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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型半導体層と、
　第１導電型半導体層の上面の一部に積層された第２導電型半導体層と、
　第１導電型半導体層の上面の他の一部に形成された第１電極部と、
　第２導電型半導体層の上面に形成された第２電極部と、を備え、
　上記第１導電型半導体層に対して、上記第２電極部の上面が上記第１電極部の上面より
高い位置にある半導体発光素子を、バンプを介して基板に実装する半導体発光素子の実装
方法であって、
　上記第１電極部上および上記第２電極部上にレジストを積層して、当該レジストの上記
第１電極部に対応する部分に第１開口部を形成し、当該レジストの上記第２電極部に対応
する部分に第２開口部を形成する開口部形成工程と、
　電解メッキ法によって、上記第１開口部内および上記第２開口部内にそれぞれ、第１バ
ンプおよび第２バンプを形成するバンプ形成工程と、
　上記レジストを除去するレジスト除去工程と、
　上記第１バンプおよび上記第２バンプを上記基板にボンディングするボンディング工程
と、を有し、
　上記第１開口部の断面積は、上記第２開口部の断面積よりも大きく、
　上記バンプ形成工程において、上記第１バンプおよび上記第２バンプの各上面の上記第
１導電型半導体層に対する高さと、上記レジストの上面の上記第１導電型半導体層に対す
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る高さとの差が、１０μｍ以上であることを特徴とする半導体発光素子の実装方法。
【請求項２】
　上記第２開口部の個数が上記第１開口部の個数よりも多いことを特徴とする請求項１に
記載の半導体発光素子の実装方法。
【請求項３】
　上記第２開口部の個数は、上記第１開口部の断面積の総和と上記第２開口部の断面積の
総和との差が最小となる個数であることを特徴とする請求項２に記載の半導体発光素子の
実装方法。
【請求項４】
　上記第１バンプの上面と上記第２バンプの上面とは、上記第１導電型半導体層に対する
高さが略同一であることを特徴とする請求項１、２または３に記載の半導体発光素子の実
装方法。
【請求項５】
　上記第１開口部の断面積は、上記第２開口部の断面積の１０倍以下であることを特徴と
する請求項１～４のいずれか１項に記載の半導体発光素子の実装方法。
【請求項６】
　上記第１導電型半導体層に対する、上記第１電極部の上面と上記第２電極部の上面との
高低差が、２μｍ以下であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の半導
体発光素子の実装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フリップチップ実装型の半導体発光素子の実装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＥＤ（発光ダイオード）チップをセラミック基板（実装基板）等に実装する際
に、ワイヤーボンド法が用いられていた。しかし、このワイヤーボンド法では、セラミッ
ク基板にワイヤーの接続領域を設ける必要があるため、小型化が難しいという問題や、ワ
イヤーによってＬＥＤチップからの出射光の影が生じ、発光効率が低下するといった問題
があった。そこで、近年では、ＬＥＤチップの電極をセラミック基板側に向けて実装する
フリップチップ実装と呼ばれる方式が提案されている。
【０００３】
　図５は、サファイア基板を用いたＬＥＤチップ１の断面図である。ＬＥＤチップ１は、
サファイア基板２、ｎ型窒化物半導体層３、ｐ型窒化物半導体層４、負電極５および正電
極６を備えている。負電極５と正電極６との間に順方向電圧を印加することにより、ｎ型
窒化物半導体層３とｐ型窒化物半導体層４との境界付近の活性層４ａにおいて、電子と正
孔とが合体して発光する。
【０００４】
　負電極５は、ｎ型窒化物半導体層３の上面に形成されているのに対し、正電極６は、ｎ
型窒化物半導体層３の上面に積層されたｐ型窒化物半導体層４の上面に形成されているた
め、負電極５の上面と正電極６の上面との間に、高低差Ｈが存在する。このため、ＬＥＤ
チップ１をフリップチップ実装方式でセラミック基板に実装する場合、以下のような問題
がある。
【０００５】
　図６は、ＬＥＤチップ１を２つのバンプ１０ａ・１０ｂを介してセラミック基板９に実
装する状態を示す断面図である。バンプ１０ａ・１０ｂの大きさは同一であり、バンプ１
０ａはＬＥＤチップ１の負電極５上に形成され、バンプ１０ｂはＬＥＤチップ１の正電極
６上に形成されている。上述のように、ＬＥＤチップ１の負電極５と正電極６との間に高
低差があるため、バンプ１０ａ・１０ｂの各表面の高さも異なる。このため、図６に示す
状態でＬＥＤチップ１をセラミック基板９上にフリップチップ実装すると、ＬＥＤチップ
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１がセラミック基板９に対して傾いてしまい、ＬＥＤチップ１からの出射光の指向性が悪
くなる。
【０００６】
　図７は、ＬＥＤチップ１全体にかかる荷重とバンプ１０ａ・１０ｂの変形量との関係を
示すグラフである。例えば、バンプ１０ｂを１０μｍ変形させる場合、ＬＥＤチップ１全
体に約１４Ｎ／ｍｍ２の荷重をかける必要があるのに対し、バンプ１０ａを１０μｍ変形
させる場合、ＬＥＤチップ１全体に約２０Ｎ／ｍｍ２の荷重をかける必要がある。このよ
うに、バンプ１０ａをバンプ１０ｂと同程度変形させる場合、ＬＥＤチップ１全体にかけ
る荷重は約１．５倍増加する。そのため、バンプ１０ａ・１０ｂを押しつぶすことによっ
てバンプ１０ａ・１０ｂ間の高低差を吸収しようとすると、正電極６の下層の素子に大き
な荷重がかかり、当該素子にダメージが発生するという問題がある。
【０００７】
　この問題を解決するために、例えば、特許文献１では、キャピラリーの先端部分におい
て金属ワイヤの先端部を溶融させてボール（バンプ）を形成し、電極面に上記ボールを固
着させた後に電極面に略平行にキャピラリーの先端部分をボール上で摺動させることによ
り該ボールの高さを揃える方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－１１８１３７号公報（２００２年４月１９日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法では、電極面に上記ボールを固着させた後にキ
ャピラリーの先端部分をボール上で摺動させるため、バンプ作成に長時間を要するといっ
た問題がある。
【００１０】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、発光特性およ
び生産性に優れた半導体発光素子の実装方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る半導体発光素子の実装方法は、第１導電型
半導体層と、第１導電型半導体層の上面の一部に積層された第２導電型半導体層と、第１
導電型半導体層の上面の他の一部に形成された第１電極部と、第２導電型半導体層の上面
に形成された第２電極部と、を備え、上記第１導電型半導体層に対して、上記第２電極部
の上面が上記第１電極部の上面より高い位置にある半導体発光素子を、バンプを介して基
板に実装する半導体発光素子の実装方法であって、上記第１電極部上および上記第２電極
部上にレジストを積層して、当該レジストの上記第１電極部に対応する部分に第１開口部
を形成し、当該レジストの上記第２電極部に対応する部分に第２開口部を形成する開口部
形成工程と、電解メッキ法によって、上記第１開口部内および上記第２開口部内にそれぞ
れ、第１バンプおよび第２バンプを形成するバンプ形成工程と、上記レジストを除去する
レジスト除去工程と、上記第１バンプおよび上記第２バンプを上記基板にボンディングす
るボンディング工程と、を有し、上記第１開口部の断面積は、上記第２開口部の断面積よ
りも大きく、上記バンプ形成工程において、上記第１バンプおよび上記第２バンプの各上
面の上記第１導電型半導体層に対する高さと、上記レジストの上面の上記第１導電型半導
体層に対する高さとの差が、１０μｍ以上であることを特徴としている。
【００１２】
　上記の半導体発光素子は、第２電極部の上面が第１電極部の上面より高い位置にある構
造であるため、第１電極部および第２電極部に、同一の高さを有するバンプを形成して基
板にボンディングした場合、半導体発光素子が基板に対して傾いてしまう。
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【００１３】
　そこで、本発明に係る実装方法では、バンプを形成するための開口部をレジストに形成
する開口部形成工程において、レジストの第１電極部および第２電極部に対応する各部分
に、それぞれ第１開口部および第２開口部を形成し、第１開口部の断面積が、第２開口部
の断面積よりも大きいことを特徴としている。これにより、バンプ形成工程において、第
１バンプの形成速度が第２バンプの形成速度よりも大きくなるため、第１バンプを第２バ
ンプよりも高く形成することができる。よって、第１バンプの上面と第２バンプの上面と
の高低差を、第１電極部の上面と第２電極部の上面との高低差よりも小さくすることがで
きる。これにより、ボンディング工程において、半導体発光素子の基板に対する傾きを低
減することができ、半導体発光素子の発光特性が向上する。
【００１４】
　また、上記の実装方法では、レジストの開口部の断面積を異ならせるだけで、異なる高
さを有するバンプを形成することができるので、特許文献１に係る発明と異なり、短時間
でバンプを形成することができる。したがって、発光特性および生産性に優れた半導体発
光素子の実装方法を提供することができる。
　また、バンプ形成工程では、第１バンプおよび上記第２バンプの各上面とレジストの上
面との高低差が１０μｍ以上の場合に、第１バンプの形成速度と第２バンプ形成速度との
差が顕著になる。よって、上記の構成とすることで、さらに容易に第１バンプを第２バン
プよりも高く形成することができる。
【００１５】
　本発明に係る半導体発光素子の実装方法では、上記第２開口部の個数が上記第１開口部
の個数よりも多いことが好ましい。
【００１６】
　上記の構成によれば、第２開口部の個数が第１開口部の個数よりも多いので、第１バン
プおよび第２バンプをそれぞれ１個ずつ形成する場合に比べ、第１バンプの断面積の総和
と第２バンプの断面積の総和との差を小さくすることができる。よって、接合強度の向上
および接触抵抗の低減を図ることができる。
【００１７】
　本発明に係る半導体発光素子の実装方法では、上記第２開口部の個数は、上記第１開口
部の断面積の総和と上記第２開口部の断面積の総和との差が最小となる個数であることが
好ましい。
【００１８】
　上記の構成によれば、第１バンプの断面積の総和と第２バンプの断面積の総和との差が
最小となるので、より安定したフリップチップ実装が可能となる。
【００１９】
　本発明に係る半導体発光素子の実装方法では、上記第１バンプの上面と上記第２バンプ
の上面とは、上記第１導電型半導体層に対する高さが略同一であることが好ましい。
【００２０】
　上記の構成によれば、半導体発光素子を基板に対して平行に実装することができるので
、半導体発光素子の発光特性をより向上させることができる。
【００２３】
　本発明に係る半導体発光素子の実装方法では、上記第１開口部の断面積は、上記第２開
口部の断面積の１０倍以下であることが好ましい。
【００２４】
　上記の構成によれば、安定したフリップチップ実装のために第２バンプの個数をあまり
多くする必要がないため、開口部形成工程において、レジストへのパターニングが容易と
なる。
【００２５】
　本発明に係る半導体発光素子の実装方法では、上記第１導電型半導体層に対する、上記
第１電極部の上面と上記第２電極部の上面との高低差が、２μｍ以下であることが好まし
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い。
【００２６】
　上記の構成によれば、第１開口部と第２開口部との断面積比を小さくすることができる
ので、第２開口部の断面積をあまり小さくする必要がない。そのため、開口部形成工程に
おいて、レジストへのパターニングが容易となる。
【発明の効果】
【００２７】
　以上のように、本発明に係る半導体発光素子の実装方法は、上記第１電極部上および上
記第２電極部上にレジストを積層して、当該レジストの上記第１電極部に対応する部分に
第１開口部を形成し、当該レジストの上記第２電極部に対応する部分に第２開口部を形成
する開口部形成工程と、電解メッキ法によって、上記第１開口部内および上記第２開口部
内にそれぞれ、第１バンプおよび第２バンプを形成するバンプ形成工程と、上記レジスト
を除去するレジスト除去工程と、上記第１バンプおよび上記第２バンプを上記基板にボン
ディングするボンディング工程と、を有し、上記第１開口部の断面積は、上記第２開口部
の断面積よりも大きく、上記バンプ形成工程において、上記第１バンプおよび上記第２バ
ンプの各上面の上記第１導電型半導体層に対する高さと、上記レジストの上面の上記第１
導電型半導体層に対する高さとの差が、１０μｍ以上であることを特徴としている。した
がって、発光特性および生産性に優れた半導体発光素子の実装方法を提供することができ
るという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施形態に係る実装方法を示す図である。
【図２】ＬＥＤチップの実装方法を示す断面図である。
【図３】レジストの２つの開口部の断面積比と、各開口部に形成されるバンプの高さ比と
の関係を示すグラフである。
【図４】本発明の実施形態に係る実装方法の変形例を示す図である。
【図５】サファイア基板を用いたＬＥＤチップの断面図である。
【図６】図５に示すＬＥＤチップを２つのバンプを介してセラミック基板に実装する状態
を示す断面図である。
【図７】ＬＥＤチップ全体にかかる荷重と２つのバンプの変形量との関係を示すグラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の実施の一形態について図１～図５に基づいて説明すれば以下のとおりである。
【００３０】
　（フリップチップ実装の概要）
　図１は、本実施形態に係る実装方法を示す図である。具体的には、図１（ａ）は、ＬＥ
Ｄチップ１にバンプ１１・１２を形成した状態を示す断面図であり、図１（ｂ）は、当該
状態におけるＬＥＤチップ１の電極側からの平面図であり、図１（ｃ）は、図１（ａ）に
示すＬＥＤチップ１をセラミック基板９に実装した状態を示す断面図である。
【００３１】
　ＬＥＤチップ１は、図５に示すものと同一である。すなわち、図５に示すように、ＬＥ
Ｄチップ（半導体発光素子）１は、サファイア基板２、ｎ型窒化物半導体層（第１導電型
半導体層）３、ｐ型窒化物半導体層（第２導電型半導体層）４、負電極（第１電極部）５
および正電極（第２電極部）６を備えている。ｎ型窒化物半導体層３は、サファイア基板
２上に積層されており、上面の一端が露出している。ｐ型窒化物半導体層４は、ｎ型窒化
物半導体層３の上面の一部に積層されており、負電極５は、ｎ型窒化物半導体層３の上面
の他の一部に形成されている。また、正電極６は、ｐ型窒化物半導体層４の上面に形成さ
れている。
【００３２】



(6) JP 5226047 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

　負電極５と正電極６との間に順方向電圧を印加することにより、ｎ型窒化物半導体層３
とｐ型窒化物半導体層４との境界付近の活性層４ａにおいて、電子と正孔とが合体して発
光する。負電極５は、ｎ型窒化物半導体層３の上面に形成されているのに対し、正電極６
は、ｎ型窒化物半導体層３の上面に積層されたｐ型窒化物半導体層４の上面に形成されて
いるため、負電極５の上面と正電極６の上面との間に、高低差Ｈが存在する。このため、
負電極５および正電極６に、同一の高さを有するバンプを形成してセラミック基板にボン
ディングした場合、ＬＥＤチップ１がセラミック基板に対して傾いてしまう。
【００３３】
　そこで、本実施形態では、図１（ａ）に示すように、ＬＥＤチップ１をフリップチップ
実装するためのバンプとして、負電極５上には、バンプ１１（第１バンプ）を形成され、
正電極６上には、バンプ１２（第２バンプ）が形成されており、さらに、バンプ１１・１
２のサイズに関して、バンプ１１の高さはバンプ１２の高さよりも大きい。また、図１（
ｂ）に示すように、バンプ１１の断面積（ｎ型窒化物半導体層３に平行な断面の面積）が
、バンプ１２の断面積よりも大きくなっている。
【００３４】
　これにより、図１（ａ）に示すように、バンプ１１の上面とバンプ１２の上面とは、ｎ
型窒化物半導体層３に対する高さが略同一となっている。よって、図１（ｃ）に示すよう
に、ＬＥＤチップ１をセラミック基板９にフリップチップ実装した場合、ＬＥＤチップ１
のｎ型窒化物半導体層３およびｐ型窒化物半導体層４がセラミック基板９に対して平行と
なる。したがって、ＬＥＤチップ１からの出射光の指向性が向上する。
【００３５】
　（実装方法の具体的内容）
　続いて、ＬＥＤチップ１の実装方法の具体的内容について、図２を参照して説明する。
本実施形態では、ＬＥＤチップ１をフリップチップ実装するためのバンプ１１・１２を、
電解メッキ法によるＡｕメッキで形成する。
【００３６】
　図２（ａ）は、バンプ形成前におけるＬＥＤチップ１を示している。ここで、図２（ｂ
）に示すように、ＬＥＤチップ１の電極側の表面に給電メタル１５をスパッタ法で形成す
る。給電メタル１５は、シード層となるＡｕ膜と、Ａｕのセラミック基板への拡散を防ぐ
バリア膜とからなる。
【００３７】
　続いて、負電極５上および正電極６上にレジスト１６を積層して、図２（ｃ）に示すよ
うに、パターニングによって、レジスト１６の負電極５に対応する部分に開口部１６ａ（
第１開口部）を形成し、レジスト１６の正電極６に対応する部分に開口部１６ｂ（第２開
口部）を形成する（開口部形成工程）。
【００３８】
　続いて、開口部１６ａ内および開口部１６ｂ内にそれぞれ、バンプ１１およびバンプ１
２を形成した後（図２（ｄ）、バンプ形成工程）、給電メタル１５およびレジスト１６を
除去し（図２（ｅ）、レジスト除去工程）、バンプ１１およびバンプ１２をセラミック基
板９にボンディングする（図２（ｆ）、ボンディング工程）。これにより、ＬＥＤチップ
１がセラミック基板９に実装される。
【００３９】
　図２（ｃ）に示す開口部形成工程では、開口部１６ａの断面積が開口部１６ｂの断面積
よりも大きくなるように、開口部１６ａ・１６ｂを形成する。これにより、バンプ形成工
程において、バンプ１１の形成速度がバンプ１２の形成速度よりも大きくなるため、バン
プ１１をバンプ１２よりも高く形成することができる。
【００４０】
　図３は、開口部１６ａの開口部１６ｂに対する断面積比と、バンプ１１のバンプ１２に
対する高さ比との関係を示すグラフである。実線に示すように、レジスト１６が充分厚い
場合、上記断面積比が大きいほど、上記高さ比が大きくなることが分かる。
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【００４１】
　この特性を利用して、開口部１６ａ・１６ｂの各断面積を、負電極５および正電極６の
高低差に基づいて選択する。具体的には、バンプ１１およびバンプ１２の高低差が負電極
５および正電極６の高低差に等しくなるように、開口部１６ａ・１６ｂの各断面積を設定
する。例えば、開口部１６ｂの断面積を、３００～５０００μｍ２程度に設定する。これ
により、図２（ｅ）に示すように、バンプ１１の上面とバンプ１２の上面とは、ｎ型窒化
物半導体層３に対する高さが略同一となる。
【００４２】
　なお、図３において、破線に示すように、レジスト１６が薄い場合、開口部１６ａ・１
６ｂの断面積比が大きくなっても、バンプ１１・１２の高さ比はほとんど変化しない。そ
のため、図２（ｄ）に示すバンプ形成工程において、バンプ１１およびバンプ１２の各上
面のｎ型窒化物半導体層３に対する高さと、レジスト１６の上面のｎ型窒化物半導体層３
に対する高さとの差が、１０μｍ以上であることが望ましい。これにより、バンプ１１・
１２の高さを容易に制御することができる。
【００４３】
　以上のように、本実施形態に係るＬＥＤチップ１の実装方法では、バンプ１１・１２の
高さを制御することで、バンプ１１・１２の各上面のｎ型窒化物半導体層３に対する高さ
を揃えることができる。これにより、コンタクト抵抗や機械的強度を劣化させずに、ＬＥ
Ｄチップ１をセラミック基板９に実装することが可能となり、ＬＥＤチップ１からの出射
光の指向性が向上する。
【００４４】
　（変形例）
　上記の構成では、ＬＥＤチップ１の負電極５上および正電極６上に、それぞれ１つのバ
ンプを形成していた。これに対し、以下では、正電極６上に複数のバンプを形成すること
により、接合強度の向上および接触抵抗の低減を実現する構成について説明する。
【００４５】
　図４は、本実施形態に係る実装方法の変形例を示す図である。具体的には、図４（ａ）
は、ＬＥＤチップ１に１個のバンプ１１と３個のバンプ１２とを形成した状態を示す断面
図であり、図４（ｂ）は、当該状態におけるＬＥＤチップ１の電極側からの平面図であり
、図４（ｃ）は、図４（ａ）に示すＬＥＤチップ１をセラミック基板９に実装した状態を
示す断面図である。図４に示す構成は、ＬＥＤチップ１の正電極６上に３個のバンプ１２
を形成した点を除き、図１に示す構成と同一である。
【００４６】
　バンプ１２の断面積は、バンプ１１の断面積よりも小さい。一方、ＬＥＤチップ１の実
装時において、バンプ１１への荷重とバンプ１２への荷重とは、ほぼ等しくなる。そのた
め、図１（ｃ）に示す状態では、バンプ１２はバンプ１１に比べて変形しやすくなる。ま
た、バンプ１２と正電極６との接合面積が小さいため、接合強度が不足したり接触抵抗が
大きくなるおそれがある。
【００４７】
　そこで、図４に示すように、正電極６上に形成されるバンプ１２の個数を多くすること
で、１個のバンプ１２にかかる荷重を減少させることができる。これにより、バンプ１２
の変形を防止することができる。また、接合強度が向上するとともに、接触抵抗を低減す
ることができるので、より安定したフリップチップ実装が可能となる。
【００４８】
　このように、バンプ１２の個数を負電極５上に形成されるバンプ１１の個数よりも多く
形成する場合、図２（ｃ）に示す開口部形成工程において、開口部１６ｂの個数が開口部
１６ａの個数よりも多くなるようにすればよい。
【００４９】
　なお、図４では、バンプ１１は１個であったが、バンプ１１を複数形成してもよい。
【００５０】
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　また、バンプ１１の断面積の総和とバンプ１２の断面積の総和との差を極力小さくする
ことが望ましい。そのため、図２（ｃ）に示す開口部形成工程において、開口部１６ｂの
個数を、開口部１６ａの断面積の総和と開口部１６ｂの断面積の総和との差が最小となる
個数に設定する。例えば、開口部１６ａが１個の場合であって、開口部１６ａの断面積と
開口部１６ｂの断面積との比率が７：３の場合には、開口部１６ｂを２個形成する。また
、上記比率が８：３の場合には、開口部１６ｂを３個形成する。
【００５１】
　このように、開口部１６ａ・１６ｂの各個数（すなわち、バンプ１１・１２の各個数）
を、バンプ１１の断面積の総和とバンプ１２の断面積の総和との差が小さくなるように設
定することで、より安定したフリップチップ実装が可能となる。
【００５２】
　なお、レジスト１６に形成する開口部の個数が増加するほど、微細なパターニングが必
要となる。そのため、開口部１６ａの断面積は、開口部１６ｂの断面積の１０倍以下であ
ることが望ましい。この場合、図３に示すグラフから、バンプ１１・１２の高さ比は、１
．２程度が上限となる。そのため、本実施形態に係る実装方法の適用対象となるＬＥＤチ
ップ１は、ｎ型窒化物半導体層３に対する、負電極５の上面と正電極６の上面との高低差
Ｈ（図５参照）が、２μｍ以下であることが望ましい。
【００５３】
　（付記事項）
　なお、上述した実施形態では、ＬＥＤチップ１は、正電極６が負電極５よりも高い位置
にある構造であったが、負電極５が正電極６よりも高い位置にある構造であってもよい。
この場合、ｐ型窒化物半導体層４の上面にｎ型窒化物半導体層３が積層され、ｐ型窒化物
半導体層４の上面に正電極６が形成され、ｎ型窒化物半導体層３の上面に負電極５が形成
される。
【００５４】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明の実装方法は、２つの電極が高低差を有する半導体発光素子の基板への実装に好
適である。
【符号の説明】
【００５６】
　１　　ＬＥＤチップ（半導体発光素子）
　２　　サファイア基板
　３　　ｎ型窒化物半導体層（第１導電型半導体層）
　４　　ｐ型窒化物半導体層（第２導電型半導体層）
　４ａ　活性層
　５　　負電極（第１電極部）
　６　　正電極（第２電極部）
　９　　セラミック基板（基板）
１０ａ　バンプ
１０ｂ　バンプ
１１　　バンプ（第１バンプ）
１２　　バンプ（第２バンプ）
１５　　給電メタル
１６　　レジスト
１６ａ　開口部（第１開口部）
１６ｂ　開口部（第２開口部）
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