤチップ１０１からの指向性を緩和させ視野角を増やすこ
ともできる。このような、モールド部材１１３は、コーティング層の結着剤、バインダと
同じ材料を用いても良いし異なる材料としても良い。
【０１９６】
　なお、金属パッケージを使用して、窒素ガスなどと共にＬＥＤチップ１０１を気密封止
する場合は、モールド部材１１３は本発明に必須の構成部材ではない。また、紫外線を発
光するＬＥＤチップを使用して発光装置を形成する場合であっても、フッ素樹脂等のよう
に紫外線に強い樹脂をモールド部材として使用することができる。
【０１９７】
実施の形態３．
　本実施の形態では、支持体上に配置された発光素子を加温した状態で、発光素子の上方
から蛍光体を含有した塗布液を霧状で且つ螺旋状に回転させながら吹き付ける具体的な方
法について説明する。この方法は、本件発明における無機材料からなるコーティング材料
だけでなく、従来の有機樹脂からなるコーティング材料にも適用できる。
【０１９８】
　図４は、支持体の上に固定された発光素子に塗布液を吹き付ける様子を示した模式図で
ある。本実施の形態では、塗布液２０３とガス（本実施の形態では空気）がノズル２０１
を通して螺旋状に噴出されることを特徴とする装置を使用する。この装置のノズル２０１
の周囲にはガスの噴出口が数カ所設けられており、それらの噴出口から噴出するガスの噴
出方向は、塗布される面に対してそれぞれある一定の角度を付けられている。したがって
、塗布液の噴出口を中心に回転しているそれらのガス噴出口に同時にガスが送り込まれる
と、それぞれの噴出口から噴出するガスを集めた全体のガスの流れは、渦巻き状の流れ、
螺旋状の流れ、あるいは竜巻における空気の流れを逆さまにしたような流れとなる。また
、この装置のノズル２０１の中心には塗布液の噴出口が設けられており、ガスの噴出と同
時に塗布液を噴出すると、霧状となった塗布液２０３が、螺旋状の流れ、あるいは竜巻に
おける空気の流れを逆さまにしたようなガスの流れに乗って拡散していく。
【０１９９】
　螺旋状に拡散した噴霧全体の径は、図４に示すように、発光素子１０１上方の噴射開始
点から発光素子１０１の表面に近づくにつれて大きい。また、発光素子１０１上方の噴射
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開始点から発光素子１０１の表面に近づくにつれて塗布液２０３からなる噴霧の回転速度
が減少している。即ち、霧状の塗布液２０３がノズルから噴出されて空気中で拡散すると
、噴射開始点であるノズルの付近では円錐状に噴霧が広がるが、ノズルから離れた所では
、円柱状に噴霧が広がる。そこで、本実施例では、発光素子１０１の上面からノズル２０
１下端までの距離を調節して円柱状に噴霧が広がった状態の所に発光素子１０１の表面が
くるように設置することが好ましい。このとき噴霧は、螺旋状に回転し、かつ速度が弱ま
っているため、導電性ワイヤの陰になる発光素子１０１表面上にも回り込み、発光素子１
０１の上面全体だけでなく、その側面全体にも十分吹き付けられる。これにより、発光素
子１０１あるいはノズル２０１を固定した状態で作業を行うことができる。また、円柱状
に噴霧が広がった状態の所では噴霧の速度が弱まっているため、噴霧が発光素子１０１の
表面に吹き付けられたとき、含まれる蛍光体粒子２０２によって発光素子１０１の表面が
衝撃を受けることがない。また、導電性ワイヤの変形や断線がなく歩留まりが向上する。
【０２００】
　これにより、作業性を向上させ、かつＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコー
ティング層で発光素子表面全体、即ち発光素子の上面、側面および角の部分を同じ膜厚で
被覆することができる。
【０２０１】
　ところで、本実施の形態においては、複数個のパッケージ２０４が配列した状態で、発
光素子１０１をパッケージ２０４にそれぞれダイボンドし、発光素子１０１の電極を外部
電極とワイヤーボンドした後に、塗布液２０３を発光素子１０１の上方から吹き付けるこ
とができる。しかしながら、パッケージ２０４の凹部側面をテーパー形状とし、パッケー
ジの正面方向における光の取り出し効率を上げる反射部として利用する場合に、該凹部の
側面に塗布液が付着すると発光素子から出光した光は該側面で乱反射するため、パッケー
ジ２０４正面方向における光取り出し効率の向上が図れない。
【０２０２】
　そこで、本実施の形態では、パッケージ２０４の凹部側面、および外部電極に塗布液が
付着するのを防ぐため、図４に示すように、マスク２０６の上方から発光素子１０１の表
面上に塗布液を吹き付ける。マスク２０６は、パッケージ２０４の凹部側面および外部電
極（図示せず）を完全に覆い、発光素子１０１の上面、側面および角には塗布液が吹き付
けられるような大きさの貫通孔が設けられた板であり、金属製マスク、強化プラスチック
製マスク等がある。
【０２０３】
　また、図４に示されるように、本実施の形態おける塗布後の発光素子１０１はヒーター
２０５上において温度５０℃以上３００℃以下の加温状態におかれる。このように発光素
子１０１を加温状態におく方法として、発光素子１０１をオーブン等の加温装置内で加温
する方法を使用してもよい。加温により、エタノール、ゾル状態の加水分解溶液に僅かに
含まれる水分および溶剤を蒸発させ、かつ、ゾル状態の塗布液から主として非晶質のＳｉ
Ｏ２が得られる。さらに本実施の形態おける塗布液２０３は、粘度調節されているため、
発光素子１０１の上面、側面および角、さらに支持体表面に吹き付けられた後に吹き付け
られた場所から流れ出すことはなく、それらの場所で塗布直後に加温される。これにより
、ＳｉＯ２により蛍光体２０２がバインドされてなるコーティング層により発光素子の上
面、側面および角の部分を覆うことができる。
【０２０４】
　図５は、本発明に使用するスプレー装置３００の構造を示す模式図である。
【０２０５】
　図５に示されるように、塗布液を収納する容器３０１、塗布液の流量を調節するバルブ
３０２、塗布液をノズル２０１に搬送した後ノズル２０１から容器３０１に搬送する循環
ポンプ３０３、及び螺旋状に塗布液を噴出するノズル２０１が、それぞれ搬送管３０７、
３０８、３０９で結ばれたスプレー装置３００を用いる。
【０２０６】
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（容器３０１）
　塗布液を収納する容器３０１には撹拌機３０４が取り付けてあり、塗布作業中は塗布液
を常に撹拌している。容器３０１に収納されている塗布液は、撹拌機３０４によって常に
撹拌されており、塗布液に含まれる蛍光体は溶液中で常に均一に分散している。
【０２０７】
（バルブ３０２）
　バルブ３０２は、容器３０１から搬送管３０９を通して搬送されてくる塗布液の流量を
バルブの開け閉めによって調節する。
【０２０８】
（循環ポンプ３０３）
　循環ポンプ３０３は、塗布液を容器３０１からバルブ３０２およびコンプレッサー３０
５を経由させてノズル２０１の先端部まで搬送管３０９を通して搬送し、その後、ノズル
２０１から噴出されずに残った塗布液を、搬送管３０８を通して容器３０１まで搬送する
。塗布液は、循環ポンプ３０３によって容器３０１からバルブ３０２を経由してノズル２
０１の先端部まで搬送管３０９を通して搬送され、その後搬送管３０８を通して容器３０
１まで搬送されているため、常にスプレー装置内を循環している状態にある。従って、塗
布液はスプレー装置全体にわたって撹拌、または循環状態にあるため、塗布液に含まれる
蛍光体は、塗布作業中常に均一な分散状態にある。
【０２０９】
（コンプレッサー３０５）
　コンプレッサー３０５は、搬送管３０７あるいは３０９を介して装置内に設置されてお
り、搬送管３０７を通して搬送される空気を圧縮し、搬送管３０９を通して搬送される塗
布液の圧力を調節する。コンプレッサー３０５により、圧縮空気および圧力調節された塗
布液がそれぞれノズル２０１に搬送される。ここで圧縮空気の圧力は圧力計３０６によっ
て監視される。
【０２１０】
　また、ノズルの手前には操作ハンドルが取り付けてあり、ハンドルの握り具合を調節す
ることで、ノズルの先端から噴出する塗布液の量を調節することが可能な構造となってい
る。
【０２１１】
　以上のようなスプレー装置３００を使用して、塗布液を高圧のガスと共に高速で噴出さ
せて、発光素子の上面、側面および角の上に塗布する。
【０２１２】
　以下、本発明の実施例について説明するが、本発明は具体的実施例のみに限定されるも
のではないことは言うまでもない。
【０２１３】
（実施例１）
　本実施例では、図１及び２に示す発光装置を作製する。
（１）ＬＥＤチップ作製
　ＬＥＤチップは、洗浄させたサファイア基板上にＴＭＧ（トリメチルガリウム）ガス、
ＴＭＩ（トリメチルインジュウム）ガス、窒素ガス及びドーパントガスをキャリアガスと
共に流し、ＭＯＣＶＤ法で窒化ガリウム系化合物半導体を成膜させることにより形成させ
た。ドーパントガスとしてＳｉＨ4とＣｐ2Ｍｇと、を切り替えることによってＮ型導電性
を有する窒化ガリウム系半導体とＰ型導電性を有する窒化ガリウム系半導体を形成しＰＮ
接合を形成させる。半導体発光素子として、Ｎ型導電性を有する窒化ガリウム半導体であ
るコンタクト層と、Ｐ型導電性を有する窒化ガリウムアルミニウム半導体であるクラッド
層、Ｐ型導電性を有する窒化ガリウム半導体であるコンタクト層を形成させた。Ｎ型導電
性を有するコンタクト層とＰ型導電性を有するクラッド層との間に厚さ約３ｎｍであり、
単一量子井戸構造とされるノンドープＩｎＧａＮの活性層を形成させた。（なお、サファ
イア基板上には低温で窒化ガリウム半導体を形成させバッファ層とさせてある。また、Ｐ
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型導電性を有する半導体は、成膜後４００℃以上でアニールさせてある。）
【０２１４】
　エッチングによりサファイア基板上のＰＮ各半導体表面を露出させた後、スパッタリン
グにより各電極をそれぞれ形成させた。こうして出来上がった半導体ウエハーを、スクラ
イブラインを引いた後、外力により分割させ発光素子として３５０μｍ角のＬＥＤチップ
を形成させた。
【０２１５】
（２）パッケージ作製
　パッケージ１０５は金属からなり、中央部に凹部ａを有する。また、前記凹部の周囲で
あるベース部ｂは、厚さ方向に貫通された貫通孔を２つ有し、それぞれの貫通孔は前記凹
部を挟んで対向している。該貫通孔内には、絶縁部材である硬質ガラス１０３を介して正
及び負のリード電極１０２がそれぞれ挿入されている。
【０２１６】
（３）ダイボンド
　凹部ａ内に収納されるＬＥＤチップ１０１は、紫外線を発光する発光素子である。ＬＥ
Ｄチップ１０１と金属パッケージ１０５との接着は、Ａｕ－Ｓｎなどの共晶はんだ等を使
用して行うこともできるが、本実施例では、Ｓｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚ
ｒ、Ｙ及びアルカリ土類金属の１種又は２種以上を有する酸化物である無機物にてダイボ
ンド（接着）する。
【０２１７】
　ＳｉＯ２によりＬＥＤチップがダイボンドされてなる発光装置は、アルキルシリケート
と高沸点有機溶剤とを所定の割合で混合してなるシリカゾルを接着液として調整し、該接
着液を、パッケージの所定の位置にディスペンスした後、接着液の上からＬＥＤチップの
基板面を下にして加圧しながら載置し、加熱することにより形成する。
【０２１８】
　以下、本発明における、ＳｉＯ２によりＬＥＤチップをダイボンドする方法について、
エチルシリケートの加水分解溶液を接着液として使用する場合を例にとり順を追って説明
する。ここで使用するエチルシリケート加水分解溶液については、触媒として加える塩酸
が微量であるため、塩酸濃度が２０～５００ｐｐｍのほぼ中性に調整されており、金属パ
ッケージ表面に供給する場合であっても表面は酸やアルカリによる損傷を受けることがな
い。
【０２１９】
　工程１．
　アルキルシリケートとしてメチルシリケート、エチルシリケート、Ｎ－プロピルシリケ
ート、Ｎ－ブチルシリケート、が使用できるが、本実施例では、ＳｉＯ２を３０～５０ｗ
ｔ％含むエチルシリケートを縮合させた無色透明のオリゴマー液体を使用する。シリカ分
３０～５０ｗｔ％という数値は、接着強度、その他粘度、比重、保存安定性、使用時の取
り扱い易さ等を考慮し、経験的に適当とされたものである。これにより、ワイヤーボンデ
ィング時に、発光素子が支持体表面から剥離しない程度の接着強度を維持できる。接着強
度が弱いと、ボンディング材料を供給した直後のキャピラリーを引き戻す際に、発光素子
が該キャピラリーに引っ張られて、該発光素子が支持体表面から剥離する問題が生じる。
また、エチルシリケートは、予め触媒（ＨＣｌ）存在下において水と反応させて加水分解
反応を進行させ、ゾル状態にしたものを使用する。本実施例では、ＳｉＯ２を３０～５０
ｗｔ％含むエチルシリケートと、溶媒と、水と、１規定塩酸（ＨＣｌ）とが、重量比で７
５：１６：８：１となるように混合しエチルシリケートを加水分解反応させ、２５℃にお
ける混合溶液の粘度が約１２０ｃｐｓとなるようなゾル状態としたものを使用する。
【０２２０】
　まず、エチルシリケートの加水分解溶液とエチレングリコールが重量比で１：１となる
混合溶液を調整し、撹拌して接着液とした。ここで、ゾル状態のエチルシリケートは自然
乾燥してゲル化しやすいため、エチレングリコール、ブタノール、酢酸ブチルのような高
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沸点（１００℃～２００℃）の有機溶剤と混合することが好ましい。このような高沸点の
有機溶剤は、常温で液体として存在しているため、エチルシリケートと有機溶剤を混合す
ると、乾燥したＳｉＯ２等の凝固物が、ディスペンス装置の吐出口の先端部、スタンピン
グ装置の印加バリの先端部などに付着し接着液の吐出に対して障害物となること等による
接着液の供給量の変動を防ぐことができ、作業性をよくすることができる。
【０２２１】
　工程２．
　上記接着液を供給装置に投入し、ディスペンスあるいはスタンピングにより接着液をパ
ッケージ上の所定の位置に供給する。実施例１において、接着液は凹部ａの底面中央に供
給され、供給される接着液の量は、供給された接着液の上に発光素子を加圧しながら載置
したときに該接着液が発光素子の基板側面を覆う程度に経験的に調節された量である。
【０２２２】
　工程３．
　接着液を介して支持体上面とＬＥＤチップの基板面を対向させ、ＬＥＤチップを上方か
ら加圧しながらダイボンドする。その後、室温で放置すると、ゾル状態のエチルシリケー
ト加水分解溶液は次第に自然乾燥してゲル状態となる。
【０２２３】
　工程４．
　自然乾燥してゲル状態となった接着液から非晶質のＳｉＯ２を得るため、またエチルシ
リケートの加水分解によって生成したエタノール、および溶剤等を飛ばすため、発光素子
および金属パッケージはヒーター上において５０～３００℃、好ましくは１５０～２００
℃の温度で約２時間加温状態におく。これにより、発光素子が接着液を介して最初に載置
された位置からズレ動くことはなく、ＳｉＯ２により発光素子がダイボンドされてなる発
光装置を形成させることができる。またここで、接着液に急激な温度変化を与えるのでは
なく、徐々に温度を上げていくことが好ましい。ゲル状態にある接着液の温度をゆっくり
上昇させた方が、接着液中の残留有機物を少なくできることが確認されており、これによ
り青色より波長の短い光を発光する発光素子を使用しても、接着層の劣化や変色のない信
頼性の高い発光装置を実現できる。
【０２２４】
　ここで、窒化物系発光素子は３５０℃以上の温度下に置かれると、発光素子としての性
能が低下するため、１５０℃～２００℃の温度下で非晶質化するアルキルシリケートは、
発光素子をパッケージ等に支持体にダイボンドするための接着液としての使用に適してい
る。また、本工程において２００℃まで温度が上昇したときに生成するＳｉ（ＯＨ）２は
、３００℃の温度で２時間乾燥させることにより、ＳｉＯ２に分解する。
【０２２５】
　このようにＳｉＯ２等の無機物にて接着層を形成し、パッケージ等の支持体に発光素子
をダイボンドすると、有機物からなる従来の樹脂を使用してダイボンドすることにより形
成される発光装置と比較して、青色より短い波長の光を含む光を発光する発光素子をダイ
ボンドしても、接着層がそれらの光に対して劣化あるいは変色しにくい。また、高出力な
光とそれに伴う高温に対して劣化あるいは変色しにくい。
【０２２６】
（４）ワイヤーボンド
　ＬＥＤチップ１０１上に設けられた電極と正及び負のリード電極１０２とは、金線によ
りワイヤーボンディングされる。このとき、ＬＥＤチップ１０１の電極面は、約１８０℃
に加熱される。
【０２２７】
（５）蛍光体バインドコーティング層の作製
　図２に示されるように、本実施例では２重のコーティング層を形成する。まず、発光素
子の上にＡｌ２Ｏ３によりＣＣＡ－Ｂｌｕｅ（化学式、Ｃａ１０（ＰＯ４）６ＣｌＢｒ、
付活材Ｍｎ、Ｅｕ）蛍光体がバインドされてなるコーティング層１０９を形成し、その上
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にＳｉＯ２によりイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体がバインドされてな
るコーティング層１０８を形成する。
【０２２８】
　まず、蛍光体を作製する。ＣＣＡ－Ｂｌｕｅ蛍光体は、以下のように作製した。ＣＣＡ
－Ｂｌｕｅ蛍光体の構成元素のリン酸塩酸化物もしくは熱分解によって酸化物などのなり
得る各種化合物と塩化アンモニウムを所定量秤量し、ボールミル等で混合した後、坩堝に
入れ、Ｎ２、Ｈ２等の還元雰囲気において、８００℃から１２００℃の温度で３～７時間
焼成する。得られた完成品を湿式で粉砕、篩後、脱水、乾燥してＣＣＡ－Ｂｌｕｅ蛍光体
を得ることができる。イットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体は、Ｙ、Ｇｄ、
Ｃｅの希土類元素を化学量論比で酸に溶解した溶解液を蓚酸で共沈させた。これを焼成し
て得られる共沈酸化物と、酸化アルミニウムと混合して混合原料を得る。これにフラック
スとしてフッ化アンモニウムを混合して坩堝に詰め、空気中１４００°Ｃの温度で３時間
焼成して焼成品を得た。焼成品を水中でボールミルして、洗浄、分離、乾燥、最後に篩を
通して（Ｙ0.8Ｇｄ0.2）3Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ蛍光体を形成させた。
【０２２９】
　コーティング層１０８及び１０９は、所定の有機金属化合物と高沸点有機溶剤とを所定
の割合で混合してなるゾル中に蛍光体（粉体）を均一に分散させた塗布液を調整して、該
塗布液をパッケージ内にダイボンドされた後ワイヤーボンディングされた発光素子の全面
を覆うようにスプレーコーティングした後、加熱して非晶質化させることにより形成され
る。
【０２３０】
　以下、コーティング層のスプレーコーティングによる形成方法について、コーティング
層１０８を、エチルシリケートを使用して形成する場合を例にとって説明する。ここで使
用するエチルシリケート加水分解溶液については、触媒として加える塩酸が微量であるた
め、塩酸濃度が２０～５００ｐｐｍのほぼ中性に調整されており、発光素子表面に塗布し
ても表面は酸やアルカリによる損傷を受けることがない。また、金属パッケージに使用さ
れるＡｇ、Ｎｉ等を腐食することがない。
【０２３１】
　工程１．
　アルキルシリケートとしてメチルシリケート、エチルシリケート、Ｎ－プロピルシリケ
ート、Ｎ－ブチルシリケート、が使用できるが、本実施例では、ＳｉＯ２を１０ｗｔ％含
むエチルシリケートを縮合させた無色透明のオリゴマー液体を使用する。シリカ分１０ｗ
ｔ％という数値は、粘度、比重、保存安定性、使用時の取り扱い易さ等を考慮し、経験的
に最適とされたものである。また、エチルシリケートは、予め触媒（ＨＣｌ）存在下にお
いて水と反応させて加水分解反応を進行させ、ゾル状態にしたものを使用する。本実施例
では、ＳｉＯ２を１０ｗｔ％含むエチルシリケートと、溶媒と、水と、１規定塩酸（ＨＣ
ｌ）とが、重量比で７５：１６：８：１となるように混合しエチルシリケートを加水分解
反応させ、２５℃における混合溶液の粘度が２．５～５００ｃｐｓとなるようなゾル状態
としたものを使用する。
【０２３２】
　まず、エチルシリケートの加水分解溶液とエチレングリコールと蛍光体が重量比で１：
１：１となる混合溶液を調整し、平均粒子径３～１０μｍの蛍光体が塗布液中で均一に分
散するように撹拌して塗布液を調整した。ここで、ゾル状態のエチルシリケートは自然乾
燥してゲル化しやすいため、エチレングリコール、ブタノール、酢酸ブチルのような高沸
点（１００℃～２００℃）の有機溶剤と混合することが好ましい。このような高沸点の有
機溶剤は、常温、室温、あるいは本発明におけるスプレー装置が置かれる系において想定
しうる温度のもとで液体として存在しているため、エチルシリケートと有機溶剤を混合す
ると、乾燥したＳｉＯ２等の凝固物がノズルの先端部などに付着し塗布液の噴出に対して
障害物となることによる塗布液の噴出量の低下を防ぐことができ、作業性をよくすること
ができる。また、ゲル化したエチルシリケートの加水分解溶液中の蛍光体は、均一に分散
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した状態であることが確認された。
【０２３３】
　工程２．
　上記塗布液を図５に示す装置を用いて塗布する。まず、容器３０１に入れ、循環ポンプ
３０３によって塗布液を容器からノズル２０１に搬送する。塗布液の流量はバルブ３０２
によって調節する。
【０２３４】
　ここで、霧状の塗布液がノズル２０１から噴出されると、ノズルの付近では円錐状に噴
霧が広がるが、ノズルから離れた所では、円柱状に噴霧が広がる。そこで、本実施例では
、発光素子の上面からノズル下端までの距離を４０～５０ｍｍとして円柱状に噴霧が広が
った状態の所に発光素子の表面がくるように設置する。このとき、発光素子は塗布液と同
じ材料によってパッケージ上にダイボンドされ、さらに発光素子の電極と外部電極は金線
等でワイヤーボンドされている。さらに、パッケージの正面方向には金属マスクが配置さ
れ、金属マスクの上方から見ると、金属マスクに設けられた貫通孔を通して、発光素子の
上面、側面および角が露わになっているが、パッケージの側面およびリード電極は金属マ
スクによって完全に覆われている。したがって、金属マスクの上方から貫通孔内に向かっ
て塗布液を吹き付けた場合に塗布されるのは、発光素子の上面、側面および角の部分であ
る。
【０２３５】
　このスプレーによるコーティングを行うことにより、均一に蛍光体が分散した状態で、
ＳｉＯ２により蛍光体をバインドしたコーティング層で発光素子の上面、側面および角の
部分を覆うことができる。
【０２３６】
　工程３．
　工程２を行った後、室温で放置すると、ゾル状態のエチルシリケート加水分解溶液は次
第に自然乾燥してゲル状態となる。
【０２３７】
　工程４．
　自然乾燥してゲル状態となった塗布液から主として非晶質のＳｉＯ２を得るため、また
エチルシリケートの加水分解によって生成したエタノール、および溶剤等を飛ばすため、
発光素子はヒーター２０５上において１５０℃の温度で３０分間加温状態におく。これに
より、塗布液が発光素子の上面、側面および角、さらに支持体表面に吹き付けられた後に
流れ出すことはなく、ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層を発光
素子の上面、側面および角、さらに支持体表面に形成させることができる。またここで、
塗布液に急激な温度変化を与えるのではなく、徐々に温度を上げていくことが好ましい。
ゲル状態にある塗布液の温度をゆっくり上昇させた方が、コーティング層中の残留有機物
を少なくできることが確認されており、これにより青色より波長の短い光を発光する発光
素子を使用しても信頼性の高い発光装置を実現できる。
【０２３８】
　ここで、窒化物系発光素子は３５０℃以上の温度下に置かれると、発光素子としての性
能が低下するため、５０℃～３００℃の温度下で発光素子表面への固着が可能なアルキル
シリケートは、蛍光体のバインダとしての使用に適している。また、本工程において２０
０℃まで温度が上昇したときに生成するＳｉ（ＯＨ）２は、３００℃の温度で２時間乾燥
させることにより、ほとんどＳｉＯ２に分解する。
【０２３９】
　以上の工程により、均一に分散した状態の蛍光体を含み、層厚が約２０μｍのコーティ
ング層が発光素子の上面、側面および角の上に形成される。ここで、コーティング層は、
平均粒子径３～１０μｍの蛍光体粒子の周囲を、平均粒子径が数ｎｍ程度であって、Ｓｉ
Ｏ２やＳｉ（ＯＨ）２などの無機物を主成分とする非晶質の粒子が密集して取り囲む状態
で蛍光体粒子が固着されることによって形成される。
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【０２４０】
　なお、分析の結果、ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層中およ
び接着層中には、エチルシリケートを加水分解する工程で触媒として使用される塩化水素
（ＨＣｌ）や、工程４において生成するＳｉ（ＯＨ）２などの無機物、および未反応のエ
チルシリケートやエタノールなどの有機物が、それぞれ数ｐｐｍから数十ｐｐｍの単位で
存在している。従って、ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなる、厚さ約２０μｍの
コーティング層は、ＳｉＯ２と蛍光体からなる無機物により、９９．９％以上の比率で形
成されていると考えてよい。
【０２４１】
（４）封止
　金属パッケージの主面側に透光性窓部１０７と金属部からなるリッド１０６を取り付け
、金属部と金属パッケージ１０５との接触面を溶接することによって、窒素ガスとともに
パッケージ内の発光素子等を気密封止する。
【０２４２】
　このように構成すると、青色より短い波長の光を含む光を発光する発光素子を使用して
も、接着層およびコーティング層がそれらの光に対して劣化あるいは変色せず、また、高
出力な光とそれに伴う高温に対して劣化あるいは変色しないため、信頼性の高い発光装置
を提供できた。さらに、ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層の屈
折率（約１．４）はＡｌ２Ｏ３により蛍光体がバインドされてなるコーティング層の屈折
率（約１．７）より小さく、Ａｌ２Ｏ３により蛍光体がバインドされてなるコーティング
層の屈折率は窒化ガリウム系化合物半導体層の屈折率（約２．５）より小さいため、発光
素子からの光の取り出し効率が高まり出力を向上させることができ、放熱性も向上するな
どの効果がある。
【０２４３】
　本実施の形態では、コーティング層に含まれる蛍光体の含有量は、出力される光が実質
的に蛍光体によって波長変換された白色光のみになるように、すなわち、発光素子により
発光された青色光のほとんどが蛍光体に吸収されて該蛍光体を励起するように比較的大き
く設定することが好ましい。このようにすると発光効率（発光素子に入力された電力に対
する出力される光の比）を高くすることができる。
【０２４４】
　また、蛍光体がバインドされてなるコーティング層に含有させる蛍光体の量は、所望の
色調に対応させて種々の値に設定されるものであり、本発明は蛍光体の含有量により限定
されるものではないが、本発明者らの検討によると、酸化物により蛍光体がバインドされ
てなるコーティング層は、蛍光体を少しでも含むと、発光素子表面上への付着強度が強く
なり、また割れにくくなることも確認されている。
【０２４５】
　以上のように構成された実施例１の発光装置は、紫外線による劣化がほとんどない無機
物によって発光素子がダイボンドされ、さらに前記無機物により蛍光体がバインドされて
なるコーティング層が発光素子の全面に形成されているので、ＬＥＤチップとして紫外域
で発光する発光素子を用いることも可能となる。
【０２４６】
　さらにコーティング層および接着層をリード電極から絶縁された凹部ａ内に形成し、発
光素子を凹部ａ内に固着させることにより、発光素子は、発光に必要な電力をワイヤから
供給され、リード電極を流れる電流による悪影響を受けることがなく、ノイズ等を発生さ
せることがないため、信頼性の高い発光装置を形成することが可能である。また、発光素
子をリード電極に固着させて発光装置を形成すると、発光素子を固着させていない他方の
リード電極と発光素子の電極とを結ぶワイヤが、発光素子を固着させているリード電極に
接触した状態となり、製造歩留まりを低下させる原因となり得るが、本発明のように正負
一対の両リード電極から絶縁された支持体上に発光素子を固着させることで製造歩留まり
を向上させることが可能である。
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【０２４７】
（実施例２）
　実施例１におけるスプレーを使用して、上記塗布液を発光素子上に塗布する代わりに、
上記塗布液を発光素子および支持体の表面にディスペンス、スピンコート、スクリーン印
刷あるいはその他の塗布方法によって発光素子の上に付着させる他は実施例１と同様に発
光装置を形成した。
【０２４８】
　以上の実施例２により形成された発光装置の断面は、発光素子の上面および支持体の表
面には蛍光体を含むＳｉＯ２層が形成されているものの、発光素子の角の部分には蛍光体
を含むＳｉＯ２層が形成されておらず、そこには蛍光体が存在しなかった。しかしながら
、紫外線を発光する発光素子を用い、紫外線によって劣化しない無機物によりバインドさ
れた蛍光体を有する発光装置を構成できるので、長時間使用しても発光色のバラツキの少
ない発光装置を提供できた。
【０２４９】
（実施例３）
　青色、あるいは青色より短い波長の光を発光する発光素子の上に、主成分としてジルコ
ニア（ＺｒＯ２）を含み、蛍光体を含まないコーティング層を形成し、該コーティング層
の上に主成分としてＳｉＯ２を含み、蛍光体を含まないコーティング層を形成する他は実
施例１と同様にして、発光装置を形成した。上述したように蛍光体がバインドされてなる
コーティング層は、蛍光体を少しでも含むと発光素子表面上への付着強度が強くなり、ま
た割れにくくなる。しかし、本実施例においては蛍光体を含まない。そこで、コーティン
グ層の発光素子表面との付着強度を一定に保ち、発光素子表面からコーティング層が剥離
するのを防ぐため、粘度が１３０ｃｐｓ（２５℃）程度の塗布液を使用した。
【０２５０】
　このように構成すると、青色より短い波長の光を含む光を発光する発光素子を使用して
も、接着層およびコーティング層がそれらの光に対して劣化あるいは変色せず、また、高
出力な光とそれに伴う高温に対して劣化あるいは変色しないため、信頼性の高い発光装置
を提供できた。さらに、ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層の屈
折率（約１．４）はＺｒＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層の屈折率
（約２．０）より小さく、ＺｒＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層の
屈折率は窒化ガリウム系化合物半導体層の屈折率（約２．５）より小さいため、発光素子
からの光の取り出し効率が高まり出力を向上させることができるなどの効果がある。
【０２５１】
（実施例４）
　青色、あるいは青色より短い波長の光を発光する発光素子の上に、主成分としてイット
リア（Ｙ２Ｏ３）を含み、蛍光体を含まないコーティング層を形成し、該コーティング層
の上に主成分としてＳｉＯ２を含み、蛍光体を含まないコーティング層を形成する他は実
施例４と同様にして、発光装置を形成した。
【０２５２】
　このように構成すると、青色より短い波長の光を含む光を発光する発光素子を使用して
も、接着層およびコーティング層がそれらの光に対して劣化あるいは変色せず、また、高
出力な光とそれに伴う高温に対して劣化あるいは変色しないため、信頼性の高い発光装置
を提供できた。さらに、ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層の屈
折率（約１．４０）はＹ２Ｏ３により蛍光体がバインドされてなるコーティング層の屈折
率（約１．７８）より小さく、Ｙ２Ｏ３により蛍光体がバインドされてなるコーティング
層の屈折率は窒化ガリウム系化合物半導体層の屈折率（約２．５０）より小さいため、発
光素子からの光の取り出し効率が高まり出力を向上させることができるなどの効果がある
。
【０２５３】
（実施例５）
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　蛍光体粒子を予めエチルシリケートでコーティングして、蛍光体粒子の表面にＳｉＯ２

の膜を形成し、塗布液を調整する他は実施例１と同様に発光装置を形成した。このように
すると、蛍光体粒子間の接着強度が増し、実施例１より製造歩留まりが向上した。
【０２５４】
（実施例６）
　接着液を調整する工程において、アルミナをフィラーとして混合した接着液を調整する
以外は、実施例１と同様にして発光装置を形成した。このように構成すると、アルミナは
ＳｉＯ２より熱伝導性がよいため、実施例１における発光装置より放熱効果が改善された
。
【０２５５】
（実施例７）
　本実施例では、図３に示す発光装置を作製する。実施例１と同様の工程については、説
明を省略する。
（１）パッケージ形成
　インサート成形によりポリカーボネート樹脂を用いてチップタイプＬＥＤのパッケージ
１１４を形成させた。チップタイプＬＥＤのパッケージ１１４内は、ＬＥＤチップが配さ
れる開口部を備えている。パッケージ１１４中には、銀メッキした銅板を外部電極として
配置させてある。
【０２５６】
（２）ダイボンド
　次に、実施例１と同様にして、Ｓｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ及び
アルカリ土類金属の１種又は２種以上を有する酸化物である無機物にてＬＥＤチップをパ
ッケージにダイボンド（接着）する。
【０２５７】
（３）ワイヤーボンド
　ＬＥＤチップ１０１上に設けられた電極と正及び負のリード電極１０２とは、金線によ
りワイヤーボンディングされる。このとき、ＬＥＤチップ１０１の電極面は、約１８０℃
に加熱される。
【０２５８】
（４）蛍光体バインドコーティング層の作製
　次に、Ｓｉ、Ａｌ、Ｇａ、Ｔｉ、Ｇｅ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｙ及びアルカリ土類金属の１種
又は２種以上を有する酸化物で蛍光体をバインドしたコーティング層を形成する。本実施
例では、一般的に使用されるＳｉＯ２にて蛍光体をバインドし、図３に示すように、Ｓｉ
Ｏ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層を発光素子の表面上、および発光
素子の表面上以外の支持体上に、コーティング層として形成する。
【０２５９】
　ＳｉＯ２により蛍光体がバインドされてなるコーティング層は、アルキルシリケートと
高沸点有機溶剤とを所定の割合で混合してなるシリカゾル中に蛍光体（粉体）を均一に分
散させた塗布液を調整して、該塗布液をパッケージ内にダイボンドされた後ワイヤーボン
ディングされた発光素子の全面を覆うようにスプレーコーティングした後、ＳｉＯ2成分
を加熱することにより形成される。
【０２６０】
　塗布液のスプレーコーティングは、実施例１と同様にして行うことができる。図３に示
されるように、塗布液とガスを発光素子の上面、側面および角、さらに支持体表面に所望
の膜厚になるまで繰り返し吹き付けて塗布液を付着させる。ここで、所望の膜厚とは、コ
ーティング層内に含まれる蛍光体によってＬＥＤからの光が十分に波長変換され、蛍光体
粒子によって光の透過率の低下を招かない程度のコーティング層の厚さをいう。このスプ
レーによるコーティングを行うことにより、均一に蛍光体が分散した状態で、ＳｉＯ２に
より蛍光体をバインドしたコーティング層で発光素子の上面、側面および角の部分、さら
に支持体の上をほぼ均一な膜厚で覆うことができる。
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【０２６１】
（５）封止
　パッケージ１１４の凹部内にモールディング樹脂を充填し、ＬＥＤ１０１やワイヤ１０
４を封止する。
【０２６２】
　得られた発光装置に電力を供給させることによって白色系の混色光を発光させることが
できる。本発明による発光装置の発光光率は２４．０ｌｍ／ｗであった。
【０２６３】
（実施例８）
　以下、図面を参照して本実施例に係る窒化物半導体発光素子ついて説明する。本実施例
にかかる発光素子は、支持基板と、該支持基板の一方の主面上に形成され、共晶層を有す
る接合層と、該接合層の上に形成された１層以上のｐ型窒化物半導体層と、該ｐ型窒化物
半導体層の上に形成された活性層と、該活性層の上に形成された１層以上のｎ型窒化物半
導体層とからなる積層体を含む発光素子である。
【０２６４】
　図６は、本実施例に係る窒化物半導体発光素子の製造方法における製造工程の一例を示
す模式断面図である。成長用基板１の表面に、バッファ層３と高温成長層４とから成る下
地層２を形成する（図６Ａ）。次に、下地層２上にｎ型クラッド層５、活性層６、ｐ型ク
ラッド層７、ｐ型コンタクト層８、そして、１層以上の金属層から成る第１の接合層９を
形成する（図６Ｂ）。ここで、第１の接合層９において、ｐ型コンタクト層８上にｐ電極
を形成した後、オーミック接触を得るためのアニール処理を行う。次に、１層以上の金属
層から成る第２の接合層１１を表面に形成した支持基板１０を、第１の接合層９と第２の
接合層１１とが対向するように成長用基板１の上に積層し、加熱圧接して接合する（図６
Ｃ）。
【０２６５】
　次に、支持基板１０と接合した成長用基板１を研磨器に設置し、成長用基板１のラッピ
ングを行い、成長用基板１と下地層２を除去して、ｎ型クラッド層５を露出させる（図６
Ｄ）。
【０２６６】
　次に、露出させたｎ型クラッド層５の表面をポリシングした後、ｎ型クラッド層５上に
ｎ電極１２を形成する一方、支持基板１０上にはｐ電極用パッド電極１３を全面に形成す
る。次に、ダイシングにより発光素子をチップ状に分離する。これにより、支持基板上に
窒化物半導体層が積層され、電極が支持基板上に形成された発光素子を得ることができる
（図６Ｅ）。
【０２６７】
　本実施例の方法において、成長用基板には、Ｃ面、Ｒ面及びＡ面のいずれかを主面とす
るサファイア、スピネル（ＭｇＡｌ２Ｏ４のような絶縁性基板）、そして窒化物半導体と
格子整合する酸化物基板等を挙げることができるが、サファイアやスピネルが好ましい。
さらに、成長用基板は、オフアングルしたものを用いることが好ましい。この場合ステッ
プ状にオフアングルしたものを用いることにより、窒化ガリウムから成る下地層の結晶性
を向上させることができる。
【０２６８】
　また、成長用基板１上に窒化物半導体層を積層する場合、下地層上にＥＬＯ（Epitaxia
lly Lateral Overgrowth）成長させることにより結晶性の向上した窒化物半導体を得るこ
とができる。具体的には、成長用基板上に下地層を成長させ、その下地層上にストライプ
状のマスクを複数形成し、マスクの開口部から窒化物半導体を選択成長させ、横方向の成
長を伴った成長により成膜された窒化物半導体層（横方向成長層）を形成する。この横方
向成長層は貫通転位が低減されているので、横方向成長層の上に形成する窒化物半導体の
結晶性を向上させることができる。
【０２６９】



(44) JP 4924536 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

　成長用基板１としては、成長用基板となる材料の主面をオフアングルさせた基板、さら
にステップ状にオフアングルさせた基板を用いるほうが好ましい。オフアングルさせた基
板を用いると、表面の３次元成長が見られず、ステップ成長があらわれ表面が平坦になり
易い。
【０２７０】
　さらに、支持基板１０には、Ａｇ，Ｃｕ，Ａｕ，Ｐｔ等の高導電性金属から選択された
１種以上の金属と、Ｗ，Ｍｏ，Ｃｒ，Ｎｉ等の高硬度の金属から選択された１種以上の金
属と、から成るものを用いることができる。このように支持基板１０が導電性を有するこ
とにより、支持基板１０により発光素子の電気的導通をとることができる。さらに、放熱
性を高める支持基板１０としては、Ｃｕ－ＷあるいはＣｕ－Ｍｏの複合体を用いることが
好ましい。熱伝導率の高いＣｕを有することにより放熱性が優れているからである。また
、支持基板１０には、Ｓｉ、ＳｉＣ等の半導体、Ｃｕ－ダイヤ等の金属とセラミックスの
複合体などを用いることもできる。なお、支持基板１０の厚さは、放熱性を高めるため５
０～５００μｍが好ましい。
【０２７１】
　また、第１の接合層９は、少なくとも、ｐ型窒化物半導体層とオーミック接触し、高い
反射率を有するｐ電極をｐ型窒化物半導体層に接して有することが好ましい。ｐ電極には
、Ｒｈ，Ａｇ，Ｎｉ－Ａｕ，Ｎｉ－Ａｕ－ＲｈＯ及びＲｈ－Ｉｒのいずれか、より好まし
くは、Ｒｈを用いることができる。ここで、ｐ電極は、ｎ型窒化物半導体層に比べ抵抗率
の高いｐ型窒化物半導体層上に形成するため、ｐ型窒化物半導体層のほぼ全面に形成する
ことが好ましい。なお、ｐ電極の厚さは、０．０５～０．５μｍが好ましい。
【０２７２】
　また、第１の接合層９のｐ電極を形成したｐ型窒化物半導体層の露出面に絶縁性の保護
膜を形成することが好ましい。この保護膜の材料には、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２

、ＴｉＯ２等から成る単層膜あるいは多層膜を用いることができる。さらに、その保護膜
の上にＡｌ、Ａｇ、Ｒｈ等の高反射率の金属膜を形成しても良い。この金属膜により反射
率が高くなり、光の取り出し効率を向上させることができる。
【０２７３】
　また、第１の接合層９のｐ電極の上に第１の共晶形成層を設けるとともに、第２の接合
層１１に、支持基板１０の主面の上に第２の共晶形成層を設けることが好ましい。第１及
び第２の共晶形成層は、接合時に互いに拡散して共晶層を形成する層であり、それぞれ、
Ａｕ、Ｓｎ、Ｐｄ、Ｉｎ等の金属から成る。第１及び第２の共晶形成層の組合せは、Ａｕ
－Ｓｎ、Ｓｎ－Ｐｄ、又はＩｎ－Ｐｄが好ましい。さらに好ましくは、第１の共晶形成層
にＳｎを、そして第２の共晶形成層にＡｕを用いる組合せである。
【０２７４】
　また、第１の接合層９の第１の共晶形成層とｐ電極との間に、ｐ電極側から密着層とバ
リア層を設けることが好ましい。密着層はｐ電極との間に高い密着性を確保する層であり
、Ｔｉ、Ｎｉ、Ｗ及びＭｏのいずれかの金属が好ましい。また、バリア層は、第１の共晶
形成層を構成する金属が密着層へ拡散するのを防止する層であり、ＰｔあるいはＷが好ま
しい。また、第１の共晶形成層の金属が密着層へ拡散するのをさらに防止するため、バリ
ア層と第１の共晶形成層との間に、０．３μｍ程度の厚さのＡｕ膜を形成しても良い。な
お、第２の共晶層と支持基板との間に、上記の密着層とバリア層及びＡｕ膜を設けること
が好ましい。
【０２７５】
　また、接合用積層体と支持基板１０とを加熱圧接する際の温度は、１５０℃～３５０℃
が好ましい。１５０℃以上とすることにより、共晶形成層の金属の拡散が促進され均一な
密度分布の共晶が形成され、接合用積層体と支持基板との密着性を向上させることができ
る。３５０℃より大きいと、共晶形成層の金属がバリア層、さらには密着層まで拡散して
、良好な密着性が得られないからである。
【０２７６】
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　また、支持基板を接合後に成長用基板を除去するには、研磨、エッチング、電磁波照射
、あるいはこれらの方法を組み合わせた方法を用いることができる。電磁波照射は、電磁
波に例えばレーザを用い、支持基板を接合後、成長用基板の下地層の形成されていない面
の全面にレーザを照射して、下地層を分解させることにより成長用基板と下地層とを除去
することができる。さらに、成長用基板と下地層とを除去した後、露出した窒化物半導体
層の表面をＣＭＰ処理して所望の膜を露出させる。これにより、ダメージ層の除去や、窒
化物半導体層の厚み及び表面粗さの調整を行うことができる。
【０２７７】
　なお、電磁波照射には、以下の方法を用いることもできる。すなわち、成長用基板上に
窒化物半導体からなる下地層を形成し、次いで、その下地層を部分的に成長用基板までエ
ッチングして凹凸を形成した後、凹凸を有する下地層上にＥＬＯ成長させて横方向成長層
を形成する。次いで、横方向成長層の上にｎ型窒化物半導体層、活性層、ｐ型窒化物半導
体層を順次形成した後、ｐ型窒化物半導体層の上に支持基板を接合する。次いで、成長用
基板の下地層の形成されていない面の全面にレーザを照射して、下地層を分解させること
により成長用基板と下地層とを除去することができる。この方法によれば、電磁波照射時
に窒化物半導体の分解により発生するＮ２ガスが上記の凹凸と横方向成長層との間に形成
された空隙に広がり、ガス圧による成長用基板の割れを防止し、さらにその割れに起因す
る下地層のえぐれ傷を防止して、面状態及び結晶性の良好な窒化物半導体基板を得ること
ができる。また、研磨による方法に比べ、作業工程を簡略化することができるので、歩留
まりが向上するという効果も得られる。
【０２７８】
　また、ｎ型窒化物半導体層の露出面に形成するｎ電極には、Ｔｉ－Ａｌ－Ｎｉ－Ａｕあ
るいはＷ－Ａｌ－Ｗ－Ｐｔ－Ａｕの多層電極を用いることができる。ｎ電極の厚さは、０
．１～１．５μｍが好ましい。また、ｎ電極以外の露出面を覆うように、ＳｉＯ２、Ａｌ

２Ｏ３、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２等の絶縁性の保護膜を設けることが好ましい。
【０２７９】
　本実施例におけるＬＥＤ素子は、サイズが１ｍｍ×１ｍｍであり、順方向電流２０ｍＡ
において、４６０ｎｍの青色発光を呈した。また、ＬＥＤ素子の膜厚は、支持基板の厚さ
を除くと、窒化物系半導体層の総膜厚が５～１０μｍであった。なお、本実施例において
は、ｐ電極およびｎ電極が互いに素子の反対方向に位置する構成としたが、図６Ｅに示さ
れる積層体の一部をＲＩＥによりｐ型コンタクト層８までエッチング処理を行って、ｐ電
極あるいはｐ電極用パッド電極１３を設けることにより、図９に示されるような同一方向
にｐ電極およびｎ電極を有する発光素子とすることができる。
【０２８０】
　続いて、金属パッケージ１０５上にＬＥＤ素子を載置し、導電性ワイヤ１０４にて外部
電極１０２とＬＥＤ素子との電気的導通を図った後、以下の方法により窒化物系半導体を
含む発光素子の上に図７に示されるようなコーティング層１４を形成する。
【０２８１】
　[1]まず、ＬＥＤ素子の電極上にレジストあるいはポリイミドによる膜を形成する。[2]
次に、上述したように、セリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット
系蛍光体とエチルシリケートの加水分解溶液と高沸点溶媒との混合溶液を調整し、蛍光体
が均一に分散するように撹拌して塗布液を調整する。[3]上述したスプレーコーティング
方法により、支持基板上および保護膜を形成した部分を除くＬＥＤ素子の上面および側面
上に塗布液を付着させる。[4]１５０℃の温度で３０分間乾燥させることにより一次硬化
を行い膜厚数十μｍの層を形成する。[5]形成された層上に蛍光体を含まないエチルシリ
ケートの加水分解溶液を含浸させる。[6]最後に、レジストあるいはポリイミドによる膜
を除去し、２４０℃の温度で３０分間乾燥させることにより二次硬化を行う。以上[1]か
ら[6]の工程により、総膜厚が５～１０μｍである窒化物系半導体層の少なくとも露出面
上にある連続した層であり、且つ、ＬＥＤ素子の電極上を除く素子の上面、側面および角
の上に配置され、ほぼ均一な膜厚２０～３０μｍのコーティング層１４が形成された。
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【０２８２】
　本実施例にかかる発光装置は、青色から紫外線領域の光を出光する発光素子を共に使用
しても劣化しない無機物を材料として蛍光体を発光素子の上に固着しており、長時間使用
しても発光色のバラツキの少ない発光装置を提供できる。また、少なくとも発光素子の発
光観測面をほぼ均一な膜厚で覆うコーティング層１４を形成することにより、本実施例に
係る発光装置は、発光観測方向が異なっても、色温度の変化が少ない発光装置とすること
が可能である。さらに、発光素子からの発光が観測される全ての面に蛍光体を含有するコ
ーティング層が形成され、支持基板を光が透過することはないため、従来のサファイア基
板を使用した発光素子と比較して、蛍光体により波長変換された光の取り出し効率が向上
した。また、熱伝導性の良い支持基板を使用することにより、従来のサファイア基板を使
用した発光素子と比較して、放熱性が向上した。
【０２８３】
（実施例９）
　図７に示されるようにエッチングにより支持基板上のＰＮ各半導体側面を露出させた後
、実施例８と同様に調製した塗布液、あるいはセリウムで付活されたイットリウム・アル
ミニウム・ガーネット系蛍光体をシリコーン樹脂に含有させた材料を用いたスクリーン印
刷によりコーティング層を形成させた。ここで、蛍光体をシリコーン樹脂に含有させた材
料を使用する場合は、温度１５０℃１時間の条件のもとで硬化を行った。こうして出来上
がった半導体ウエハを、スクライブラインを引いた後、ダイシングにより分割させ発光素
子としてＬＥＤチップを形成させた。
【０２８４】
　このように、ウエハ状態のときに蛍光体を含むコーティング層１４を形成することによ
り、金属パッケージ等にＬＥＤチップを載置して発光装置を形成する前段階、即ち蛍光体
を含むコーティング層が形成されたＬＥＤチップの段階で発光色の検査および選別を行う
ことが可能であるため、発光装置の製品歩留まりが向上する。また、本実施例に係るＬＥ
Ｄチップは、上記コーティング層１４を形成したＬＥＤチップに対する発光観測方向が異
なっても、色温度の変化が少ない発光素子とすることが可能である。
【０２８５】
（実施例１０）
　図８は、本実施例にかかる半導体発光素子の模式的な断面図を示す。
【０２８６】
　成長用基板を除去した後、光の取り出しを向上させるため、ｎ型窒化物半導体層の露出
面および／または半導体層の側面をＲＩＥにより凹凸（ディンプル加工）を形成する。本
実施例においては、図８に示されるように特にｎ型クラッド層５に対してディンプル加工
を行ったが、ｎ型クラッド層５から活性層６ｐ型クラッド層およびｐ型コンタクト層にか
けてディンプル加工を行っても構わない。その凹凸の断面形状は、メサ型あるいは逆メサ
型、そして、平面形状は島状、格子状、矩形状、円状あるいは多角形状とすることができ
る。このようなディンプル加工を行った露出面および半導体層の側面に対して、実施例８
と同様にコーティング層１４を形成する。
【０２８７】
　このように形成することにより、発光素子からの光の取り出し効率を向上させ、また、
長時間使用しても発光色のバラツキの少ない発光装置を提供できる。
【０２８８】
（実施例１１）
　実施例８と同様の条件により、窒化物半導体素子を作製したが、本実施例では支持基板
上に複数の窒化物半導体素子をドット状などに配列させて形成した。エッチングにより窒
化物半導体素子の側面の一部に露出面を設け、実施例８と同様の方法によりコーティング
層１４を形成した。最後に、支持基板を金属パッケージ等の支持体上に載置し、発光素子
の正負一対の両電極と外部電極との電気的導通を図ることにより発光装置を形成した。
【０２８９】
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　これにより、発光素子からの光と、蛍光体により該発光素子からの光が波長変換された
光との混色光が出光可能な発光素子が複数個配列し、大面積で混色光を発することが可能
な発光装置とすることができた。このような発光装置は、照明用光源として利用可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【０２９０】
【図１】図１は、本発明のある実施の形態における発光装置を模式的に示す上面図である
。
【図２】図２は、図１に示す発光装置の模式的断面図である。
【図３】図３は、本発明の別の実施形態における発光装置を模式的に示す断面図である。
【図４】図４は、発光素子に霧状で螺旋状に塗布液を吹き付ける工程を示す模式図である
。
【図５】図５は、塗布液を吹き付ける装置の構成を示す概略図である。
【図６】図６Ａ～Ｅは、支持基板（金属基板）の上に半導体層を形成した発光素子の製造
工程を示す断面図である。
【図７】図７は、支持基板（金属基板）の上に半導体層を形成した発光素子の構造の一例
を示す断面図である。
【図８】図８は、支持基板（金属基板）の上に半導体層を形成した発光素子の構造の別の
一例を示す断面図である。
【図９】図９は、支持基板（金属基板）の上に半導体層を形成した発光素子の構造のまた
別の一例を示す断面図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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