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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の半導体レーザ素子と、
　前記複数の半導体レーザ素子を固定した共通のステム柱体と、
　前記ステム柱体を固定した台座と、
　前記台座と固定されることにより構成される内部領域に、前記半導体レーザ素子を封止
できる封止キャップと、
を備える発光装置であって、
　前記封止キャップの上面には、前記半導体レーザ素子からの出射光を通過できる複数の
貫通孔が直線状に形成されており、
　さらに、前記封止キャップ及び台座には、それぞれ前記複数の貫通孔の配列方向を認識
できる複数の位置決めガイドを有しており、
　前記封止キャップの位置決めガイドは、前記封止キャップの上面の周縁部分における円
弧部分と弦の部分を有する内、弦の部分に相当する位置にあり、且つ前記貫通孔の配列方
向とそれぞれ平行に、前記封止キャップの上面と直交して設けられた２つの平行なガイド
面であり、
　前記台座の位置決めガイドは、前記台座の両端部に形成された三角状の切り欠き部であ
り、前記切り欠き部の三角状の頂点が、各貫通孔の中心を結ぶ結線上に位置するよう配置
されてなることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の発光装置において、
　前記複数の貫通孔が、各々の開口形状を円状とし、発光装置の外方へと向かって開口径
を大きくするテーパ状に形成されてなることを特徴とする発光装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の発光装置において、
　前記貫通孔の開口面積の１５～１００％が、前記半導体レーザ素子のＦＦＰによって占
有されていることを特徴とする発光装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか一に記載の発光装置において、
　前記貫通孔を閉塞する光透過体を有しており、
　前記光透過体には波長変換部材が含有されていることを特徴とする発光装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の発光装置において、
　各貫通孔に一の光透過体がそれぞれ配置されていることを特徴とする発光装置。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の発光装置であって、
　前記光透過体に、さらにフィラーを含有することを特徴とする発光装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか一に記載の発光装置において、
　前記貫通孔の開口面積の最小値は、以下の数式を満たす範囲にあることを特徴とする発
光装置。

【数１】

　Ａは、貫通孔の開口面積の最小値である。Ｌは、半導体レーザ素子と貫通孔までの距離
である。Ｒは、半導体レーザ素子からの出射光の広がり角である。「半導体レーザ素子か
らの出射光の広がり角」とは、ピーク強度の１／ｅ2における全角である。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか一に記載の発光装置において、
　前記一の貫通孔に、２個以上の半導体レーザ素子からの出射光が通過することを特徴と
する発光装置。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれか一に記載の発光装置であって、
　前記台座上に連結され、さらに前記封止キャップの外側を被覆する外側キャップを有す
ることを特徴とする発光装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子、具体的には窒化物系化合物半導体発光素子を備えた発光装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　窒化物系化合物半導体発光素子は、小型で電力効率が良く鮮やかな色の発光をする。ま
た、半導体素子である発光素子は球切れ等の心配がない。さらに初期駆動特性が優れ、振
動やオン・オフ点灯の繰り返しに強いという特徴を有する。このような優れた特性を有す
るため、発光ダイオード（Light Emitting Diode：ＬＥＤ）、レーザダイオード（Laser 
Diode：ＬＤ）等の半導体発光素子は、各種の光源として利用されている。特に半導体レ
ーザを光源に用いた場合、発光ダイオードと比較して電気－光変換効率が高く、また大幅
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な高出力化が可能となるため、プロジェクタ用の光源や車載用のヘッドライトなど、高輝
度な白色光源としての供給が期待されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、半導体レーザを光源とした白色光を出力可能な光源装置が開
示されており、これを図１４に示す。図１４の照明用光源装置１００では、複数の半導体
レーザ素子１０１をヒートシンク１０２に搭載し、各半導体レーザ素子１０１の前方に拡
散レンズ１０３を配設し、アルゴンガス等を封入した真空ガラス管１０５の内壁面に蛍光
体１０４を塗布する。半導体レーザ素子１０１から出力されるレーザビーム光は拡散レン
ズ１０３で拡散され、この拡散光により蛍光体１０４の蛍光物質が励起され、白色光等の
可視光が得られる。
【０００４】
　さらに、図１５（ａ）及び図１５（ｃ）に示す照明用光源装置２００、３００は、図１
４の照明用光源装置１００における別の実施の形態を示したものであり、実質的には同様
の構造を有する。図１５（ａ）の照明用光源装置２００は電球型であり、図１５（ｂ）は
（ａ）の平面図を示す。また、図１５（ｃ）に記載の照明用光源装置３００は蛍光灯型で
ある。照明用光源装置２００では、ソケット部２１０にヒートシンク１０２を取り付け、
このヒートシンク１０２に半導体レーザ素子１０１を複数個載置する。ここで、半導体レ
ーザ素子１０１が単一ストライプ構造の場合、そのレーザビームは縦長楕円形のＦＦＰ（
Far Field Patern）となって指向性を持つ。したがって、図１５（ｂ）に示すように、各
素子１０１の配置方向に変化をもたせることで、レーザビームの方向性を多様化し、この
結果、全体としての出力光のパターンを無指向性に近づけるようにする。
【０００５】
　しかしながら、例えば４個の半導体レーザ素子１０１を載置する場合、図１５（ｂ）に
示されるように、これらの素子１０１は円状に配列されるが、載置個数の変化により、そ
の都度全体の出力光の方向性を低減するよう各素子１０１の配列位置を決定する必要があ
る。すなわち素子１０１の載置個数の増減に応じて各素子１０１の配置位置が変化するた
め、製造工程の複雑化につながる。
【０００６】
　さらに、半導体レーザ素子１０１の載置個数を増加すれば、光源からの放射束が増加す
るため、これにより蛍光体１０４による波長変換量も変化しうる。半導体レーザ素子１０
１の載置個数の増減と、蛍光体量との関係に係る具体的な記述は特許文献１に開示されて
いないが、一定量の蛍光体１０４が塗布された真空ガラス管１０５において、出力量のみ
変化させれば、波長変換されない一次光と、波長変換された二次光との混色比率が、出力
量によって変化してしまい、相対的に得られる混色光の色相が相違してしまう虞がある。
これを回避して、出力量の増減にかかわらず一定の色相を放出可能な発光装置とするため
には、光源からの出力量に応じた蛍光体１０４量の決定が必要となる。つまり、半導体レ
ーザ素子１０１の載置個数によって、上述した素子１０１の配置位置及び蛍光体１０４量
をコントロールすることとなり、製造工程が一層複雑になる。
【０００７】
　また、図１４及び図１５に示す従来の照明用光源装置１００、２００、３００であれば
、真空ガラス管１０５の全面より出射光が放出される。したがって、照明用光源装置１０
０、２００、３００において、出射領域の形状は真空ガラス管１０５の形状に依存する。
しかしながら、真空ガラス管１０５は半導体レーザー素子１０１が載置される内部領域を
密封する必要があるため、その形状やサイズに制約がある。加えて、仮に放出領域を増大
させようと、真空ガラス管１０５の表面積を大きくした場合、これにより単位面積当たり
の光束、すなわち輝度の低下につながる。さらに、真空ガラス管１０５の内壁面が拡大さ
れれば、これに塗布される蛍光体１０４の厚みを均一とする技術的困難さが伴うため、部
位による色ムラの発生や蛍光体が剥離する虞もあった。
【特許文献１】特開平７－２８２６０９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、従来のこのような問題点に鑑みてなされたものである。本発明の主な目的は
、出射領域を任意の形状とできる発光装置であって、さらに出射領域の増減にあっても発
光特性の安定した輝度の高い出射光を放出できる発光装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の発光装置は、複数の半導体レーザ素子と
、複数の半導体レーザ素子を固定した共通のステム柱体と、ステム柱体を固定した台座と
、台座と固定されることにより構成される内部領域に、半導体レーザ素子を封止できる封
止キャップと、を備える発光装置であって、封止キャップの上面には、半導体レーザ素子
からの出射光を通過できる複数の貫通孔が直線状に形成されており、さらに、封止キャッ
プ及び台座には、それぞれ複数の貫通孔の配列方向を認識できる複数の位置決めガイドを
有しており、封止キャップの位置決めガイドは、封止キャップの上面の周縁部分における
円弧部分と弦の部分を有する内、弦の部分に相当する位置にあり、且つ前記貫通孔の配列
方向とそれぞれ平行に、封止キャップの上面と直交して設けられた２つの平行なガイド面
であり、台座の位置決めガイドは、前記台座の両端部に形成された三角状の切り欠き部で
あり、前記切り欠き部の三角状の頂点が、各貫通孔の中心を結ぶ結線上に位置するよう配
置されていることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の第２の発光装置は、複数の貫通孔が、各々の開口形状を円状とし、発光
装置の外方へと向かって開口径を大きくするテーパ状に形成されていることを特徴とする
。
【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
　また、本発明の第３の発光装置は、貫通孔の開口面積の１５～１００％が、半導体レー
ザ素子のＦＦＰによって占有されていることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の第４の発光装置は、貫通孔を閉塞する光透過体を有しており、光透過体
には波長変換部材が含有されていることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の第５の発光装置は、各貫通孔に一の光透過体がそれぞれ配置されている
ことを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の第６の発光装置は、光透過体に、さらにフィラーを含有することを特徴
とする。
【００１８】
　また、本発明の第７の発光装置は、貫通孔の開口面積の最小値は、以下の数式を満たす
範囲にあることを特徴とする。
【００１９】
【数２】

Ａは、貫通孔の開口面積の最小値である。Ｌは、半導体レーザ素子と貫通孔までの距離で
ある。Ｒは、半導体レーザ素子からの出射光の広がり角である。「半導体レーザ素子から
の出射光の広がり角」とは、ピーク強度の１／ｅ2における全角である。
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【００２０】
【００２１】
　また、本発明の第８の発光装置は、一の貫通孔に、２個以上の半導体レーザ素子からの
出射光が通過することを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の第９の発光装置は、台座上に連結され、さらに封止キャップの外側を被
覆する外側キャップを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の第１ないし第６の発光装置によれば、貫通孔より出射される光源の数を複数と
することで、貫通孔の開口部から放出される光の出射領域を、開口部の開口領域に近づけ
て、出射光の輝度を高めることができる。また、位置決めガイドを有することで、一の発
光装置における貫通孔の配列方向を容易に判断できる。この結果、複数の発光装置を並列
する際に、互いに隣接する発光装置の貫通孔の相対位置及び配向を認識しやすくなり、総
合的な貫通孔の位置決めを正確に行える。また、発光装置を単位装置とし、これを自在に
並列することで、全体の発光領域を所望の形状とできる。
【００２４】
　第７又は第８発明の発光装置によれば、光源と、波長変換部材７でもって励起された波
長変換光との混合色により、光源と異なる波長を有する出射光とでき、すなわち、所望の
色相を放出可能な発光装置とできる。特に各貫通孔に一の光透過体をそれぞれ配置するこ
とで、各貫通孔における、光源からの出力量と波長変換された光量との比率を略同一とで
き、つまり、色相及び輝度を略均一にできる。この結果、発光装置の載置個数の増減に伴
って、光の放出領域が増減しても、発光領域全体の光の色相及び輝度を略一定とできる。
【００２５】
　第８ないし第１１発明の発光装置によれば、半導体レーザ素子からの出射光を貫通孔へ
と高効率に導き、さらに、いったん貫通孔側へと進行した光が、再び素子側へと戻るのを
有効に抑止できる。これにより、発光装置の光取り出し効率が向上する。
【００２６】
　第１２発明の発光装置によれば、発光装置からの放出光の指向特性を制御でき、色ムラ
の低減された出射光とできる。
【００２７】
　第１３発明の発光装置によれば、半導体レーザ素子の気密性が高まり、発光装置のライ
フ特性が高まる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するための、半導体発光装置を例示するものであって、本
発明は、半導体発光装置を以下のものに特定しない。なお特許請求の範囲に示される部材
を、実施の形態の部材に特定するものでは決してない。特に実施の形態に記載されている
構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発
明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が
示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さら
に以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示してお
り、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の
部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機
能を複数の部材で分担して実現することもできる。
【００２９】
　また、本明細書において、「鉛直方向」とは、貫通孔の深さ方向を指し、「水平方向」
とは、鉛直方向と直交する方向を意味する。さらに、貫通孔の「開口形状」及び「開口径
」とは、貫通孔の水平方向において開口する領域の形状、及びこの開口領域を構成する周
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縁の最小径をそれぞれ示す。また、貫通孔の「開口面積」とは、開口形状による面積を意
味する。さらに、本明細書で「径」は直径を意味するが、「径」で定義したものであって
も、円形に限らず、幅、長さを意味する場合もある。
【００３０】
　（実施の形態１）
　実施の形態１に係る発光装置１の一例として、その斜視図を図１に、図１のＩＩ－ＩＩ
’線における断面図を図２にそれぞれ示す。発光装置１は、主に、台座３と、これに連結
される封止キャップ４と、台座３及び封止キャップ４とで実質的に密封された内部領域に
、複数の半導体発光素子２とを備える。封止キャップ４の一の面２６には、複数の貫通孔
１０が形成されており、この貫通孔１０は光透過体５でもって閉塞されている。また、発
光装置１において、各貫通孔１０は、半導体発光素子２からの出射光の、主な光進行方向
に位置しており、複数の半導体発光素子２より出射される複数の光が、この貫通孔１０を
通過する。さらに発光装置１は、貫通孔１０の配列方向を認識できる位置決めガイド２８
を有する。
【００３１】
　また、図１及び図２の発光装置１は、略円盤状の台座３の中央領域にステム柱体９を固
定している。このステム柱体９の側面には、Ａｕ－Ｓｎなど導電性の接着材を介して、半
導体発光素子２の一例である半導体レーザ素子が搭載される。これにより半導体レーザ素
子２は、台座３と熱伝導状態に連結される。ただ、半導体発光素子２は、ステム柱体９を
介さず、直接台座３に載置することもできる。また、半導体レーザ素子２はワイヤー等の
導電部材を介して電気的にリード８と接続される。リード８は、台座３の下方に突出して
おり、このリード８が外部電極と電気的に接続されることで、半導体レーザ素子２に電力
が供給される。また、台座３及びステム柱体９とは、部位に応じて個々に命名したもので
あって異部材とは限らない。両者は同一部材の連結体または一体に構成することも可能で
ある。
【００３２】
　半導体レーザ素子２は、光を出射する光出射面１３が貫通孔１０と離間し且つ対向する
姿勢で搭載される。光出射面１３からの出射光は、図２の矢印に示すように上方へと進行
し、貫通孔１０、及びこの貫通孔１０に固着された光透過体５を通過して、発光装置１の
外部へと放出される。尚、本明細書における光出射面とは、その面全てから光が出射され
るものだけを意味するのではなく、面の一部から光が出射されるものも含む。また、本明
細書において、位置構成などでいう「上」とは、基体の必ずしも上面に接触して形成され
る場合に限られず、離間して基体の上方に形成される場合をも包含する意味で使用する。
【００３３】
　図１及び図２の例では、台座３に連結される封止キャップ４が、内部に空洞を有する略
環状であって、台座３の周囲近傍から上方に立設した側面２９と、この側面２９の上部を
閉塞する上面２６とを備える。つまり、封止キャップ４は、側面２９及び上面２６でもっ
て構成される。封止キャップの上面２６は台座３の主面と略平行であり、さらに、複数の
貫通孔１０が形成されている。貫通孔１０の形成個数は複数であれば特に限定されず、図
１及び図２の例では３個とした。また、貫通孔１０は上部からの平面視において円状であ
ることが好ましい。なぜなら、詳しくは後述するが、一の貫通孔１０内に、複数の光源か
らの出射光を効率良く通過させることができるからである。
【００３４】
　さらに、貫通孔１０は、互いに離間して直線状に並列して形成される。図１及び図２の
貫通孔１０の例では、各貫通孔１０の円状の中心同士による結線２７（図１の一点鎖線）
が、封止キャップの上面２６の径と、略同一線上になるよう配列されている。
【００３５】
　（位置決めガイド２８）
　また、発光装置１は、この複数の貫通孔１０の配列方向を認識できる位置決めガイド２
８を有する。位置決めガイド２８とは、非接触方法または接触方法などいずれの方法を問
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わず、貫通孔１０の配列方向を認識できる構造体である。この位置決めガイド２８は、発
光装置１を構成する全ての部材に加工でき、またその形状や形成方法は特に限定されない
。例えば、上述した結線２７と平行な帯状、面状、或いは任意の形状のマークを封止キャ
ップの上面２６や周縁の一部に形成し、これを位置決めガイド２８とできる。また、発光
装置１の部材の一部を切削加工し、この切り欠け部を位置決めガイド２８とすることもで
きる。ただ、位置決めガイド２８は、貫通孔１０の配列方向と略平行になるよう設けられ
ることが好ましい。なぜなら、位置決めガイド２８と貫通孔１０の配列方向を略同一とす
ることで、位置決めガイド２８でもって貫通孔１０の配列方向を認識しやすくなるからで
ある。
【００３６】
　図１の例において、発光装置１は、封止キャップ４における柱状の側面２９の一部に、
上面２６と略垂直な姿勢の平面２４を有する。この平面２４は、封止キャップ４の上面２
６と直交し、且つ貫通孔１０の配列方向に平行に位置する。すなわち、平面２４の傾斜方
向でもって貫通孔１０の配列方向が認識でき、上述した位置決めガイド２８としての機能
を果たす。実施の形態では、この平面２４を便宜上、ガイド面と称する。
【００３７】
　図１に示すように、ガイド面２４は矩形状であり、その一辺が上面２６の周縁の一部を
構成する。図１の例では、ガイド面２４の一辺が、上面２６の周縁形状において、円状の
弦の部分に相当し、貫通孔１０の配列方向と略平行に位置する。すなわち、この弦を位置
決めガイド２８として、貫通孔１０の配列方向を認識することもできる。
【００３８】
　図１のガイド面２４のように、２次元的に視認できるマークを位置決めガイド２８とす
れば、主に発光装置１の上面側及び側面側から、つまり２方向から位置決めガイド２８を
認識できる。すなわち、貫通孔１０の配列方向を多方面から識別できるため、貫通孔１０
の配列方向における識別の誤認が極減されて好ましい。
【００３９】
　上記のような位置決めガイド２８を有する発光装置１は、複数の発光装置１を並列する
際に、貫通孔１０の配列方向を容易に認識できる。図３は、複数の発光装置を一方向に並
列した際の上面からみた平面図である。図３（ａ）は、位置決めガイド２８を有する発光
装置１を用いており、また、図３（ｂ）では位置決めガイド２８有していない発光装置５
００を用いている。図３（ｂ）の、個々の発光装置５００内の貫通孔１０は、直線状に配
列されているものの、複数の発光装置５００を直列した際の、全ての貫通孔１０同士は同
一直線上に配列しておらず、すなわち全体の貫通孔１０において配列方向にばらつきがあ
る。
【００４０】
　これは、発光装置５００の上面２６の周縁形状が円状であるため、発光装置５００の載
置方向における基準位置が定まらないためである。すなわち、発光装置５００は、その載
置位置を変位せずとも同位置における回転にともなって、貫通孔１０の配列方向が各様に
なるからである。つまり、発光装置の外観形状からは貫通孔１０の配列方向が認識できず
、これにより、隣接する発光装置１の貫通孔１０の配列方向が一致しない。したがって、
隣接する全ての貫通孔１０を、直線状に連続して配列しようとすれば、各貫通孔１０の配
列方向を上面より視認し、これが同一直線上になるよう各々の発光装置５００の回転位置
を調節する必要がある。このような方法は、面倒な上に精度が落ちる。
【００４１】
　一方、図３（ａ）の発光装置１であれば、位置決めガイド２８でもって貫通孔１０の配
列方向を認識できるため、これを基準にして発光装置１を並列すれば、自ずと貫通孔１０
の配列方向も決定される。すなわち、貫通孔１０の配列方向を、位置決めガイド２８でも
って精度良く容易に制御できる。特に図３（ａ）の例のように、外観形状を利用した位置
決めガイド２８とすれば、位置決めガイド２８でもって発光装置１及び貫通孔１０の両方
の配列方向の調節が容易に実現するため好適である。
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【００４２】
　（実施の形態２）
　また、位置決めガイド２８は単数とは限らず、一の発光装置に複数の位置決めガイド２
８を有することもでき、このような発光装置１ｂを実施の形態２として挙げる。図４に示
す発光装置１ｂは、２つの位置決めガイド２８ａ、２８ｂを備えており、双方とも貫通孔
１０の配列方向とそれぞれ平行に位置している。
【００４３】
　複数の位置決めガイド２８を有することで、貫通孔１０の配列方向を一層認識しやすく
なる。加えて、図４の例のように、封止キャップの上面２６の上下位置に、平行な位置決
めガイド２８を有することで、発光装置１ｂを２次元状に容易に配列できる。具体的に、
一の発光装置１ｂにおいて、位置決めガイド２８ａ、２８ｂの延長線方向（図４における
左右方向）に、他の発光装置の位置決めガイドが配置されるよう隣接させて、複数の発光
装置１ｂを順に並列させる。同時に、対向するそれぞれの位置決めガイド２８ａ、２８ｂ
に、他の発光装置の位置決めガイド２８が平行になるよう（図４における上下方向に）、
隣接させて、複数の発光装置１ｂを順に並列させることで、発光装置１ｂを容易にマトリ
ックス状に配列できる。
【００４４】
　ただ、複数の位置決めガイドを有する場合、その配列方向は互いに平行とは限らず、双
方の配列方向が交差しても構わない。この場合、少なくとも一の位置決めガイドの配列方
向は、貫通孔１０の配列方向と同一とし、この位置決めガイドでもって貫通孔１０の配列
方向を認識しやすいようにすることが好ましい。
【００４５】
　また、このような位置決めガイドを有する一の発光装置を単位体とし、これを縦横自在
に並列していくことで、相対的に所望の発光領域を有する発光装置の集合体を形成できる
。つまり、集合体の形状を任意とすることができ、ひいては、この集合体より出射される
放出光の発光領域の形状を自在に制御できる。例えば、図３（ａ）のような直線ないし長
方形状や、図４のような正方形状など任意の形状を実現できる。
【００４６】
　（実施の形態３）
　また、位置決めガイドは、上記のように貫通孔１０が形成される部材のみならず、この
部材を連結する他の部材に設けてもよい。このような発光装置１ｈを実施の形態３として
図５の平面図に示す。図５の例では、貫通孔１０が形成されている封止キャップ４には位
置決めガイドが設けられていない。一方、封止キャップ４を連結する台座３に位置決めガ
イドが形成されている。これにより、貫通孔１０の配列方向を認識できると共に、台座３
と貫通孔１０の連結位置が容易に制御できる。
【００４７】
　具体的に、台座３は、その周縁部であって、かつ台座３の径の端部（図５における台座
３の左右の両端部）に、三角状の切り欠き部３１ａを有する。台座３に封止キャップ４を
固着する際、この台座３の切り欠き部３１ａに、封止キャップ４上の貫通孔１０の一端が
近接するよう調節し、切り欠き部３１ａの三角状の頂点が、各貫通孔１０の中心を結ぶ結
線２７上に位置するよう合わせる。これにより、切り欠き部３１ａ及び貫通孔１０が直線
状に配列され、台座３上の所定の位置に貫通孔１０が配列されたことを確認できる。
【００４８】
　さらに、複数の発光装置１ｈを並列する際、隣接する発光装置１ｈ同士の切り欠き部３
１ａが隣り合うように位置合わせすることで、隣接する発光装置１ｈ同士の貫通孔１０を
連続して直線状に配置できる。つまり、台座３に設けられた切り欠き部３１ａでもって、
貫通孔１０の方向を認識できると共に、台座３と封止キャップ４の連結位置を誘導する位
置決めガイドの役割を果たす。さらに、複数の発光装置１ｈにおける貫通孔１０の並列方
向を確実に制御できて好ましい。また、台座３に形成される位置決めガイド３１ａは、実
施の形態１と同様、種々の形状や構造とできることは言うまでもない。



(9) JP 5435854 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

【００４９】
　（実施の形態４）
　一方、発光装置は、貫通孔１０を形成する部材と、この部材を連結する他の部材との双
方に、位置決めガイドを備えることもできる。このような発光装置１ｉを実施の形態４と
して、図６の平面図に示す。図６の例では、封止キャップ４上に、実施の形態１または２
と同様の位置決めガイド２８を有しており、これにより貫通孔１０の配置方向を即座に認
識できる。加えて、台座３にも実施の形態３と同様の位置決めガイド３１ａを有する。こ
の結果、台座３と封止キャップ４との連結位置を一層容易に、かつ確実に特定できる。
【００５０】
　また、図６の台座３は、左右方向に設けられた三角状の位置決めガイド３１ａに加えて
、この左右方向と直交する上下方向の、台座３の径の一方の端部（図５の上部）に、矩形
状の切り込み３１ｂを有する。この切り込み３１ｂは、上述の位置決めガイド３１ａと同
様に、貫通孔１０の配列方向を認識できる位置決めガイドとしての機能を有すると共に、
台座３の回転位置をもガイドできる。つまり、台座３の外周形状が円状である場合、回転
角にかかわらずその形状が同一であるため、基準の回転方向を特定し辛い。したがって、
図６に示すように、切り込み３１ｂにより台座３の形状を上下で非対称とすることで、切
り込み３１ｂが円状の回転方向の目印となり、台座３の基準位置を容易に特定できる。す
なわち切り込みガイド３１ｂは、台座３の回転方向を認識可能な基準位置ガイドとできる
。
【００５１】
　図６の例では、各部材の位置決めがさらに容易となり、製造工程が簡略になる。すなわ
ち、台座３の基準位置ガイド３１ｂでもって台座３の回転方向を制御すると共に、封止キ
ャップ４の方向を位置決めガイド２８で認識し、さらに、封止キャップ４の位置決めガイ
ド２８と、台座３の位置決めガイド３１ａとを位置合わせすることで、それぞれの部材を
適切な位置関係に容易に接合できる。すなわち、台座３及び封止キャップ４にそれぞれの
ガイドを設けることで、台座３の回転方向、貫通孔１０の配列方向、台座３と封止キャッ
プ４との接合位置、ひいては、台座３上に載置される発光素子と貫通孔１０の位置決めが
容易に決定されて好適である。以下、発光装置の個々の部材について説明する。
【００５２】
　（光源）
　発光装置１の光源として採用される半導体発光素子２は、発光ダイオード、半導体レー
ザなど種々のものが利用できる。ただ、実施例１の光源としては、３５０ｎｍないし４７
０ｎｍに発光ピーク波長を有する半導体レーザ素子若しくは端面発光型ＬＥＤが好ましく
、特に半導体レーザ素子を採用することが好ましい。なぜなら半導体レーザ素子から出射
されるレーザ光は指向性が高く、光を一方向へと導波しやすいからである。この結果、光
源からのレーザ光を高効率に発光装置の外部へと取り出すことができ、高出力、高輝度な
放出光が実現できる。また、上記範囲の発光ピーク波長を有する光源であれば、所定の波
長変換物質とでもって、色変換のストークスシフトを小さくでき、本質的なエネルギー変
換を有効に行える。また、レーザ光自体の透過光を利用し、単一の波長変換部材７のみで
所定の色相を放出することが可能となる。これにより、光学特性の調整が容易となり変換
効率を高くできる。
【００５３】
　半導体発光素子自体は、当該分野で公知の方法及び構造を有して作製されるいかなる半
導体発光素子であってもよく、通常、基板上に半導体層が積層されて構成される。例えば
、半導体レーザ素子２は、ｎ型半導体層とｐ型半導体層との間に活性層を形成し、この活
性層が多重量子井戸構造、又は単一量子井戸構造をなすものであって、特にＩＩＩ－Ｖ族
窒化物半導体より形成されるのが好ましい。ＩＩＩ－Ｖ族窒化物半導体から成る半導体レ
ーザ素子の具体例としてはサファイア、ＳｉＣ、ＧａＮ等の基板上に下地層としてノンド
ープＡｌxＧａ1-xＮ（０≦ｘ≦１）から成る窒化物半導体を成長させ、その上にＳｉドー
プＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）から成るｎ型コンタクト層（省略可能）、ＳｉドープＩ
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ｎxＧａ1-xＮ（０≦ｘ≦１）から成るクラック防止層（省略可能）、ノンドープＡｌxＧ
ａ1-xＮ（０≦ｘ≦１）とＳｉドープＧａＮとから成る超格子構造であるｎ型クラッド層
、ＧａＮから成るｎ型ガイド層、井戸層ノンドープＩｎxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）と障壁
層Ｓｉドープ又はノンドープのＩｎxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）とを有する多重量子井戸構
造である活性層、ＭｇドープＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ＜１）から成るキャップ層、ノンド
ープＧａＮから成るｐ型ガイド層、ノンドープＡｌxＧａ1-xＮ（０≦ｘ≦１）とＭｇドー
プＧａＮとから成る超格子構造であるｐ型クラッド層、ＭｇドープＧａＮから成るｐ型コ
ンタクト層を積層したものが挙げられる。さらに、この半導体レーザ素子には光導波路端
面の反射面に酸化膜から成る光反射膜を有することで高反射率とできる。加えて、金属酸
化膜を用いることもできる。
【００５４】
　この他、光源の半導体発光素子２として発光ダイオードを使用することもでき、この場
合は端面発光型のものが好適である。端面発光型ダイオードとは、発光ダイオードを構造
面から分類した場合の一種で、半導体レーザと同じように活性層の端面から光を取り出す
ものをいう。これは、活性層の屈折率を高くして光導波作用を起こさせることで、端面か
ら光を出力させることを可能にしている。このように出力面積を絞ることで、光の指向性
を高め、後述する波長変換部材７の単位面積あたりの受光量を増大させることができる。
つまりは波長変換部材７でもって変換される単位面積あたりの光量が増加するため、相対
的に装置から高輝度な出力光を得ることが可能となる。
【００５５】
　（台座）
　上記の半導体発光素子２は、台座３上に載置される。台座３は、封止キャップ４と共に
構成する内部空間内に、半導体発光素子２を気密状態で固定する。この台座３の形状は特
に限定されず、例えば、平面視において、正方形、長方形などの多角形の他、円状、半円
状、楕円状など各様とできる。図１の台座３では、平面を有する略円盤状とし、その上方
に、一部変形した略円筒形状の封止キャップ４を接合することで、内部空間を気密状態に
できる。
【００５６】
　また、台座３及びステム柱体９の材質は、封止キャップ４との接着性や、放熱性の良い
ものが好ましく、例えばＣｕ、またはＣｕに少なくともＷ、Ｍｏのいずれか一つを含有さ
せた合金、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ａｕ、Ａｌ、真鍮、コバール、ステンレス等のメタル、も
しくはＡｌ2Ｏ3、ＳｉＣ、ＡｌＮ、ダイヤモンドなどのセラミックが挙げられる。加えて
、台座３及びステム柱体９は熱膨張係数の近い材質の組み合わせが好ましい。
【００５７】
　また、台座３は、複数の部材、部位から構成されてもよく、この場合、各部材や部位は
Ａｕ－Ｓｎ等の蝋付け、抵抗溶接、半田付け等で接合される。さらに、台座３にリード８
を設ける際に、絶縁材を用いることができる。絶縁材としては、ＺｒＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ａ
ｌＮ、ＳｉＣ等のセラミックや、シリコン、エポキシ、ｐｅｅｋ(polyether ether keton
e)などの樹脂、又は低融点ガラスなどを用いることができる。
【００５８】
　また、半導体発光素子２は、放熱部材を介して台座３上に載置されることが好ましい。
放熱部材は、半導体発光素子で発生した熱を逃がす役割を担い、熱伝導率が高いものであ
ることが好ましい。また、半導体発光素子と熱膨張係数が近いもの、熱応力を緩和させる
ことができるもの、その表面が有機材料で構成されておらず、無機材料で構成されている
もの、所定の方向に熱を逃がすことができる材料(例えば、ＡｌＮ、ダイヤモンド、Ｃｕ
－ダイヤモンド)のいずれか、または全てを備える材質のものが好ましい。さらには、自
己形状保持力を有している材質が一層好ましく、これにより部材を容易に組み立てること
ができる。具体的には、ＳｉＣ、ＡｌＮ、Ｃｕ、Ｃｕ－Ｗ、Ｃｕ－Ｍｂ、Ｃｕ－ダイヤモ
ンド、ダイヤモンド、Ｓｉ等が挙げられる。上記のような放熱部材に半導体発光素子２を
接着させる方法としては、Ａｕ－Ｓｎ等の合金や、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ
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／Ｐｔのような多層膜構造を用いた膜による熱融着が挙げられる。
【００５９】
　また、半導体発光素子２の実装方法としては、フェイスダウン実装、フェイスアップ実
装、フリップ実装など、種々の方法を採用できる。フェイスダウン実装とは半導体発光素
子の半導体側を実装基体(放熱部材)に実装したものである。フェイスアップ実装とは、半
導体発光素子の基板側を実装基体(放熱部材)に実装したものである。フリップチップ実装
とは、チップを実装する際に、チップ表面と実装基体をアレイ上に並んだ導電性の突起状
の端子(バンプ)によって接続する構造である。
【００６０】
　本発明において、複数の半導体発光素子の各波長は、同じ波長帯でもよいし、異なって
いても良い。特にＲＧＢに対応する半導体発光素子を同じ放熱部材上に配置したものでも
よい。この場合、放熱部材上に、それぞれ分離した状態で配置されてもよいし、放熱部材
上に配置された１つの半導体レーザ素子の上に２つの半導体発光素子が配置されているよ
うな形態でもよい。また、放熱部材上に配置された１つの半導体発光素子の上に、他の２
つのレーザ素子が１つの素子として形成されているような２波長集積型レーザを配置して
も良いし、それらの逆でも良い。このような半導体レーザ素子の場合にも効果的に放熱す
ることができる。
【００６１】
　（封止キャップ）
　封止キャップ４は、抵抗溶接、半田付けなどで台座３と連結されて、台座３上に載置さ
れた半導体発光素子２を気密封止状態にする。したがって、封止キャップ４の材質として
は、上面２６に形成された複数の貫通孔１０を閉塞する光透過体５と、台座３との密着性
の良いものが好ましく、さらに、放熱性に優れたものが一層好ましい。一例として、コバ
ール、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、真鍮などが挙げられる。なかでも、熱伝導率が高く、且つプロ
ジェクションを用いた抵抗溶接が可能であるニッケル、コバールが好ましい。
【００６２】
　さらに、封止キャップ４は、台座３との連接により形成される封止領域内に包含された
半導体レーザ素子を気密状態に維持し、かつ複数の貫通孔１０を形成可能な形状とする。
したがって、封止キャップ４と台座３の形状は互いに依存する。例えば凹部形状であって
上部に開口した台座３と、この上面を密封する平面状の封止キャップ４で構成することも
できる。また、封止領域内の気密状態を維持する観点から、封止領域内に在する部品点数
を低減させるのが好ましい。理想的には光源である半導体発光素子２のみを載置させるの
が良い。ただ、発光装置の使用状況に応じて、封止領域内に、半導体発光素子２の温度を
検出するサーミスタ（温度センサ）やペルチェモジュール、フォトダイオード（受光素子
）、ツェナーダイオード（保護素子）、レンズ、サブマウント等を設けることも可能であ
る。これにより半導体発光素子２の駆動状態を把握、或いは保護することができ、素子の
ライフ特性をさらに向上させることができる。
【００６３】
　（貫通孔）
　発光装置１は、上述の通り、封止キャップ４の上面２６に複数個の貫通孔１０を有する
。図１に示すように、これらの貫通孔１０は互いに離間し、かつ直線状に配列されている
。また、貫通孔１０は図２に示すように、封止キャップ４の厚さ方向に貫通する孔であっ
て、光透過体５によって閉塞されている。台座３に載置された半導体発光素子２からの出
射光は、この貫通孔１０を通過して発光装置の外部へと放出される。貫通孔１０の形状は
、略逆円錐台形形状やカップ形状等、特に限定されない。また、開口形状は、円形、楕円
形、長方形、正方形、菱形、多角形等、種々の形状とできる。また、開口径及び開口形状
は、貫通孔１０の深さ方向において、一定でもよいし変化してもよい。ただ、開口形状を
円状とし、発光装置の外方へと向かって開口径を大きくするテーパ状の貫通孔１０が好ま
しい。これにより、半導体発光素子２側への戻り光が低減され、外部への光取り出し効率
が高まる。
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【００６４】
　さらに、貫通孔１０の開口径は、光透過体５の水平方向における径の最大値より小さい
ことが好ましい。これにより、半導体発光素子２から出射された光が、光透過体５に進行
し、これによって反射された際の反射光を、上面２６側へと再び反射させて、発光装置の
外部へと取り出すことができる。具体的に、貫通孔１０の開口径を以下の数式を満たす範
囲に限定することで、上記の効果が一層得られて好ましい。
【００６５】
【数３】

【００６６】
　ただし、上記の数式において、Ａ(ｍｍ2)は、貫通孔の開口面積の最小値である。Ｌ(ｍ
ｍ)は、半導体発光素子と貫通孔までの距離である。Ｒ(°)は、半導体発光素子２からの
出射光の広がり角である。「半導体発光素子からの出射光の広がり角」とは、ピーク強度
の１／ｅ2における全角である。
【００６７】
　また、貫通孔１０の開口領域は、半導体発光素子２からの出射光の放射束が最大に通過
されることが好ましい。図７は、発光装置１、１ｂの貫通孔１０における開口領域を示す
平面図である。図７の例では、貫通孔１０は平面視において真円状であり、この貫通孔１
０を２つの半導体発光素子２からの出射光３０ａ、３０ｂが通過している。
【００６８】
　貫通孔１０の開口径及び開口形状は、複数の出射光３０ａ、３０ｂの光分布領域を効率
良く包含できる大きさ及び形状を有することが好ましい。例えば図７の場合、水平方向に
おいて、複数の出射光３０ａ、３０ｂの、それぞれの短径ｂの加算値と、長径ｌとを比較
した際の大きい方の値である長径ｌを基準にして、この長径ｌを包含する径を貫通孔１０
の開口径ｄとすれば、出射光３０ａ、３０ｂのほぼ全ての光束を貫通孔１０へと導くこと
ができ好ましい。したがって、貫通孔１０の開口径及び開口形状は、半導体発光素子２の
ＦＦＰ（Far Field Patern）による光分布領域に依存する。
【００６９】
　通常、半導体レーザ素子や端面発光型ダイオードのような半導体発光素子２は、回折現
象によって活性層の発光強度分布の角度が広がり、そのＦＦＰは図７に示すような楕円形
状となる。実施例１では、このＦＦＰの短径ｂと長径ｌにおけるアスペクト比が２．０～
４．０の範囲にある半導体発光素子２を使用した。
【００７０】
　ＦＦＰのアスペクト比を上記の範囲に限定し、このＦＦＰを有効に配分できる開口径を
備えることで、開口領域における出射光の放射束を大きくでき、ひいては高輝度な放出光
が実現できる。すなわち、図７に示すように、貫通孔１０の開口領域における、出射光の
非通過域を低減し、開口形状と、出射光の総照射領域とを僅差とすることで、いわば貫通
孔１０のほぼ全域より出射される放出光が得られる。具体的に、貫通孔１０が形成される
上面２６において、開口面積の１５～１００％を、出射光３０ａ、３０ｂの総照射領域で
もって占有できるよう、開口径とアスペクト比とを調節することが好ましい。これにより
、一の貫通孔１０の開口領域に、複数の半導体発光素子の出射光を効率よく通過させて、
高輝度な放出光を発光装置の外部へと放出させることができる。
【００７１】
　（光透過体）
　また、封止キャップ４において、光源からの出射光を受光する受光領域に設けられた貫
通孔１０は、封止キャップの厚さ方向に貫通されており、かつ半導体レーザ素子２の光出
射面１３と離間されて位置する。この貫通孔１０は光透過体５でもって閉塞される。閉塞
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方法は公知の方法を採用でき、例えば貫通孔１０に低融点ガラス等の接着材でもって光透
過体５を固定できる。或いは接着材を使用せず、ガラス製の光透過体５と、封止キャップ
４とにおける化学反応により、光透過体５及び封止キャップ４を互いに固定できる。これ
により貫通孔１０の貫通領域を閉塞状態とする。換言すれば光透過体５は封止キャップ４
でもって支持される。また、各貫通孔１０は一の光透過体５で閉塞される他、複数の貫通
孔１０を一の光透過体５でもって閉塞することもできる。
【００７２】
　光透過体５は、半導体発光素子２からの出射光の少なくとも一部を封止キャップ４の外
側へと透過可能にしており、好適には半導体発光素子２からの出射光のほぼ全てを透過で
きるものとする。さらに光透過体５の径における中心軸は、半導体発光素子２の出射光に
おける光軸とほぼ等しい。光透過体５の径は、半導体レーザ素子２からの出射光がほぼ全
て進行できる大きさであれば特に限定しない。本明細書で言う「ほぼ全て」とは光の８０
％以上を意味しており、この範囲内であれば、光源から発光装置１外への光取り出し効率
が高まる。例えば、光透過体５における受光側の形状は、半導体レーザ素子２の光出射パ
ターンとほぼ同じ形状、若しくは円形状とすることができる。なぜなら、光源である半導
体レーザ素子２は、出射光の指向性が高いため一方向へ導光しやすい。したがって光透過
体５の径は、半導体レーザ素子２からの出射光をカバーできる径とすれば足り、入光部を
必要以上に大きくする必要がない。換言すれば、光透過体５の受光側の形状は、半導体レ
ーザ素子２の出射パターン及び、半導体レーザ素子２と光透過体５間との距離を考慮した
光形状の面積を備えていればよい。
【００７３】
　このように、光透過体５の受光側の形状及び面積を、半導体レーザ素子２の光出射面１
３のそれとほぼ同一とすれば、半導体レーザ素子２からの指向性の高い出射光のほぼ全て
を光透過体５内に導光できる上、いったん光透過体５内に進行した光が、戻り光となって
再び半導体レーザ素子２側へと出射するのを防止できる。
【００７４】
　また、光透過体５の形状としては、半球形状、ボール形状、レンズ形状、円盤形状、円
錐形状など任意の形状とできる。例えば、その両端間において、一貫した大きさの径を有
する環状、あるいは光進行方向につれて径が大きくなる逆テーパー形状、あるいは光進行
方向につれて径の拡大率が小さくなる半円球形状や平凸形状としてもよい。特に、半球形
状やボール形状等の曲面を有している構造が光取り出し効率が高く好ましい。また、光透
過体５において、光出射側での空気との界面にて生じる屈折率差を考慮し、光透過体５の
光出射側の形状を適宜選択・加工することにより、集光・拡散等の波面制御が可能となる
。さらに、光透過体５は、例えば、球面レンズ、非球面レンズ、シリンドリカルレンズ、
楕円レンズ等のレンズを備えることでも、出射光の波面制御を実現できる。
【００７５】
　また、光透過体５は少なくとも光の一部を透過する機能を有するものであって、透明色
に限定しない。光透過体５は、半導体発光素子２から出射された光の吸収率が低い材料が
好ましい。また、図２に示すように、光透過体５内に波長変換部材７を含有させることも
できる。この場合、半導体発光素子２からの出射光が波長変換部材７を照射し、波長変換
された光の吸収率が低い光透過体５がさらに好ましい。具体的には、ガラスやセラミック
(ＺｒＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ、ＧａＮ等)、樹脂(シリコーン樹脂、エポキシ樹脂等)等が
挙げられる。
【００７６】
　また、光透過体５は単層に限らず、層別に機能を有する複層とできる。例えば、光透過
体５の界面における反射率を低減させるためのフィルタが成膜されていても良い。フィル
タは単層膜でも多層膜でもよい。多層膜を用いる場合、高屈折率材料と低屈折率材料を交
互に成膜することが好ましい。具体的には、ＡｌＮ、ＳｉＯ2、ＴｉＯ2、Ｔａ2Ｏ5、Ｓｉ
Ｏ、Ａｌ2Ｏ3、Ｔｉ3Ｏ5、Ｔｉ2Ｏ3、ＴｉＯ、Ｎｂ2Ｏ5、ＣｅＯ5、ＺｎＳ、ＭｇＦ2等が
挙げられる。これにより、選択的に波長を透過させることができる他、半導体発光素子２
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側への戻り光を低減し半導体発光素子の特性の悪化を防止できる。
【００７７】
　（波長変換部材）
　波長変換部材７は発光半導体素子２から出射された光が照射されることで、波長変換し
た光を発する。つまり、発光半導体素子２の光源光と、波長変換部材７で波長変換された
光との混色光を外部に取り出すことができる。換言すれば、必要に応じた波長変換部材７
を選択することで、所望の波長を得ることができる。また、複数種類の波長変換部材７が
存在してもよい。
【００７８】
　例えば、波長変換部材７の一例として蛍光体を用いることで、白色光は次のようにして
得られる。第１の方法は、半導体レーザ素子２から発光される、可視光の短波長側領域の
青色光で、黄色発光の蛍光体を励起させる。これにより一部波長変換された黄色光と、変
換されない青色光が混色し、補色の関係にある２色により白色光として放出される。第２
の方法は、半導体レーザ素子２から放出される、紫外から可視光の短波長側領域の光によ
り、Ｒ・Ｇ・Ｂ蛍光体を励起させる。波長変換された３色光が混色し、白色光として放出
される。
【００７９】
　上記の機能を実現できる代表的な蛍光体としては、銅で付括された硫化カドミウム亜鉛
やセリウムで付括されたＹＡＧ系蛍光体及びＬＡＧ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、Ｌｕ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。）等が好ましい。またＹＡＧ、ＬＡＧ、ＢＡＭ、ＢＡＭ：Ｍｎ
、ＣＣＡ、ＳＣＡ、ＳＣＥＳＮ、ＳＥＳＮ、ＣＥＳＮ、ＣＡＳＢＮ及びＣａＡｌＳｉＮ3

：Ｅｕからなる群から選択される少なくとも１種を含む蛍光体が使用できる。光源からの
励起光と、この励起光における波長変換効率の良好な蛍光物質と、を組み合わせることに
よって、発光出力の高い発光装置を得ることができるとともに、種々の色味の光を得て、
演色性の高い出射光を得ることができる。
【００８０】
　（拡散剤等）
　また、光透過体５には、波長変換部材７に加えて、または単独で、粘度増量剤、光拡散
材、顔料、蛍光物質等、使用用途に応じて適切な部材を添加することもできる。光拡散材
として例えば、チタン酸バリウム、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化珪素、二酸化珪
素、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、銀、および、これらを少なくとも一種以
上含む混合物等を挙げることができる。これにより、色分布の良好な光源を得ることがで
きる。同様に外来光や発光素子からの不要な波長をカットするフィルター効果を持たせた
フィルター材として各種着色剤を添加させることもできる。
【００８１】
　光拡散物質と、蛍光体等の波長変換物質を併用することで、半導体レーザ素子２及び蛍
光体からの光を良好に乱反射させ、大きな粒径の蛍光体を用いることによって生じやすい
色ムラを抑制することができるので、好適に使用できる。また、発光スペクトルの半値幅
を狭めることができ、色純度の高い発光装置が得られる。一方、１ｎｍ以上１μｍ未満の
光拡散物質は、半導体レーザ素子２からの光波長に対する干渉効果が低い反面、透明度が
高く、光度を低下させることなく樹脂粘度を高めることができる。
【００８２】
　（反射部材）
　また、発光装置１は反射部材を備えることができる。反射部材は、半導体発光素子２か
らの出射光である一次光や、この一次光が波長変換部材７によって波長変換された二次光
、あるいは、光拡散材により拡散された光の進行方向を、発光装置の上面側へと有効に誘
導し、半導体発光素子２側へと戻り光となることを抑止できる。これにより光取り出し効
率が向上し、光出力の増大につながる。
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【００８３】
　反射部材の材質は、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ、Ｎｉ、Ｉｎ、Ｐｄ等のメタル及びＩｎ－Ａｇ、
Ａｕ－Ａｇ等の合金、ＡｌＮ、ＳｉＯ2、ＴｉＯ2、Ｔａ2Ｏ5、ＳｉＯ、Ａｌ2Ｏ3、Ｔｉ3

Ｏ5、Ｔｉ2Ｏ3、ＴｉＯ、Ｎｂ2Ｏ5、ＣｅＯ5、ＺｎＳ、ＭｇＦ2等から構成される多層膜
などを少なくとも1以上含むものが好ましい。また、反射部材は、台座３における、半導
体発光素子２の載置面側の全面に設けることが好ましい。特に、光透過体５が存在する個
所に反射部材が配置されることが好ましい。
【００８４】
　上記の構造を有する発光装置であれば、一の光源からの出射光が楕円形状などの方向性
を有するパターンであっても、各貫通孔１０を通過する複数のＦＦＰの集合領域、すなわ
ち光の強度分布を、貫通孔１０の開口形状と近似させることができる。この結果、出力光
のパターンを無方向性にできる。さらに、貫通孔１０内での光密度を高めることができ、
貫通孔１０からの出力光における、単位面積あたりの光束量を高められる。ひいては、照
射される蛍光体の単位面積あたりの波長変換量を増大させることが可能となり、これによ
り、高輝度な光を発光装置外へと放出できる。また、それぞれの貫通孔における、開口形
状及び通過する出射光の数を実質的に同一とすれば、光源からの一次光と、波長変換部材
７によって波長変換された二次光との混色比率を略統一できるため、各貫通孔より出力さ
れる光の発光特性を略同一とできる。
【００８５】
　すなわち、上述したように、一の発光装置を単位体とし、これを縦横自在に連結して所
望の発光領域を有する発光装置の集合体を形成でき、さらに、この集合体における全貫通
孔１０より、色相及び輝度等の発光特性が略均一な光を放出できる。いわば、任意の形状
の発光領域内に、発光特性の統一されたドット状の光源を、制御された配列方向に構成で
きる。また、この集合体より放出される全出力光の輝度は、発光領域の増減に依存せず略
一定とできる。
【００８６】
　一方、各貫通孔１０より発光特性の異なる光を放出することも可能である。具体的に、
各貫通孔１０において、通過する光源の数、開口面積、光透過体とを個々に制御すること
で、種々の放出光を容易に放出できる。以下、図面を基にして本発明の発光装置に係る実
施例を説明する。ただし、実施の形態と実質的に同一の構造においては同一の番号を付し
ており、また適宜詳細な説明を省略する。
【実施例１】
【００８７】
　図８は実施例１に係る発光装置１ｃの断面図である。発光装置１ｃにおいて、リード８
は低融点ガラスにより台座３に固定されており、かつリード８は外部電極と電気的に接続
される。また、実施例１の台座３はＳＰＣとＣｕから構成される。この台座３及び封止キ
ャップ４により構成される内部領域であって、台座３上には複数の半導体発光素子２が気
密封止状態に載置されており、詳しくは、２つの半導体発光素子２の出射光が、１つの貫
通孔１０を通過するように配置されている。また、半導体発光素子２は、ステム柱体９の
一側面に、Ａｕ－Ｓｎ等の接着材を介して固定されており、実施例１では、ピーク波長４
４５ｎｍ、ＦＦＰのアスペクト比が１：２．７である半導体レーザを用いた。この半導体
レーザ２とリード８はワイヤを介して電気的に接続されており、これにより半導体レーザ
２に電力が供給される。
【００８８】
　また、封止キャップ４の一の面である上面２６には、複数の貫通孔１０が設けられてい
る。この貫通孔１０は、図８に示すように、その深さ方向において開口径を略一定とする
。具体的に貫通孔１０は、柱状の周壁により構成されており、この貫通孔１０の上方を円
盤形状の光透過体５が密封している。各貫通孔１０において、開口面積の約１５～１００
％が、半導体発光素子２のＦＦＰによって占められている。また、実施例１の各貫通孔１
０は、それぞれの光透過体５によって別個に閉塞されている。さらに、この光透過体５に
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は、波長変換部材７であるＹＡＧとＬＡＧが含まれる。半導体発光素子２から出射された
光は、貫通孔１０を通過後、光透過体５に入射し、さらに光透過体５内の波長変換部材７
により波長変換される。半導体発光素子２の青色光と、波長変換部材７により得られた黄
色光および緑色光との混色により、極めて高輝度かつ演色性に優れた白色光が得られた。
【実施例２】
【００８９】
　また、実施例１において、貫通孔１０の開口径が変化を有する例、具体的には光進行方
向にしたがって大きくしたものを実施例２の発光装置１ｄとして挙げる。図９に示す断面
図は、実施例２に係る発光装置１ｄであり、その貫通孔１０は逆テーパ形状である。各貫
通孔１０は実施例１と同様、光透過体５によって個々に閉塞されている。実施例２の光透
過体５は、貫通孔１０の開口周壁に応じて、これに嵌合可能な形状を有しており、すなわ
ち逆円錐台形状である。このように、貫通孔１０及び／又は光透過体５の受光側と出射側
で、その径の大きさを変化させ、具体的には出射側の径を受光側のそれよりも大きくすれ
ば、貫通孔１０及び／又は光透過体５内に進行した光が、貫通孔１０の壁での反射等によ
り半導体レーザ素子２側へと戻るのを防止できる。すなわち、発光装置の外方へと高効率
に導光できるため発光装置における集光率が高まる。
【００９０】
　また、逆テーパ形状の貫通孔１０を閉塞する光透過体５の形状は、貫通孔１０を実質的
に密封できれば特に限定されず、上記の円錐台形状に加えて、例えば図２に示すような円
盤形状とすることもできる。円盤形状であれば、部品の製造を容易とでき、不良品の発生
を抑制して歩留まりの向上を実現できる。
【実施例３】
【００９１】
　また、実施例３に係る発光装置１ｅの断面図を図１０に示す。図１０の発光装置１ｅは
、複数の貫通孔１０を一の光透過体５でもって閉塞している点を特徴とする。これにより
、部品点数を低減してコストの削減を図れる他、各貫通孔１０において、光透過体５内に
含有される波長変換部材７でもって波長変換される光量をより均一に制御できるため、配
向色ムラの少ない発光装置とできる。
【実施例４】
【００９２】
　さらに、複数の封止キャップを有する発光装置１ｆとすることもでき、これを実施例４
に挙げる。図１１は、実施例４に係る発光装置１の断面図である。発光装置１ｆは、封止
キャップ４の外方にさらに外側キャップ６を有しており、つまり２重のキャップ構造を備
える。これにより、封止領域内の気密状態をさらに安定したものとできる。また、外側キ
ャップに乱反射等の光拡散を促す保護機能を具備させることで、高エネルギーの放出光が
直接、目などに進行して有害な影響を与えるのを抑止でき、安全性の高い発光装置とでき
る。
【００９３】
　また、外側キャップ６は、台座３上に連結され、封止キャップ４の外側を被覆できるも
のであれば、その形状は特に限定されない。また、外側キャップ６の材質は、封止キャッ
プ４と同一とすることもでき、特に、当接する部材と熱膨張係数が略等しいことが好まし
い。これにより耐熱性の高い発光装置とできる。実施例４の外側キャップ６は、封止キャ
ップ４と類似する円筒状とし、材質としてはコバールを採用した。また、外側キャップ６
の径及び高さは、封止キャップ４の径及び高さよりも大きく、略円筒状のキャップ６の内
部には開口部が形成されている。さらに、外側キャップ６は台座３の周縁部から上方向に
連結され、封止キャップ４の外周を包囲する。
【００９４】
　この外側キャップ６及び台座３の連結は、例えば抵抗溶接の他、公知の手段を採用でき
る。加えて、図１１に示すように、外側キャップ６及び台座３とを、溶接用部材７０を介
して連結してもよい。溶接部材７０は熱伝導性の高低において、どちらの部材をも利用で
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き、例えば熱伝導性の低い部材であれば、装置内の複数の熱源からの発熱と、貫通孔１０
を通過した放出光からの発熱とを別経路で放熱できる。一方、熱伝導性の高い部材であれ
ば、主な発熱源からの放熱経路を拡大できるため、発光装置内の蓄熱を抑制できる。
【００９５】
　また、発光装置１ｆは、外側キャップ６において、少なくとも光透過体５を介した透過
光を受光する領域に、この透過光を発光装置１ｆの外方へと導光できる構造を有する。例
えば、封止キャップ４と類似の貫通孔を、外側キャップ６に設けることができる。具体的
には、外側キャップ６の厚み方向において、内外に貫通した貫通孔を設け、これを閉塞す
る透過部材を密着させる構造とし、この透過部材を介して光を外部へと放出させることが
できる。或いは外側キャップ６自体を、透過性を有する材質としてもよい。
【実施例５】
【００９６】
　また、各部材の形状は各様に変更できる。一例として、実施例５に係る発光装置１ｇの
斜視図を図１２に、さらに図１２のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ’線における断面図を図１３にそ
れぞれ示す。発光装置１ｇは、部材の形状や構成位置が相違する点で他の実施例と相違し
ており、各部材の実質的な機能は同様である。図１２及び図１３に示す発光装置１ｇの例
では、高さ方向（図１２及び図１３における上下方向）に薄い直方体形状であって、高さ
方向と直交する方向（左右方向）に貫通孔１０ｂが並列されている。
【００９７】
　具体的に、発光装置１ｇにおいて、平板状の台座３ｂには複数の半導体発光素子２がＡ
ｕ－Ｓｎ等の接着材を介して載置される。半導体発光素子２は、台座３ｂと、この台座３
ｂの周縁から立設した直方体状の封止キャップ４ｂでもって、気密状態に封止される。た
だ、発光装置１ｇを構成する部材においては、その名称にかかわらず、半導体発光素子２
を固定し、或いは内部に構成される領域を気密状体に維持できるものであれば、台座３や
封止キャップ４の機能を有する代替部材として採用できる。
【００９８】
　また、発光装置１ｇは、図１３に示すように、半導体発光素子２の出射方向を側方向（
矢印の方向）としており、この出射方向側に位置する封止キャップ４ｂの側面２９ｂには
、複数の貫通孔１０ｂが形成されている。貫通孔１０ｂは、光源からの出射光を透過可能
な光透過体５によって閉塞されており、一の貫通孔１０ｂより複数の出力光が有効に通過
されるのは他の実施例と同様である。さらに、複数の貫通孔１０ｂは、側面２９ｂを構成
する矩形状の長手方向（図１２における左右方向）と平行に形成されている。言い換える
と、側面２９ｂの形状でもって貫通孔１０ｂの配列方向を認識でき、すなわち側面２９ｂ
、或いは側面２９ｂの一部を位置決めガイド２８とできる。ただ、発光装置１ｇは直方体
状の部材から構成されるため、側面２９の長手方向と平行な部位が多く存在しており、し
たがって、これらを位置決めガイド２８とすることもできる。
【００９９】
　また、図１２及び図１３に示す発光装置１ｇの形状であれば、位置決めガイド２８を基
準にして複数の発光装置１ｇを並列しやすい。すなわち、平板状の発光装置１ｇを上方に
積層し、又は／かつ横方向に並列することで、組み合わされた側面２９ｂの形状を任意と
できる。同時に貫通孔１０ｂの配列方向が略統一され、各貫通孔より発光特性の均一な出
力光が得られる。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明の半導体発光装置は、車載用のヘッドライト、プロジェクター用の光源、照明等
に好適に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】実施の形態１に係る発光装置を示す斜視図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ’線における断面図である。
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【図３】複数の発光装置の平面図であり、（ａ）は位置決めガイドを有する発光装置を、
（ｂ）は位置決めガイドを有していない発光装置を、それぞれ一方向に並列した際の平面
図である。
【図４】実施の形態２に係る発光装置の配列の一例を示す説明図である。
【図５】実施の形態３に係る発光装置の平面図である。
【図６】実施の形態４に係る発光装置の平面図である。
【図７】実施の形態に係る貫通孔の開口領域を示す平面図である。
【図８】実施例１に係る発光装置の断面図である。
【図９】実施例２に係る発光装置の断面図である。
【図１０】実施例３に係る発光装置の断面図である。
【図１１】実施例４に係る発光装置の断面図である。
【図１２】実施例５に係る発光装置の斜視図である。
【図１３】図１２のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ’線における断面図である。
【図１４】従来の照明用光源装置を示す平面図である。
【図１５】従来の別の照明用光源装置を示す側面図であり、（ａ）は電球型を、（ｂ）は
（ａ）の平面図を、（ｃ）は蛍光灯型をそれぞれ示す。
【符号の説明】
【０１０２】
　１、１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅ、１ｆ、１ｇ、１ｈ、１ｉ…発光装置
　５００…発光装置
　２…半導体発光素子（半導体レーザ素子）
　３、３ｂ…台座
　４、４ｂ…封止キャップ
　５…光透過体
　６…外側キャップ
　７…波長変換部材
　８…リード
　９…ステム柱体
　１０、１０ｂ…貫通孔
　１３…光出射面
　２４…平面（ガイド面）
　２６…封止キャップの一の面（封止キャップの上面）
　２７…結線
　２８、２８ａ、２８ｂ…位置決めガイド
　２９、２９ｂ…側面
　３０ａ、３０ｂ…出射光
　３１ａ…切り欠き部（位置決めガイド）
　３１ｂ…切り欠き部（基準位置ガイド）
　７０…溶接用部材
　１００、２００、３００…照明用光源装置
　１０１…半導体レーザ素子
　１０２…ヒートシンク
　１０３…拡散レンズ
　１０４…蛍光体
　１０５…真空ガラス管
　２１０…ソケット部
　ｂ…短径
　ｌ…長径
　ｄ…開口径
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