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(57)【要約】
発光素子は、発光層を含む半導体層がＧａＮ基板１１に
積層され、半導体層が積層された側と反対となる側の基
板面が主の光出射面Ｓとなっている。この主の光出射面
Ｓには、連続的に配置され、立設方向Ｆ２が、半導体層
の積層方向からずれた方向に形成された突状部１１ａが
四角錐状に形成されている。突状部１１ａは、少なくと
も傾斜角が小さい側の傾斜面に微細な凸凹面が、エッチ
ングにより形成されているのが望ましい。また、突状部
１１ａは切頭状としてもよいが、尖頭状とするのが望ま
しい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
発光層を含む半導体層が基板に積層され、前記半導体層が積層された側とは反対となる側
の基板面が主の光出射面となる発光素子において、
前記主の光出射面に、連続的に配置された突状部が形成され、
前記突状部の立設方向が、前記半導体層の積層方向からずれた方向に形成されていること
を特徴とする発光素子。
【請求項２】
前記突状部は、少なくとも傾斜角が小さい側の傾斜面に微細な凸凹面が形成されている請
求項１記載の発光素子。
【請求項３】
前記突状部は、縦列および横列に並べられたマトリクス状に配列され、
前記突状部の縦列方向および／または横列方向が、前記基板の端面と非平行に形成されて
いる請求項１または２記載の発光素子。
【請求項４】
前記突状部は、尖頭状または切頭状に形成されている請求項１から３のいずれかの項に記
載の発光素子。
【請求項５】
前記突状部は、前記半導体層の積層方向から偏心した角錐状に形成されている１から４の
いずれかの項に記載の発光素子。
【請求項６】
発光層を含む半導体層を基板に積層する積層工程と、
切削手段を格子状に移動させ、前記半導体層が積層された側とは反対となる側の基板面が
主の光出射面に、一方の溝壁の傾斜角度を小さく、他方の傾斜角度を大きくした溝を形成
することにより、前記半導体層の積層方向からずれた方向に立設した突状部を連続的に形
成する加工工程とを含むことを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項７】
前記加工工程では、前記切削手段としてのレーザ装置により、前記主の光出射面にレーザ
光を照射して、Ｖ字状の溝を形成した後に、集光レンズのデフォーカスが大きくなるよう
にして、一方の溝壁を溝方向と直交する方向へ向かうに従って深さを徐々に浅くして拡げ
、拡幅した溝を形成する請求項６記載の発光素子の製造方法。
【請求項８】
前記加工工程では、前記切削手段としての切削用回転円盤刃を、前記主の光出射面に対す
る傾斜角度が、刃先面と刃側面とで異なる角度に傾斜させた状態で移動させて溝を形成す
る請求項６記載の発光素子の製造方法。
【請求項９】
前記加工工程では、前記切削手段を格子状に移動させ溝を形成するときに、前記基板の端
面となるスクライブ溝と非平行に移動させる請求項６から８のいずれかの項に記載の発光
素子の製造方法。
【請求項１０】
前記基板は、Ｃ面ＧａＮで構成されていることを特徴とする１から５のいずれかの項に記
載の発光素子。
【請求項１１】
前記突状部の傾斜面は－Ｃ面（Ｎ面）から傾斜した面で構成されることを特徴とする請求
項１０に記載の発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光層を含む半導体層が基板に積層された発光素子およびその製造方法に関
するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　発光層を含む半導体層が基板に積層された発光素子は、光取出し効率を向上させること
が、高輝度を図る上で重要である。フリップチップ実装される発光素子においては、主の
光出射面となる、半導体層が積層された側とは反対となる側の基板面で、発光層からの光
が全反射して戻り光となってしまうことを少なくするために、ウェットエッチングなどで
微細な凹凸面を基板に形成することが知られている。微細な凹凸面を基板に設けることの
他に、例えば、特許文献１に記載された従来の発光素子が知られている。
【０００３】
　特許文献１に記載のＧａＮベースの発光薄膜半導体素子は、多層構造体の第２の主面に
、１次元または２次元に凸状の隆起部が形成されたもので、特許文献１では隆起部として
、切頭角錐や切頭円錐などが例示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００５－５３５１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載の発光素子においても、光取出し効率は十分ではなく、更な
る光取出し効率の向上が望まれている。
【０００６】
　そこで本発明は、更なる光取出し効率の向上を図ることができる発光素子およびその製
造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の発光素子は、発光層を含む半導体層が基板に積層され、前記半導体層が積層さ
れた側とは反対となる側の基板面が主の光出射面となる発光素子において、前記主の光出
射面に、連続的に配置された突状部が形成され、前記突状部は、立設方向が前記半導体層
の積層方向からずれた方向に形成されていることを特徴とするものである。ここで突状部
の立設方向が半導体層の積層方向からずれた方向に形成されているというのは、突状部の
底面の重心或いは重心が連なった重心線から突状部の頂点あるいは頂点が連なった頂線へ
の方向が半導体層の積層方向（基板面に対して垂直な方向）に対して平行ではなく、所定
の角度を有している、ということである。例えば突状部が四角錐である場合、基板面と平
行な底面部の重心と頂点とを結ぶ線（この線の延びる方向が立設方向）が半導体層の積層
方向とは平行ではないこと、である。
【０００８】
　本発明の発光素子の製造方法は、発光層を含む半導体層を基板に積層する積層工程と、
切削手段を格子状に移動させ、前記半導体層が積層された側とは反対となる側の基板面が
主の光出射面に、一方の溝壁の傾斜角度を小さく、他方の傾斜角度を大きくした溝を形成
することにより、前記半導体層の積層方向からずれた方向に立設した突状部を連続的に形
成する加工工程とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、突状部が傾斜角の小さい傾斜面と傾斜角の大きい傾斜面とが組み合わさった
立体となるため、発光層から基板の主の光出射面に到達した光が臨界角内となる確率を高
めることができるので、更なる光取出し効率の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る発光素子を示す断面図
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【図２】（ａ）は図１に示す突状部を説明するための主の光出射面を示す図、（ｂ）はＡ
－Ａ線断面図、（ｃ）は突状部の立設方向を示す図
【図３】（ａ）は図１に示す発光素子の突状部をレーザスクライブ装置により形成する場
合を説明するためデフォーカスを小さくした場合を示す図、（ｂ）はデフォーカスを大き
くした場合を示す図
【図４】図１に示す発光素子の突状部をダイサー装置により形成する場合を説明するため
の図
【図５】（ａ）は突状部の表面を粗面とする場合を説明するため粗面加工する前の断面図
、（ｂ）は小さい傾斜角の傾斜面を粗面とした状態を示す断面図
【図６】（ａ）は本発明の実施の形態に係る発光素子（発明品）の効果を説明するため、
発明品と従来の発光素子（比較品）との輝度（相対値）を比較するための表図、（ｂ）は
傾斜角度と輝度（相対値）との関係を示すグラフ
【図７】（ａ）は実施の形態に係る発光素子の第１変形例を説明するため、主の光出射面
を示す図、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ線断面図
【図８】（ａ）は実施の形態に係る発光素子の第２変形例を説明するため、主の光出射面
を示す図、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ線断面図
【図９】実施の形態に係る発光素子の第３変形例を説明するための主の光出射面を示す図
【図１０】（ａ）は第４変形例に係る発光素子を示す平面図、（ｂ）はＤ－Ｄ線断面図
【図１１】（ａ）は第５変形例に係る発光素子を示す平面図、（ｂ）はＥ－Ｅ線断面図、
（ｃ）は発光装置の断面図
【図１２】（ａ）は第６変形例に係る発光素子を示す平面図、（ｂ）はＦ－Ｆ線断面図
【図１３】（ａ）はチップ形状と光取り出し効率との関係を示した図であり、（ｂ）は三
角形形状の発光素子の平面図、（ｃ）はＧ－Ｇ線断面図、（ｄ）は六角形形状の発光素子
の平面図、（ｅ）はＨ－Ｈ線断面図
【図１４】（ａ）は微細な凹凸の拡大断面図（写真）であり、（ｂ）はＧａ基板の結晶構
造を示す図であり、（ｃ）はＧａ基板のＮ面を示す図（写真）であり、（ｄ）（ｅ）は（
ｃ）の部分拡大図（写真）であり、（ｆ）はＧａ基板の突状部を形成した面を示す図（写
真）であり、（ｇ）は（ｆ）の部分拡大図（写真）
【図１５】ある好適な実施形態に係る発光素子を示す断面図
【図１６】突状部を一部形成しない領域を設けた変形例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　ある実施形態に係る発光素子は、発光層を含む半導体層が基板に積層され、半導体層が
積層された側と反対となる側の基板面が主の光出射面となる発光素子において、主の光出
射面に、連続的に配置された突状部が形成され、突状部は、立設方向が半導体層の積層方
向からずれた方向に形成されていることを特徴としている。
【００１２】
　上記の特徴により、突状部の立設方向が半導体層の積層方向からずれた方向に形成され
ていることで、突状部がなだらかな傾斜面（傾斜角の小さい傾斜面）と急な傾斜面（傾斜
角の大きい傾斜面）とが組み合わさった立体となるため、発光層から基板の主の光出射面
に到達した光が臨界角内となる確率を高めることができる。
【００１３】
　ある好適な実施形態において、突状部は、少なくとも傾斜角が小さい側の傾斜面に微細
な凸凹面が形成されている。
【００１４】
　上記の構成によれば、突状部の立設方向が半導体層の積層方向からずれた方向に形成さ
れていると、突状部は、傾斜角の小さい傾斜面が広く、傾斜角の大きい傾斜面が狭い立体
となる。従って、少なくとも傾斜角が小さい側の傾斜面に微細な凸凹面を形成することで
、更に光取出し効率を高めることができる。
【００１５】
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　ある好適な実施形態において、突状部は、縦列および横列のマトリクス状に配列され、
突状部の縦列方向および／または横列方向が、基板の端面と非平行に形成されている。
【００１６】
　上記の構成によれば、基板となるウエハに半導体層を積層し、発光素子ごとを区画する
スクライブ溝を形成し、ブレーキングして個片化する際に、突状部の縦列方向および／ま
たは横列方向が、基板の端面と非平行に形成されているので、ブレーキングによって突状
部同士の間で誤って割れてしまうことが防止できる。
【００１７】
　ある好適な実施形態において、突状部は、尖頭状または切頭状に形成されている。
【００１８】
　このような構成によれば、突状部が尖頭状に形成されていると、発光層（半導体層の積
層面）との平行面がなく、切頭状とするより傾斜面を広く確保することができるため、主
の光出射面に到達した光が臨界角内となる確率を更に高めることができる。また、突状部
が切頭状に形成されていると、頭頂部に水平面ができるため、水平面がコレットの吸着面
に密着するので、発光素子をコレットにより吸着して移送する際に、安定した移送を行う
ことができる。
【００１９】
　ある好適な実施形態において、突状部は、角錐状に形成されている。
【００２０】
　このような構成によれば、突状部が半導体層の積層方向から偏心した角錐状に形成され
ていると、傾斜角の小さい傾斜面と傾斜角の大きい傾斜面とを組み合わせた立体となるた
め、発光層から基板の主の光出射面に到達した光が臨界角内となる確率を高めることがで
きる。
【００２１】
　また、レーザやダイサーなどで切削することで、容易に傾斜面が形成できる。
【００２２】
　ある好適な実施形態に係る発光素子の製造方法は、発光層を含む半導体層を基板に積層
する積層工程と、切削手段を格子状に移動させ、半導体層が積層された側と反対となる側
の基板面が主の光出射面に、一方の溝壁の傾斜角度を小さく、他方の傾斜角度を大きくし
た溝を形成することにより、半導体層の積層方向からずれた方向に立設した突状部を連続
的に形成する加工工程とを含むことを特徴とする。
【００２３】
　上記の構成によれば、切削手段を格子状に移動させて、一方の溝壁の傾斜角度を小さく
、他方の傾斜角度を大きくした溝を形成することで、半導体層の積層方向から立設方向が
ずれた方向の突状部が形成できる。
【００２４】
　ある好適な実施形態において、加工工程では、切削手段としてのレーザ装置により、主
の光出射面にレーザ光を照射して、Ｖ字状の溝を形成した後に、集光レンズのデフォーカ
スが大きくなるようにして、一方の溝壁を溝方向と直交する方向へ向かうに従って深さを
徐々に浅くして拡げ、拡幅した溝を形成する。
【００２５】
　上記の構成によれば、集光レンズのデフォーカスを調整しながら主の光出射面にレーザ
光を照射することで、突状部を形成することができる。
【００２６】
　ある好適な実施形態において、加工工程では、切削手段としての切削用回転円盤刃を、
主の光出射面に対する傾斜角度が、刃先面と刃側面とで異なる角度に傾斜させた状態で移
動させて溝を形成する。
【００２７】
　上記の構成によれば、切削用回転円盤刃の傾斜角度を調整して移動させることで、突状
部を形成することができる。
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【００２８】
　ある好適な実施形態において、加工工程では、切削手段を格子状に移動させ溝を形成す
るときに、基板の端面となるスクライブ溝と非平行に移動させる。
【００２９】
　上記構成によれば、基板となるウエハに半導体層を積層し、発光素子ごとを区画するス
クライブ溝を形成し、ブレーキングして個片化する際に、突状部の縦列方向および／また
は横列方向が、基板の端面と非平行に形成されているので、ブレーキングによって突状部
同士の間で誤って割れてしまうことが防止できる。
【００３０】
　（実施の形態）
　本発明の実施の形態に係る発光素子を図面に基づいて説明する。
【００３１】
　図１に示すように発光素子１０は、光透過性を有する基板に半導体層が積層され、電源
を供給する電極が形成されたフリップチップタイプのＬＥＤである。本実施の形態では、
基板として厚みが約１００μｍであり、Ｃ面ＧａＮ基板１１が設けられている。基板は薄
すぎると、加工・実装工程においてチップ割れが発生しやすいため、７０μｍ以上である
ことが好ましい。
【００３２】
　ＧａＮ基板１１の＋Ｃ面（Ｇａ面）上には半導体層１２として、ｎ型層であるＮ－Ｇａ
Ｎ層１２ａと、発光層１２ｂと、ｐ型層であるＰ－ＧａＮ層１２ｃとが、積層工程にて積
層されている。ＧａＮ基板１１とＮ－ＧａＮ層１２ａとの間にバッファ層を設けてもよい
。Ｎ－ＧａＮ層１２ａへのｎ型ドーパントとしては、ＳｉまたはＧｅ等を好適に用いるこ
とができる。このＮ－ＧａＮ層１２ａは膜厚約２μｍで形成されている。
【００３３】
　発光層１２ｂは、少なくともＧａとＮとを含み、必要に応じて適量のＩｎを含ませるこ
とで、所望の発光波長を得ることができる。また、発光層１２ｂとしては、１層構造とす
ることもできるが、例えば、ＩｎＧａＮ層とＧａＮ層を交互に少なくとも一対積層した多
重量子井戸構造とすることも可能である。発光層１２ｂを多重量子井戸構造とすることで
、更に輝度を向上させることができる。
【００３４】
　Ｐ－ＧａＮ層１２ｃは、膜厚約１２０ｎｍのＡｌＧａＮ層とすることができる。
【００３５】
　半導体層１２は、ＧａＮ基板１１にＭＯＶＰＥ法のようなエピタキシャル成長技術によ
り成膜することができるが、例えば、ハイドライド気相成長法（ＨＶＰＥ法）や、分子線
エピタキシー法（ＭＢＥ法）などにより積層することも可能である。
【００３６】
　この半導体層１２には、ｎ電極１３とｐ電極１４とが形成されている。ｎ電極１３は、
Ｐ－ＧａＮ層１２ｃと発光層１２ｂとＮ－ＧａＮ層１２ａの一部とをエッチングしたＮ－
ＧａＮ層１２ａ上の領域に設けられている。ｎ電極１３は、Ａｌ層１３ａとＴｉ層１３ｂ
とＡｕ層１３ｃとが積層されて形成されている。
【００３７】
　ｐ電極１４は、エッチングされた残余のＰ－ＧａＮ層１２ｃ上に積層されている。ｐ電
極１４は、Ｎｉ層１４ａとＡｇ層１４ｂとを積層することで形成されている。ｐ電極１４
は、反射率の高いＡｇ層１４ｂを含むことで反射電極として機能する。
【００３８】
　Ｎｉ層１４ａは、Ｐ－ＧａＮ層１２ｃとＡｇ層１４ｂとの密着度を向上させる接着層と
して機能するものである。Ｎｉ層１４ａの膜厚は０．１ｎｍから５ｎｍの範囲とすること
が可能である。
【００３９】
　ｐ電極１４の周囲であって、エッチングされて露出したＰ－ＧａＮ層１２ｃの側面と発
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光層１２ｂの側面とＮ－ＧａＮ層１２ａの表面には、ＳｉＯ2層１５を積層することで、
保護層が形成されている。
【００４０】
　ｐ電極１４上には、バリア電極として機能するＴｉを積層した第１Ｔｉ層１６が厚み約
４００ｎｍに積層されている。第１Ｔｉ層１６は、ｐ電極１４より広い範囲に形成されて
いる。第１Ｔｉ層１６は、次のようにして形成することができる。ＳｉＯ2層１５を積層
し、ｐ電極１４を積層した後に、ｐ電極１４を形成するためのマスクパターンを除去し、
Ｔｉを積層しウェットエッチングによりＡｇ層１４ｂよりも広い範囲とした第１Ｔｉ層１
６を形成する。そうすることで、ｐ電極１４より輪郭形状が広い範囲の第１Ｔｉ層１６が
形成される。
【００４１】
　さらに保護層であるＳｉＯ2層１５とバリア電極として機能する第１Ｔｉ層１６の上に
、第２Ｔｉ層１７を形成する。第２Ｔｉ層１７は、厚みが約１５０ｎｍに形成されている
。
【００４２】
　また、第１Ｔｉ層１６と第２Ｔｉ層１７の間にはＡｌ層を形成してもよい。
【００４３】
　そして、第２Ｔｉ層１７とＳｉＯ2層１５とに、Ａｕ層１８を積層することで、カバー
電極が形成される。また、Ａｕ層１８は、厚みが約１３００ｎｍに形成されている。
【００４４】
　このように構成された本実施の形態に係る発光素子１０は、半導体層１２が積層された
側とは反対となる側のＧａＮ基板１１の半導体層が積層されていない面（－Ｃ面（Ｎ面）
）が主の光出射面Ｓとなるが、この主の光出射面Ｓに、連続的に配置された突状部１１ａ
が形成されている。
【００４５】
　この突状部１１ａは、立設方向が、半導体層１２の積層方向Ｆ１（図１においては点線
にて示す）からずれた方向（Ｆ１に対して傾いた方向）に形成されている。
【００４６】
　ここでこの突状部１１ａについて、図２および図３に基づいて説明する。
【００４７】
　図２（ａ）に示すように、突状部１１ａは、突状部１１ａが半導体層１２の積層方向Ｆ
１から偏心した（Ｆ１に対して傾いた）角錐状に形成され、縦列および横列に並べられた
マトリクス状に配置されている。図２に示す例では、突状部１１ａは尖頭状の四角錐に形
成されている。
【００４８】
　突状部１１ａの立設方向が、半導体層１２の積層方向Ｆ１からずれた方向に形成されて
偏心した四角錐状に形成されていることで、突状部１１ａは、図２（ｂ）に示すように、
傾斜角θ１が小さく面積の広い三角面Ｓ１と、傾斜角θ２が大きく面積の狭い三角面Ｓ２
とが組み合わさった四角錐となる。そのため突状部１１ａは非対称の形状となっている。
【００４９】
　ここで立設方向とは、突状部１１ａの底面の中心から頭頂部へ向かう方向を言う（図２
（ｃ）では立設方向Ｆ２を矢印にて示す。）。突状部１１ａは、傾斜面に微細な凹凸面を
形成して粗面としている。
【００５０】
　この突状部１１ａは、加工工程にて形成される。加工工程では、切削手段の一例である
図３に示すレーザスクライブ装置２０により突状部１１ａを形成することができる。
【００５１】
　図３（ａ）に示すように、まず、レーザ装置２１のデフォーカスＤＦが小さくなるよう
に調整された集光レンズ２２を通して、ＧａＮ基板１１の端辺から反対側の端辺までレー
ザ光を照射して、深いＶ字状の直線状溝１１ｘを切削する。この溝１１ｘの底部角度は鋭
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角である。その次に、レーザ光を照射しながらデフォーカスＤＦが徐々に大きくなるよう
に集光レンズ２２を調整してＶ字状の直線状溝１１ｘの一方の溝壁を、図３（ｂ）に示す
ように、溝方向と直交する方向へ向かうに従って深さが徐々に浅くなるように、図示しな
い移動手段により移動させて切削して拡げ、拡幅した直線状溝１１ｙを形成する。これに
より突状部１１ａの傾斜角が小さい傾斜面と、隣接する突状部１１ａの傾斜角が大きい傾
斜面を形成することができる。
【００５２】
　そして、レーザ装置２１と集光レンズ２２とを格子状に移動させることで、交差した直
線状溝１１ｙにより傾斜角が小さい三角面Ｓ１と、隣接する突状部１１ａの傾斜角が大き
い三角面Ｓ２とが溝壁となり、溝壁同士の間が突状部１１ａとなる。
【００５３】
　レーザ装置で作製した三角面Ｓ１およびＳ２表面には金属Ｇａ残渣やダメージ層が形成
されるが、これらは塩酸やフッ酸溶液によるウエットエッチング処理、あるいはＩＣＰや
ＲＩＥドライエッチング処理により除去可能である。
【００５４】
　また、この突状部１１ａは、切削手段の一例である図４に示すダイサー装置３０でも形
成することができる。ダイサー装置３０により突状部１１ａを形成するときには、切削用
回転円盤刃３１を傾斜させる。
【００５５】
　このとき、主の光出射面に対する傾斜角度が、刃先面３１ａと刃側面３１ｂとで異なる
角度に傾斜させた状態で格子状に移動して、溝を形成する。そうすることで、傾斜角が小
さい三角面Ｓ１と、隣接する突状部１１ａの傾斜角が大きい三角面Ｓ２の突状部１１ａが
形成できる。
【００５６】
　図５（ａ）に示すように、この突状部１１ａの傾斜面を粗面加工して、微細な凹凸面を
形成するときには、小さい傾斜角θ１の三角面Ｓ１が大きい傾斜角θ２の三角面Ｓ２より
面積が広いので、少なくとも小さい傾斜角θ１の三角面Ｓ１に凹凸面を形成していれば効
果としては得られる。微細な凹凸面は、ＫＯＨによるエッチングにより形成することがで
きる。ＫＯＨによるエッチングでは、結晶面による粗面となるため、傾斜面の傾斜角が大
き過ぎる場合にはエッチングによる微細な凹凸面は形成されない（図５（ｂ）参照）。し
かし、結晶面が露出できる範囲の傾斜角であれば、突状部１１ａ全体を粗面とすることが
できる。
【００５７】
　微細な凹凸形成後の断面ＳＥＭ写真を図１４（ａ）に示す。－Ｃ面（Ｎ面）から２５°
傾斜した傾斜面上に六角錐状の微細凹凸が密に形成されていることが確認できる。一方、
同図（ｅ）に示すようにＧａＮ基板のＮ面をＫＯＨエッチングすると六角錐状の微小凹凸
が形成できるが、基板の結晶性や不純物ドープ量に影響を受け、同図（ｄ）に示すように
六角錐状の微細凹凸がまばらになる領域が発生し、光取出し効率が低下する要因になる。
【００５８】
　しかし、同図（ｆ）および同図（ｇ）に示すように傾斜面では基板の結晶性や不純物量
によらず六角錐を密に形成することができ、光取出し効率の低下を抑制することができる
。また、ｍ面等Ｃ面以外のＧａＮ基板においても傾斜面に微細凹凸を形成することができ
、光取出し効率の向上が可能である。
【００５９】
　さらに、図１５に示すように突起部１１ａの高さを蛍光体１０１の粒径（例えば１０μ
ｍ）よりも大きく設定すれば、発熱源となる蛍光体を熱伝導率の高いＧａＮ基板１０２に
近接して配置でき、白色ＬＥＤの高輝度化に有利になる。
【００６０】
　ここで、傾斜角θ１を２５°、傾斜角θ２を５０°の突状部１１ａが形成されたＧａＮ
基板１１を有する発光素子を作製して輝度を測定した（発明品）。比較のために、傾斜角
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θ１を４０°、傾斜角θ２を４０°の突状部とすることで、突状部の立設方向を積層方向
と一致させた発光素子を作製して輝度を測定した（比較品）。なお、溝深さＨはいずれも
２０μｍである。また、ピッチＰは発明品が８０μｍであり、比較品が５０μｍである。
図６（ａ）に示すように、比較品の輝度を１としたとき、発明品の輝度は１.０６であっ
た。発明品は比較品より輝度が向上していることが確認できる。
【００６１】
　また、傾斜角θ１を２５°に固定し、傾斜角θ２を２５°から８０°まで変化させたと
きの輝度の変化をシミュレーションしてグラフにした。図６（ｂ）に示すように、傾斜角
θ１と傾斜角θ２とが等しいときを１としたとき、傾斜角θ２が５０°のときにピークと
なり、約１．０９となる。この結果は、図６（ａ）では１．０６であり実際に発光素子を
作製した場合と異なる結果であったが、図６（ｂ）に示すシミュレーション結果では、傾
斜角θ２を傾斜角θ１と異なる値とすることで輝度が向上する傾向にあることがわかる。
【００６２】
　このように突状部１１ａに形成された傾斜面を異なる傾斜角とすることで、なだらかな
三角面（傾斜面）Ｓ１と急な三角面（傾斜面）Ｓ２とが組み合わさった立体となるため、
発光層１２ｂからＧａＮ基板１１の主の光出射面Ｓに到達した光が臨界角内となる確率を
高めることができるので、傾斜角が等しい、例えば、特許文献１に記載の従来の発光素子
と比べて、更なる光取出し効率の向上を図ることができる。
【００６３】
　また、突状部１１ａが尖頭状に形成されているので、発光層１２ｂとの平行面がなく、
尖頭状とすることにより傾斜面を広く確保することができるため、主の光出射面Ｓに到達
した光が臨界角内となる確率を更に高めることができる。
【００６４】
　（実施の形態の変形例）
　本発明の実施の形態に係る発光素子の変形例を図面に基づいて説明する。
【００６５】
　図７（ａ）および同図（ｂ）に示す第１変形例は、突状部１１ｂを切頭状の四角錐とし
ている。突状部１１ｂが切頭状に形成されていると、頭頂部に水平面１１ｓができる。発
光素子を実装するときに発光素子をコレットにより吸着して移送する際に、水平面１１ｓ
がコレットの吸着面に密着するので、安定した移送を行うことができる。水平面１１ｓの
面積が広いと光取出し効率の向上効果が低下するため、水平面１１ｓの合計面積はチップ
面積の３０％以下が好ましい。
【００６６】
　図８（ａ）および同図（ｂ）に示す第２変形例は、突状部１１ｃを尖頭状の四角錐とし
ているが、小さい傾斜角θ１の傾斜面である三角面Ｓ１同士が向き合うように、かつ大き
い傾斜角θ２の三角面Ｓ２同士が向き合うように配列されている。
【００６７】
　図２に示す突状部１１ａでは、同じ傾斜角の傾斜面は同じ向きとなるため、突状部１１
ａから出射した光の傾きが偏ってしまうおそれがある。しかし、図８に示す突状部１１ｃ
では、同じ傾斜角の傾斜面同士が反対の方向を向いた状態となるため、突状部１１ｃから
出射した光を均一化することができる。
【００６８】
　図９に示す第３変形例は、縦列および横列のマトリクス状に配列された突状部１１ａの
縦列方向および横列方向が、ＧａＮ基板１１の端面と非平行に形成されている。
【００６９】
　図９に示す例では、突状部１１ａの縦列方向および横列方向がＧａＮ基板１１の端面か
ら１５°傾斜している。
【００７０】
　ＧａＮ基板１１の端面と突状部１１ａの縦列方向および横列方向とを非平行とするには
、図３に示すレーザ装置２１や図４に示すダイサー装置３０にて溝を形成する際に、ウエ



(10) JP WO2013/132762 A1 2013.9.12

10

20

30

40

50

ハを分割するときのスクライブ溝から傾斜させて移動させる。
【００７１】
　このように突状部１１ａをＧａＮ基板１１に形成することで、ＧａＮ基板１１となるウ
エハに半導体層１２を積層し、発光素子１０ごとを区画するスクライブ溝を形成し、ブレ
ーキングして個片化する際に、ブレーキングによって突状部１１ａ同士の間で誤って割れ
てしまうことが防止できる。
【００７２】
　図９に示す例では、突状部１１ａの底面が略正方形状に形成され、ＧａＮ基板１１が略
正方形状に形成されているため、ＧａＮ基板１１の端面に対する突状部１１ａの縦列方向
および横列方向の傾斜角度が同じであるが、異なる角度としてもよい。また、縦列方向お
よび横列方向のいずれか一方だけでも非平行としてもよい。
【００７３】
　図１０（ａ）および同図（ｂ）に示す第４変形例は、突状部１１dを尖頭状の四角錐と
し、四角錐の頂部がチップ中心に対し点対称に配列されている。図２に示す突状部１１ａ
では、同じ傾斜角の傾斜面は同じ向きとなるため、突状部１１ａから出射した光の傾きが
偏ってしまうおそれがある。しかし、図１０に示す突状部１１ｄでは、四角錐の頂部がチ
ップ中心に対し点対称に配列されているため、突状部１１ｄから出射した光を対称形状に
することができる。
【００７４】
　図１１（ａ）および同図（ｂ）に示す第５変形例は、チップ外周に沿って未加工部１１
０を設けている。白色ＬＥＤにおいては光強度を高めるために、チップをパッケージに実
装する際に同図（ｃ）に示すようにチップ１１３の周囲に高屈折率材料を混ぜた樹脂（ア
ンダーフィル１１４）を塗布することがある。ＬＥＤチップ１１３は光出射面１１２を上
方に向け、その上に蛍光体層１１１を設け、例えばＡｕバンプ１１５で実装基板１１６に
装着される。本変形例ではチップ外周に設けた未加工部１１０によりアンダーフィルがチ
ップ上に流れ込むことを防止することができる。アンダーフィル流れ込みを防止するため
には未加工部１１０の幅は５μｍ以上が好ましく、光取出し効率の向上効果を確保するた
めには未加工部１１０の面積はチップ面積の３０％以下が好ましい。
【００７５】
　図１２（ａ）および同図（ｂ）に示す第６変形例は、縦列方向あるいは横列方向にのみ
突状部が形成されている。本構造においても光取出し効率の向上効果が得られ、さらに加
工時間を短縮することができる。
【００７６】
　図１３（ａ）にチップ形状と光取出し効率の関係を計算した結果を示す。チップ面積は
全て８ｍｍ×０．８ｍｍ相当に統一し、チップ厚みは１００μｍである。三角形や六角形
にするとチップ側面からの光取出しを増大させることができ、四角形よりも光取出し効率
を高められる。同図（ｂ）～（ｅ）に示すように三角形や六角形のチップにも本発明を適
用すれば、さらに高い光取出し効率が実現できる。
【００７７】
　図１６（ａ）～（ｈ）は、チップの一部に四角錐を形成しない領域（四角錐未形成領域
）を設ける変形例を示している。四角錐未形成領域を連続させて設けることにより、チッ
プの剛性を高めることができ、チップ割れ不良を抑制することができる。前記四角錐未形
成領域の断面は、例えば台形、波形、円形、矩形などにすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明は、更なる光取出し効率の向上を図ることができるので、発光層を含む半導体層
が基板に積層された発光素子およびその製造方法に好適である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　　発光素子
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　１１　　ＧａＮ基板
　１１ａ，１１ｂ，１１ｃ　突状部
　１１ｓ　水平面
　１１ｘ　直線状溝
　１１ｙ　直線状溝
　１２　　半導体層
　１２ａ　Ｎ－ＧａＮ層
　１２ｂ　発光層
　１２ｃ　Ｐ－ＧａＮ層
　１３　　ｎ電極
　１３ａ　Ａｌ層
　１３ｂ　Ｔｉ層
　１３ｃ　Ａｕ層
　１４　　ｐ電極
　１４ａ　Ｎｉ層
　１４ｂ　Ａｇ層
　１５　　ＳｉＯ2層
　１６　　第１Ｔｉ層
　１７　　第２Ｔｉ層
　１８　　Ａｕ層
　２０　　レーザスクライブ装置
　２１　　レーザ装置
　２２　　集光レンズ
　３０　　ダイサー装置
　３１　　切削用回転円盤刃
　３１ａ　刃先面
　３１ｂ　刃側面
　Ｓ　　　主の光出射面
　Ｓ１，　Ｓ２　三角面
　θ１，　θ２　傾斜角
　Ｆ１　　積層方向
　Ｆ２　　立設方向
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１５】 【図１６】



(16) JP WO2013/132762 A1 2013.9.12

【図１４】



(17) JP WO2013/132762 A1 2013.9.12

10

20

30

40

【国際調査報告】



(18) JP WO2013/132762 A1 2013.9.12

10

20

30

40



(19) JP WO2013/132762 A1 2013.9.12

10

20

30

40



(20) JP WO2013/132762 A1 2013.9.12

10

20

30

40



(21) JP WO2013/132762 A1 2013.9.12

10

20

30

40



(22) JP WO2013/132762 A1 2013.9.12

10

20

30

40



(23) JP WO2013/132762 A1 2013.9.12

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

(72)発明者  徳岡　研吾
            大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  粂　雅博
            大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  廣木　均典
            大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  長谷川　義晃
            大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
Ｆターム(参考) 4E168 AB01  AD01  DA37  JA13  JA28 
　　　　 　　  5F057 BA11  BB06  BC06  CA11  DA17 
　　　　 　　  5F141 AA04  CA05  CA13  CA23  CA40  CA57  CA64  CA65  CA66  CA74 
　　　　 　　        CA75  CA85  CA86  CA87  CA92  CB15  CB36 
　　　　 　　  5F241 AA04  CA05  CA13  CA23  CA40  CA57  CA64  CA65  CA66  CA74 
　　　　 　　        CA75  CA85  CA86  CA87  CA92  CB15  CB36 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

