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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面にパッドを備えた発光素子を準備する工程と、
　キャピラリに挿通されたワイヤの先端を溶融してイニシャルボールを形成する工程と、
　前記イニシャルボールを前記パッドに当接し、前記キャピラリで前記イニシャルボール
を押圧して変形させてボール部を形成した後、強制冷却しながら前記キャピラリを所定の
時間静止させる工程と、
　前記キャピラリに超音波を印加する工程と、
を備える発光装置の製造方法。
【請求項２】
　前記キャピラリを静止する時間は、０．１ｍ秒～２５５ｍ秒である、請求項１記載の発
光装置の製造方法。
【請求項３】
　前記ワイヤは、銀を１０％～１００％含む請求項１又は請求項２記載の発光装置の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置の製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　発光装置の製造工程において、発光素子に給電するためのワイヤを接続する工程が行わ
れる。放電によって形成されたイニシャルボールを急冷して所定の硬度とした後に、発光
素子のパッドに押し付けて接続する方法が知られている（例えば、特許文献１）。これに
より、ワイヤとパッドとを良好に接合することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６０－７０７５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、硬くしたイニシャルボールによって、パッドがダメージを受けやすくな
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態は、以下の構成を含む。
　上面にパッドを備えた発光素子を準備する工程と、キャピラリに挿通されたワイヤの先
端を溶融してイニシャルボールを形成する工程と、イニシャルボールをパッドに当接し、
キャピラリでイニシャルボールを押圧して変形させてボール部を形成した後、強制冷却し
ながらキャピラリを所定の時間静止させる工程と、キャピラリに超音波を印加する工程と
、を備える発光装置の製造方法。
【発明の効果】
【０００６】
　上記により、パッドのダメージを低減しつつ、ワイヤとパッドとの接合を良好にするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、実施形態に係る発光装置の製造方法で得られる発光装置の一例を示す概
略断面図である。
【図２Ａ】図２Ａは、実施形態に係る発光装置の製造方法を説明する概略図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、実施形態に係る発光装置の製造方法を説明する概略図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、実施形態に係る発光装置の製造方法を説明する概略図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、実施形態に係る発光装置の製造方法を説明する概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明を実施するための形態を、以下に図面を参照しながら説明する。ただし、以下に
示す形態は、本発明の技術思想を具体化するための発光装置の製造方法を例示するもので
あって、本発明は、発光装置の製造方法を以下に限定するものではない。
【０００９】
　また、本明細書は、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、特定的な記載がない限りは、本開示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。尚、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。
【００１０】
　図１は実施形態に係る発光装置の製造方法によって得られる発光装置１０の概略断面図
を示す。発光装置１０は、発光素子２０と、基板１１と、ワイヤ３０と、を備える。更に
、発光素子２０及びワイヤ３０を被覆する封止部材４０と、を備える。
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【００１１】
　発光素子２０は、半導体層をふくむ積層構造体２２と、積層構造体２２の上面のパッド
２１と、を備える。基板１１は、絶縁性の基材１２と、発光素子２０に給電するための電
極として機能する導電部材１３と、を備える。
【００１２】
　ワイヤ３０は、発光素子２０のパッド２１と接続されるボール部３２と、基板１１の導
電部材１３と接続される接続部３４と、ボール部３２と接続部３４との間のループ部３３
と、を備える。
【００１３】
　上述のような発光装置１０は、以下の製造方法によって得ることができる。図２Ａ～図
２Ｄは、実施形態に係る製造方法を説明した概略図である。
【００１４】
　実施形態に係る発光装置の製造方法は、主として以下の工程を備える。すなわち、上面
にパッドを備えた発光素子を準備する工程と、イニシャルボールを形成する工程と、ボー
ル部を形成してキャピラリを静止する工程と、キャピラリに超音波を印加する工程と、を
備える。以下、各工程について詳説する。
【００１５】
　＜パッドを備えた発光素子を準備する工程＞
　図２Ａに示すように、上面にパッドを備えた発光素子２０を準備する。詳細には、発光
素子２０は、発光層を含む半導体層を備えた積層構造体２２と、その積層構造体２２に通
電するための電極として機能するパッド２１と、を備える。
【００１６】
　積層構造体は、例えば、半導体層としてＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ（０≦Ｘ、０≦
Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）等の窒化物系化合物半導体が好適に用いられる。素子基板としては、例
えば、サファイア、ＧａＮ等が挙げられる。
【００１７】
　発光素子２０は、図２Ａに示すように、発光素子２０の上面（積層構造体２２の上面）
に、一対の電極として機能するように２つのパッド２１を備えることができる。パッド２
１の数はこれに限らず、１又は３以上備えることができる。パッド２１としては、例えば
、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｎｉ、Ｗ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｔｉ等が挙げられる。パッド２１の
厚みは、例えば、０．５μｍ～１０μｍ程度とすることができる。
【００１８】
　上述のような発光素子２０を準備する工程は、基板１１上に載置する工程を備えてもよ
い。あるいは、発光素子２０を準備する工程は、基板１１上に載置された発光素子２０を
準備する工程でもよい。発光素子２０と基板１１とは、導電性又は絶縁性の接合部材で固
定されている。
【００１９】
　基板１１は、電極として機能する導電部材１３と、それを保持する絶縁性の基材１２と
を備える。基板１１は、図１に示すような凹部１４を備えることができる。あるいは、基
板１１は平板状であってもよい。基板１１は、当該分野で用いられる基板１１を用いるこ
とができる。例えば、基材１２として成形樹脂を備え、導電部材１３としてリードとを備
えた樹脂パッケージを用いることができる。また、基材１２としてセラミックを備え、導
電部材１３として配線を備えたセラミックパッケージ等を用いることができる。
【００２０】
　発光素子２０が載置された基板１１を、ワイヤボンダの所定の位置に固定する。
【００２１】
　＜イニシャルボールを形成する工程＞
　発光素子２０にワイヤ３０を接続するために、まず、図２Ａに示すように、イニシャル
ボール３１を形成する。詳細には、キャピラリ５０の貫通孔内に挿通されたワイヤ３０Ａ
の先端を電気放電等によって溶融させることで、イニシャルボール３１を形成する。イニ
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シャルボール３１はワイヤ３０Ａの先端に設けられた球状部分を指す。電気放電等の条件
は、ワイヤ３０Ａの材料、組成、径、あるいは、目的とするイニシャルボール３１の大き
さ等に応じて適宜選択することができる。
【００２２】
　＜イニシャルボールをパッドに当接し変形させる工程＞
　次に、図２Ｂに示すように、イニシャルボー３１を発光素子２０の上面のパッド２１に
当接し、キャピラリ５０で押圧する。これにより、球状のイニシャルボール３１が変形し
て半球状のボール部３２となる。そして、ボール部３２にキャピラリ５０を接触させた状
態で、キャピラリ５０を所定の時間、静止させる。詳細には、キャピラリ５０は、ボール
部３２が所定の厚みになるまで荷重を加えており、その高さを維持しつつ、更なる変形を
しないように荷重をかけた状態で静止させる。
【００２３】
　キャピラリ５０の静止時間は、例えば、０．１ｍ秒～２５５ｍ秒とすることができ２ｍ
秒～１００ｍ秒が好ましい。静止時間を設けることで、ボール部３２の硬度が徐々に高く
なる。詳細には、電気放電によって昇温されて溶融し、硬度が低下していたボール部３２
が、経時により冷却されて硬度が高くなる。尚、冷却方法は、キャピラリ５０の動作を停
止して静止することのみで自然冷却する方法でもよく、あるいは、静止中に冷媒としてフ
ロンガス等の不活性ガスなどを吹き付けるなどして強制冷却する方法でもよい。 
【００２４】
　＜キャピラリに超音波を印加する工程＞
　上述のように、キャピラリ５０を所定時間静止させた後に、図２Ｃに示すように、超音
波を印加する。超音波は、たとえば、周波数は６０ｋＨｚ～１５０ｋＨｚ程度とすること
ができ、印加時間は１ｍ秒～２５５ｍ秒で設定できるが５ｍ秒～１００ｍ秒程度が好まし
い。ボール部３２は、上述のように所定時間静止させたため、パッド２１に当接させた直
後の硬さよりも硬くなっている。そのようなボール部３２に超音波を印加して振動させる
ことで、パッドの内部にボール部３２の一部をめり込ませ易くすることができる。
【００２５】
　キャピラリ５０の先端にイニシャルボール３１を形成した状態で静止するのではなく、
イニシャルボール５０をパッド２１に当接させてボール部３２を形成した後に静止させる
ことで、パッド２１にイニシャルボール３１を当接させる際のダメージを低減することが
できる。
【００２６】
　超音波を印加することで、パッド２１とボール部３２の界面の酸化被膜や汚れ等が超音
波振動により取り除かれる。上述のように、イニシャルボール３２よりも硬度の高いボー
ル部３２とすることで、超音波振動が伝わり易く、接合界面における結晶粒子同士の結合
を生成し易くなる。これにより、ボール部３２とパッド２１との接合を良好にすることが
できる。
【００２７】
　上述のように、パッド２１にボール部３２を接合した後、図２Ｄに示すようにキャピラ
リ５０を移動して、ワイヤ３０Ａを基板１１上に当接させ、超音波及び荷重を印加する。
その後、ワイヤ３０Ａを切断することで、図１に示すような、ワイヤ３０の接合部３４と
することができる。
【００２８】
　ワイヤ３０としては、金、銀、銅、白金、アルミニウム等の金属及び少なくともそれら
の金属を含有する合金を用いた導電性ワイヤが挙げられる。特に、銀含ワイヤは、金ワイ
ヤに比して光の吸収が少なく反射率が高いため、発光装置に用いられるワイヤとして有用
である。しかしながら、銀含ワイヤは金ワイヤに比して硬度が高く、接合性が低くなり易
い。上述のような接合方法を用いて銀含ワイヤを接合することで、パッド２１との接合性
を良好とすることができる。銀含ワイヤとしては、銀の含有率が１０％～１００％のもの
を用いることができる。銀含ワイヤは、銀以外に金、パラジウムなどの金属を含むことが
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できる。
【００２９】
　ワイヤ３０の径は、１８μｍ～３０μｍが好ましい。ワイヤの線膨張係数は、１４．２
×１０-６以上１９．７×１０-６以下が好ましく、更に、１７．６×１０-６以上１８．
９×１０-６以下が好ましい。
【００３０】
　＜その他の工程＞
　その他の工程として、発光素子２０及びワイヤ３０を封止する封止部材４０を形成する
工程を備えてもよい。封止部材の材料としては、発光素子からの光を透過可能な透光性を
有し、且つ、耐光性を有するものが好ましい。具体的な材料としては、シリコーン樹脂組
成物、変性シリコーン樹脂組成物、エポキシ樹脂組成物、変性エポキシ樹脂組成物、アク
リル樹脂組成物等の、発光素子からの光を透過可能な透光性を有する絶縁樹脂組成物を挙
げることができる。また、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、フッ素樹脂及び
これらの樹脂を少なくとも１種以上含むハイブリッド樹脂等も用いることができる。さら
にまた、これらの有機物に限られず、ガラス、シリカゾル等の無機物も用いることができ
る。このような材料に加え、所望に応じて着色剤、光拡散剤、光反射材、各種フィラー、
波長変換部材（蛍光体）などを含有させることもできる。
【００３１】
　蛍光体としては、例えば、酸化物系、硫化物系、窒化物系の蛍光体などが挙げられる。
例えば、発光素子として青色発光する窒化ガリウム系発光素子を用いる場合、青色光を吸
収して黄色～緑色系発光するＹＡＧ系、ＬＡＧ系、緑色発光するＳｉＡｌＯＮ系（βサイ
アロン）、赤色発光するＳＣＡＳＮ、ＣＡＳＮ系、ＫＳＦ系蛍光体（Ｋ２ＳｉＦ６：Ｍｎ
）、硫化物系蛍光体、ナノ蛍光体等の少なくとも１種、又は２種以上を用いることができ
る。これらの蛍光体は、封止部材中に５質量％以上１２０質量％以下含有させるのが好ま
しい。
【実施例】
【００３２】
　以下、本開示に係る一実施例について詳説する。
【００３３】
　[実施例１]
　基板として開口部形状が円形の凹部を備えた樹脂パッケージを準備する。基板は銅を主
成分とするリードフレームに、成形樹脂が一体的に成形されており、一枚の基板で複数個
の発光装置を形成することができる。凹部の底面に露出されたリードフレーム上に、樹脂
を主成分とする接合部材を介して発光素子を載置する。発光素子は、窒化ガリウム系半導
体層を備えた積層構造体と、その上面に金を主成分とするパッドを備えている。パッドは
、上面視円形であり、ｐ側パッドとｎ側パッドの２つを備える。パッドの厚みは１．２μ
ｍである。
【００３４】
　上述の基板をワイヤボンダの所定の位置に固定する。基板の上方にはキャピラリが配置
されている。キャピラリの貫通孔内にはワイヤが挿通されている。ワイヤは主としてＡｇ
８０％、Ａｕ２０％を含む。ワイヤの径は２５μｍである。キャピラリの先端から延出す
るワイヤに、３０ｍＡの電流をかけて電気放電し、径が４９μｍのイニシャルボールを形
成する。その後、イニシャルボールをパッドに当接させ、キャピラリに３０～４５ｇｆの
荷重をかけて押圧して、厚みが９μｍのボール部を形成する。その状態で約６ミリ秒静止
する。次に、周波数６０ｋＨｚの超音波を１０ｍ秒印加する。次に、キャピラリを移動さ
せてワイヤを凹部内のリードフレーム上に接合させる。
【００３５】
　凹部内に、液状の樹脂部材を注入し、硬化させる。樹脂部材は、主成分としてシリコー
ン系樹脂と、ＹＡＧ蛍光体と、を含んでいる。最後に基板を個片化して発光装置とする。
【００３６】
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　上述のようにしてパッドに接合されたワイヤの接合強度を、シェア強度試験によって測
定した。キャピラリを静止させる時間を設けずに、ボール部を形成した直後に超音波を印
加した方法で接合したワイヤの接合強度と比較した。本実施例の接合方法によって接合し
たワイヤは、比較例のワイヤに、シェア強度が約２０～３０％向上していた。また、シェ
ア後パッド上の金残り量は、１４～１５％増加していた。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本開示の発光装置は、照明器具、ディスプレイ、携帯電話の液晶表示装置用のバックラ
イト、動画照明補助光源、その他の一般的民生用光源などに利用することができる。
【符号の説明】
【００３８】
　１０…発光装置
　　１１…基板
　　１２…基材
　　１３…導電部材
　　１４…凹部
　　２０…発光素子
　　　２１…パッド
　　　２２…積層構造体
　　３０、３０Ａ…ワイヤ
　　　３１…イニシャルボール
　　　３２…ボール部
　　　３３…ループ部
　　　３４…接続部
　　４０…封止部材
　　５０…キャピラリ
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