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(57)【要約】
【課題】好適な柔軟な基板を有する電子素子を提供する
こと。
【解決手段】ある実施形態によれば、半導体ダイは、半
導体ダイの表面の非平面性または半導体ダイ接点の非共
平面性にもかかわらず、圧力活性化接着剤を用いて、柔
軟な基板に直接接着される。ある実施形態によれば、１
つ以上の半導体ダイは、介在するスタッド段差または同
様の構造を使用することなく、感圧接着剤（例えば、Ａ
ＣＡ）を用いて可撓性および／または変形可能基板に取
り付けられる。基板は、局所的に圧縮力に屈し、接点の
非共平面性にもかかわらず、半導体ダイ接点への機械的
に強力なおよび導電性の接続を形成することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子素子であって、
　前記電子素子は、
　第１および第２の離間された接点を有する無機発光ダイオード（ＬＥＤ）と、
　基板であって、前記基板は、（ｉ）力に応じて柔軟で、および弾性的であるか、または
（ｉｉ）力に応じて永久に変形可能であるかのうちの少なくとも一方であり、前記基板は
、前記基板の第１の表面上に第１および第２の伝導性配線を有し、前記第１の伝導性配線
と前記第２の伝導性配線とは、その間の間隙により前記基板上で離間される、基板と
　を備え、
　前記無機ＬＥＤに電気的に接続された制御回路が前記基板上に配置されており、
　前記第１および第２の接点は、前記配線または前記接点を電気的に架橋することなく、
圧力活性化接着材料を用いて、それぞれ、前記第１および第２の伝導性配線に接着され、
それらと電気的に接触しており、前記基板は、前記無機ＬＥＤの動作の間に前記接点と配
線との間の電気的接触を維持するための局所的な屈曲または局所的な変形を含む、電子素
子。
【請求項２】
　前記基板は、前記第１の配線と前記第２の配線との間に局所的な変形を含み、それによ
り、前記第１の接点と前記基板との間の距離は、前記第２の接点と前記基板との間の距離
に実質的に等しい、請求項１に記載の素子。
【請求項３】
　前記基板は、（ｉ）力に応じて柔軟で、および弾性的であるが、（ｉｉ）力に応じて永
久に変形可能ではない、請求項１に記載の素子。
【請求項４】
　前記基板は、（ｉ）力に応じて永久に変形可能であるが、（ｉｉ）力に応じて柔軟では
なく、および弾性的ではない、請求項１に記載の素子。
【請求項５】
　前記基板は、（ｉ）力に応じて柔軟で、および弾性的であり、かつ（ｉｉ）力に応じて
永久に変形可能である、請求項１に記載の素子。
【請求項６】
　前記接着材料は、異方性導電接着剤（ＡＣＡ）を含み、前記異方性導電接着剤（ＡＣＡ
）は、前記第１の接点を前記第１の配線にのみ、前記第２の接点を前記第２の配線にのみ
電気的に接続する、請求項１に記載の素子。
【請求項７】
　前記ＡＣＡの一部分は、前記間隙の中に配置され、前記第１の接点を前記第２の接点か
ら実質的に隔離する、請求項６に記載の素子。
【請求項８】
　前記無機ＬＥＤは、半導体材料を含み、前記半導体材料は、ＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮ、
またはそれらの合金あるいは混合物のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の素
子。
【請求項９】
　前記無機ＬＥＤは、蛍光体材料を含み、前記蛍光体材料は、前記無機ＬＥＤによって放
出された光の一部分を吸収し、異なる波長の光を放出する、請求項１に記載の素子。
【請求項１０】
　前記無機ＬＥＤによって放出された光と、波長変換材料によって放出された光とが混合
して、実質的に白色の光を形成する、請求項９に記載の素子。
【請求項１１】
　前記無機ＬＥＤは、２０００Ｋ～７０００Ｋの範囲内の色温度を有する白色光を放出す
る、請求項１に記載の素子。
【請求項１２】
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　前記無機ＬＥＤは、パッケージ化されたＬＥＤである、請求項１に記載の素子。
【請求項１３】
　前記無機ＬＥＤは、裸ＬＥＤダイである、請求項１に記載の素子。
【請求項１４】
　前記第１および第２の伝導性配線は、伝導性インクを含む、請求項１に記載の素子。
【請求項１５】
　前記第１および第２の伝導性配線は、銀、金、アルミニウム、クロム、銅、または炭素
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の素子。
【請求項１６】
　前記基板は、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネ
ート、ポリエーテルスルホン、ポリエステル、ポリイミド、ポリエチレン、または紙のう
ちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の素子。
【請求項１７】
　前記第１の配線と前記第２の配線との間の前記間隙は、２５μｍと１０００μｍとの間
の範囲にある、請求項１に記載の素子。
【請求項１８】
　前記無機ＬＥＤと熱的に連絡しているヒートシンクが存在しない、請求項１に記載の素
子。
【請求項１９】
　前記接着材料は、実質的に等方性の接着剤を含み、前記実質的に等方性の接着剤は、前
記第１の接点を前記第１の配線にのみ、前記第２の接点を前記第２の配線にのみ電気的に
接続し、前記間隙の中に配置された非伝導性接着材料をさらに含む、請求項１に記載の素
子。
【請求項２０】
　前記無機ＬＥＤによって放出された波長に対する前記基板の反射率は、８０％よりも大
きい、請求項１に記載の素子。
【請求項２１】
　前記無機ＬＥＤによって放出された波長に対する前記基板の透過率は、８０％よりも大
きい、請求項１に記載の素子。
【請求項２２】
　反射面をさらに備え、前記反射面は、前記無機ＬＥＤを覆って配置され、前記基板に向
かって光を反射する、請求項１に記載の素子。
【請求項２３】
　前記無機ＬＥＤの接合点温度は、動作中に１００℃を超えない、請求項１に記載の素子
。
【請求項２４】
　（ｉ）前記無機ＬＥＤは、ｐ－ｎ接合点を備え、（ｉｉ）前記基板を介した前記ｐ－ｎ
接合点から周囲への熱抵抗は、少なくとも５００℃／Ｗである、請求項１に記載の素子。
【請求項２５】
　複数の付加的な無機ＬＥＤをさらに備え、前記複数の付加的な無機ＬＥＤの各々は、第
１および第２の離間された接点を有し、前記無機ＬＥＤおよび前記付加的な無機ＬＥＤは
、前記基板上でアレイに配設されており、
　動作の間の２次元アレイによって生成される熱密度は、０．０１Ｗ／ｃｍ２未満である
、請求項１に記載の素子。
【請求項２６】
　前記２次元アレイにおける前記無機ＬＥＤのピッチは、３ｍｍから３０ｍｍの範囲内で
ある、請求項２５に記載の素子。
【請求項２７】
　前記無機ＬＥＤに電気的に接続された電力供給部をさらに備える、請求項１に記載の素
子。
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【請求項２８】
　前記無機ＬＥＤによって放出された光を透過するように配設されている光学要素をさら
に備える、請求項１に記載の素子。
【請求項２９】
　前記第１の表面の反対側の前記基板の第２の表面上の第３および第４の伝導性配線であ
って、前記第３の伝導性配線と前記第４の伝導性配線とは、その間の間隙により前記基板
上で離間される、第３および第４の伝導性配線と、
　第３および第４の離間された接点を有する第２の無機ＬＥＤと
　をさらに備え、
　前記第３および第４の接点は、前記第３および第４の配線または前記第３および第４の
接点を電気的に架橋することなく、圧力活性化接着材料を用いて、それぞれ、前記第３お
よび第４の伝導性配線に接着され、それらと電気的に接触している、請求項１に記載の素
子。
【請求項３０】
　前記制御回路は、前記基板の前記第１の表面上に配置されている、請求項１に記載の素
子。
【請求項３１】
　前記制御回路は、前記無機ＬＥＤの調光を制御するように構成されている、請求項１に
記載の素子。
【請求項３２】
　前記基板が取り付けられている剛性のフレームをさらに備える、請求項１に記載の素子
。
【請求項３３】
　前記基板上に配置された複数の付加的な無機ＬＥＤと、
　筐体と
　をさらに備え、（ｉ）前記筐体内に前記基板が少なくとも部分的に配置され、（ｉｉ）
前記筐体内に前記制御回路が配置され、（ｉｉｉ）前記筐体は、前記無機ＬＥＤおよび前
記複数の付加的な無機ＬＥＤから放出された光を透過するように構成されている、請求項
１に記載の素子。
【請求項３４】
　光学要素のアレイをさらに備え、各光学要素は、（ｉ）前記無機ＬＥＤおよび複数の付
加的な無機ＬＥＤと関連付けられており、（ｉｉ）前記無機ＬＥＤおよび複数の付加的な
無機ＬＥＤによって放出された光を透過するように配設されている、請求項３３に記載の
素子。
【請求項３５】
　拡散器をさらに備え、前記拡散器は、前記無機ＬＥＤおよび複数の付加的な無機ＬＥＤ
によって放出された光を透過するように配設されている、請求項３３に記載の素子。
【請求項３６】
　第２の基板と、前記第２の基板上に配置され、前記無機ＬＥＤとは異なる種類の第２の
ＬＥＤとをさらに備える、請求項１に記載の素子。
【請求項３７】
　（ｉ）前記無機ＬＥＤを覆って配置された第１の蛍光体と、（ｉｉ）第２の基板と、（
ｉｉｉ）前記第２の基板上に配置された第２のＬＥＤと、（ｉｖ）前記第２のＬＥＤを覆
って配置された第２の蛍光体とをさらに備え、前記第１の蛍光体と前記第２の蛍光体とは
異なる種類である、請求項３６に記載の素子。
【請求項３８】
　前記制御回路への感知された環境要因の通信のためのセンサをさらに備える、請求項１
に記載の素子。
【請求項３９】
　前記センサは、光センサであり、前記制御回路は、前記センサによって感知された光強
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度が閾値である点まで前記無機ＬＥＤを薄暗くするように構成されている、請求項３８に
記載の素子。
【請求項４０】
　前記センサは、占有センサであり、前記制御回路は、前記センサからのフィードバック
に基づいて前記無機ＬＥＤの光出力を制御する、請求項３８に記載の素子。
【請求項４１】
　前記制御回路は、第２の基板上に配置された制御回路と通信するように構成されている
、請求項１に記載の素子。
【請求項４２】
　前記基板および前記無機ＬＥＤは、液晶ディスプレイアセンブリ用のバックライトユニ
ットの一部分である、請求項１に記載の素子。
【請求項４３】
　前記基板の前記第１の表面上の第３および第４の伝導性配線であって、前記第３の伝導
性配線と前記第４の伝導性配線とは、その間の間隙により前記基板上で離間される、第３
および第４の伝導性配線をさらに備え、
　第１および第２の接点を有する電子構成要素をさらに備え、
　前記電子構成要素の前記第１および第２の接点は、前記配線または前記接点を電気的に
架橋することなく、圧力活性化接着材料を用いて、それぞれ、前記第３および第４の伝導
性配線に接着され、それらと電気的に接触しており、
　前記基板は、前記電子構成要素の動作の間に前記接点と配線との間の電気的接触を維持
するための局所的な屈曲または局所的な変形を含む、請求項１に記載の素子。
【請求項４４】
　前記電子構成要素は、光センサ、占有センサ、レジスタ、インダクタ、コンデンサ、ト
ランジスタ、アンテナ、バッテリまたは集積回路のうちの少なくとも１つを含む、請求項
４３に記載の素子。
【請求項４５】
　前記電子構成要素は、前記無機ＬＥＤと直列に電気的に接続されている、請求項４３に
記載の素子。
【請求項４６】
　前記電子構成要素は、ＬＥＤである、請求項４３に記載の素子。
【請求項４７】
　電子素子であって、
　前記電子素子は、
　第１および第２の離間された接点を有する無機発光ダイオード（ＬＥＤ）と、
　柔軟な基板であって、前記柔軟な基板は、結合領域中において、前記柔軟な基板の第１
の表面上に第１および第２の伝導性配線を有し、前記第１の伝導性配線と前記第２の伝導
性配線とは、その間の間隙によって前記基板上において分離されている、柔軟な基板と
　を備え、
　前記無機ＬＥＤに電気的に接続された制御回路が前記基板上に配置されており、
　（ｉ）前記第１および第２の伝導性配線は本質的にアルミニウムまたは銅から構成され
、（ｉｉ）前記第１および第２の接点は、前記配線または前記接点を電気的に架橋するこ
となく、異方性導電接着剤（ＡＣＡ）を介して、それぞれ、前記第１および第２の伝導性
配線に接着され、それらと電気的に接触しており、前記基板は、前記無機ＬＥＤの動作の
間に前記接点と配線との間の電気的接触を維持するための局所的な屈曲または局所的な変
形を含み、（ｉｉｉ）前記基板は、本質的にポリエチレンテレフタレートから構成され、
（ｉｖ）前記ＡＣＡの一部分は、前記間隙の中に配置され、前記第１の接点を前記第２の
接点から実質的に隔離する、電子素子。
【請求項４８】
　前記無機ＬＥＤは、前記第１の配線と第２の配線との間の前記間隙を横断して延在し、
前記無機ＬＥＤに近接した第２の無機ＬＥＤをさらに備え、前記第２の無機ＬＥＤは、前
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記第１の配線と第２の配線との間の前記間隙を横断して延在している、請求項４７に記載
の素子。
【請求項４９】
　前記無機ＬＥＤによって放出された光の波長に対する前記基板の反射率は、８０％より
も大きい、請求項４７に記載の素子。
【請求項５０】
　前記無機ＬＥＤは、２０００Ｋ～７０００Ｋの範囲内の色温度を有する白色光を放出す
る、請求項４７に記載の素子。
【請求項５１】
　前記無機ＬＥＤは、パッケージ化されたＬＥＤである、請求項４７に記載の素子。
【請求項５２】
　前記無機ＬＥＤは、裸ＬＥＤダイである、請求項４７に記載の素子。
【請求項５３】
　前記無機ＬＥＤに電気的に接続された電力供給部をさらに備える、請求項４７に記載の
素子。
【請求項５４】
　前記無機ＬＥＤによって放出された光を透過するように配設されている光学要素をさら
に備える、請求項４７に記載の素子。
【請求項５５】
　前記光学要素は、前記無機ＬＥＤの上側に配置され、前記無機ＬＥＤに光学的に連結さ
れている、請求項５４に記載の素子。
【請求項５６】
　前記光学要素は、前記基板と前記光学要素との間で前記無機ＬＥＤを囲むように前記基
板または前記配線のうちの少なくとも１つと接触して配置されている、請求項５５に記載
の素子。
【請求項５７】
　複数の付加的な無機ＬＥＤであって、前記複数の付加的な無機ＬＥＤの各々は、第１お
よび第２の離間された接点を有し、前記無機ＬＥＤおよび前記付加的な無機ＬＥＤは、前
記基板上で２次元アレイに配設されている、複数の付加的な無機ＬＥＤと、
　複数の付加的な光学要素であって、前記複数の付加的な光学要素の各々は、前記複数の
付加的な無機ＬＥＤのうちの１つを覆って配置され、前記複数の付加的な無機ＬＥＤのう
ちの１つに光学的に連結されている、複数の付加的な光学要素と
　をさらに備え、（ｉ）前記光学要素は、前記無機ＬＥＤにのみ光学的に連結され、（ｉ
ｉ）各付加的な光学要素は、前記付加的な無機ＬＥＤのうちの異なる１つにのみ光学的に
連結されている、請求項５５に記載の素子。
【請求項５８】
　電子素子を形成する方法であって、
　前記方法は、
　柔軟な基板を提供することであって、前記柔軟な基板は、結合領域中において、前記柔
軟な基板の第１の表面上に第１および第２の伝導性配線を有し、前記第１の伝導性配線と
前記第２の伝導性配線とは、その間の間隙によって前記基板上において分離されている、
ことと、
　第１および第２の接点を有する無機発光ダイオード（ＬＥＤ）を提供することと、
　前記無機ＬＥＤの前記第１および第２の接点と前記第１および第２の伝導性配線との間
に圧力活性化接着材料を提供することと、
　前記柔軟な基板または前記無機ＬＥＤのうちの少なくとも１つに圧力を印加することで
あって、それにより、（ｉ）前記第１の接点と前記第１の配線との間、または（ｉｉ）前
記第２の接点と前記第２の配線との間のうちの少なくとも１つの間において電気接続を確
立するが、前記配線または前記接点を電気的に架橋せず、前記無線ＬＥＤが前記第１の配
線と第２の配線との間の前記間隙を横断して延在するようにする、ことと
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　を含み、
　前記電気接続が確立された後に、前記基板は、前記無機ＬＥＤの動作の間に前記接点と
配線との間の電気的接触を維持するための局所的な屈曲または局所的な変形を含む、方法
。
【請求項５９】
　前記圧力活性化接着材料を提供することは、（ｉ）前記第１および第２の伝導性配線の
少なくとも一部分を覆って、（ｉｉ）前記第１の伝導性配線と前記第２の伝導性配線との
間の前記間隙内で、実質的に液体の形態で前記圧力活性化接着材料を分注することを含む
、請求項５８に記載の方法。
【請求項６０】
　前記柔軟な基板または前記無機ＬＥＤのうちの少なくとも１つに圧力を印加している間
に前記結合領域に熱を印加することをさらに含む、請求項５８に記載の方法。
【請求項６１】
　前記熱を印加することは、８０℃～１５０℃の範囲内の温度へと前記圧力活性化接着材
料を加熱することを含む、請求項６０に記載の方法。
【請求項６２】
　前記熱を印加することは、１０分未満にわたり前記圧力活性化接着材料を加熱すること
を含む、請求項６０に記載の方法。
【請求項６３】
　前記接着材料は、異方性導電接着剤（ＡＣＡ）を含み、前記異方性導電接着剤（ＡＣＡ
）は、前記第１の接点を前記第１の配線にのみ、前記第２の接点を前記第２の配線にのみ
電気的に接続する、請求項５８に記載の方法。
【請求項６４】
　前記ＡＣＡの一部分は、前記間隙の中に配置され、前記第１の接点を前記第２の接点か
ら実質的に隔離する、請求項６３に記載の方法。
【請求項６５】
　前記接着材料は、実質的に等方性の接着剤を含み、前記実質的に等方性の接着剤は、前
記第１の接点を前記第１の配線にのみ、前記第２の接点を前記第２の配線にのみ電気的に
接続し、前記間隙の中に配置された非伝導性接着材料をさらに含む、請求項５８に記載の
方法。
【請求項６６】
　前記第１の配線と第２の配線との間の前記間隙を横断して延在し、前記無機ＬＥＤに近
接した第２の無機ＬＥＤをさらに備える、請求項５８に記載の方法。
【請求項６７】
　前記基板は、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネ
ート、ポリエーテルスルホン、ポリエステル、ポリイミド、ポリエチレン、または紙のう
ちの少なくとも１つを含む、請求項５８に記載の方法。
【請求項６８】
　前記無機ＬＥＤによって放出された波長に対する前記基板の反射率は、８０％よりも大
きい、請求項５８に記載の方法。
【請求項６９】
　前記無機ＬＥＤは、２０００Ｋ～７０００Ｋの範囲内の色温度を有する白色光を放出す
る、請求項５８に記載の方法。
【請求項７０】
　前記無機ＬＥＤは、パッケージ化されたＬＥＤである、請求項５８に記載の方法。
【請求項７１】
　前記無機ＬＥＤは、裸ＬＥＤダイである、請求項５８に記載の方法。
【請求項７２】
　前記無機ＬＥＤに電力供給部を電気的に接続することをさらに含む、請求項５８に記載
の方法。
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【請求項７３】
　前記無機ＬＥＤによって放出された光を透過するように光学要素を配設することをさら
に含む、請求項５８に記載の方法。
【請求項７４】
　前記基板は、前記基板の前記第１の表面上の第３および第４の伝導性配線を備え、前記
第３の伝導性配線と前記第４の伝導性配線とは、その間の間隙により前記基板上で離間さ
れ、
　第１および第２の接点を有する電子構成要素を提供することと、
　前記電子構成要素の前記第１および第２の接点と、前記第３および第４の伝導性配線と
の間に圧力活性化接着材料を提供することと、
　前記柔軟な基板または前記電子構成要素のうちの少なくとも１つに圧力を印加すること
であって、それにより、（ｉ）前記電子構成要素の前記第１の接点と前記第３の配線との
間、または（ｉｉ）前記電子構成要素の前記第２の接点と前記第４の配線との間のうちの
少なくとも１つの間において電気接続を確立するが、前記第３および第４の配線または前
記電子構成要素の前記接点を電気的に架橋せず、前記電子構成要素が前記第３の配線と第
４の配線との間の前記間隙を横断して延在するようにする、ことと
　をさらに含む、請求項５８に記載の方法。
【請求項７５】
　前記電子構成要素は、レジスタ、インダクタ、コンデンサ、トランジスタ、バッテリま
たは集積回路のうちの少なくとも１つを含む、請求項７４に記載の方法。
【請求項７６】
　前記電子構成要素は、光を放出せず、前記無機ＬＥＤと直列に電気的に接続されている
、請求項７４に記載の方法。
【請求項７７】
　（ｉ）前記柔軟な基板は、ロールの形態で提供され、（ｉｉ）前記圧力活性化接着材料
を提供すること、および圧力を印加することは、ロールツーロール工程において実行され
る、請求項５８に記載の方法。
【請求項７８】
　前記伝導性配線は、銀、金、アルミニウム、クロム、銅、銀インクまたは炭素のうちの
少なくとも１つを含む、請求項５８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、米国仮特許出願第６１／３５９，４６７号（２０１０年６月２９日出願）、米
国仮特許出願第６１／３６３，１７９号（２０１０年７月９日出願）、米国仮特許出願第
６１／３７６，７０７号（２０１０年８月２５日出願）、米国仮特許出願第６１／３９０
，１２８号（２０１０年１０月５日出願）、米国仮特許出願第６１／３９３，０２７号（
２０１０年１０月１４日出願）、米国仮特許出願第６１／４３３，２４９号（２０１１年
１月１６日出願）、米国仮特許出願第６１／４４５，４１６号（２０１１年２月２２日出
願）、および米国仮特許出願第６１／４４７，６８０号（２０１１年２月２８日出願）の
優先権および利益を主張し、これらの出願の開示は、その全体が本明細書に参照によって
援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、概して、電子素子に関し、より具体的には、アレイベースの電子素子に関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）等の離散的光源は、それらのより高い効率、より小さい形状
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因子、より長い寿命、および増進した機械的頑健性により、照明装置の中の白熱電球の魅
力的な代替案である。しかしながら、ＬＥＤならびに関連ヒートシンクおよび熱管理シス
テムの高いコストが、特に一般照明用途で、ＬＥＤの広範囲に及ぶ利用を制限している。
【０００４】
　ＬＥＤベースの照明システムの高いコストには、いくつかの誘因がある。ＬＥＤは、一
般的には、パッケージに入れられ、複数のパッケージ化ＬＥＤが、必要な光強度を達成す
るために各照明システムにおいて使用される。コストを削減するために、ＬＥＤ製造業者
は、比較的高い電流で動作することによって比較的高い光強度を放出することができる高
出力ＬＥＤを開発してきた。パッケージ数を削減しながら、これらのＬＥＤは、より高い
電流レベルに適応するために、および結果として生じる有意に高い熱レベルを管理するた
めに、比較的高コストのパッケージを必要とする。より高い熱負荷および電流は、次に、
より高価な熱管理およびヒートシンクシステム、例えば、同様に、システムのコストなら
びにサイズを増大させ得る、パッケージの中の熱スラグ、セラミックまたは金属サブマウ
ント、大型金属またはセラミックヒートシンク、金属核プリント回路基板、および同等物
を必要とする。より高い動作温度はまた、より短い寿命ならびに低減した信頼性につなが
る。最終的に、ＬＥＤ効率は、一般的には、増加する駆動電流とともに減少するので、比
較的高い電流におけるＬＥＤの動作は、より低い電流の動作と比較して、効率の相対的低
減をもたらす。高電流動作をサポートするために、（パッケージの内側の）ＬＥＤチップ
は、比較的大きい接触領域を必要とする。加えて、高出力ＬＥＤはしばしば、これらの領
域中での発光を防止するために、接点の下に電流遮断層を有する。より大きい接触領域お
よび電流遮断層は、チップの発光領域を縮小し、低減した効率、ウエハあたりのより少な
いチップ、および増大したコストをもたらす。
【０００５】
　接触サイズは、ＬＥＤチップをパッケージ、別の基板、または他の支持構成要素に接続
するために使用される方法によって、さらに制限される。最も一般的に、ＬＥＤチップは
、ワイヤボンディングを使用して相互接続される。ワイヤボンディング工程は、電流レベ
ルから独立している、ある最小の接触領域を必要とする。結果として、低電流ＬＥＤでさ
えも、接触サイズを、ワイヤボンディングに必要とされる最小値以下に縮小することはで
きない。ＬＥＤチップをパッケージに接続するための別の一般的なアプローチは、ＬＥＤ
をパッケージ、サブマウント、または基板に結合するために、はんだまたは伝導性接着剤
等の作用物質を使用することである。これらの作用物質はまた、比較的高価であり得、Ｌ
ＥＤの接点がともに短絡し、素子を動作不能にすることを防止するよう、それらの分散を
制御するために複雑な工程を必要とし得、これは特に、素子幾何学形状（例えば、接点間
の間隔）および寸法が縮小し続けるので、そのようである。
【０００６】
　種々の基板へのＬＥＤの接続性を容易にする１つの近年の進歩は、１つの方向において
（例えば、素子接点と基板接点との間で垂直に）電気相互接続を可能にするが、他の方向
において（例えば、素子上の接点の間または基板上の接点の間で水平に）それを防止する
異方性導電接着剤（ＡＣＡ）である。最先端のＡＣＡは、圧力によって活性化され、した
がって、異方性電気伝導性を生成し、接着を促進するために、ＬＥＤが接合される表面上
において、またはＬＥＤ接着パッド上において、「スタッド段差」または他の金属突起の
提供を必要とする。他の非圧力活性化型のＡＣＡが存在するが（例えば、所望の伝導方向
で磁性および伝導性「カラム」を整列させるために、圧力よりむしろ磁場が硬化中に印加
される、ＳｕｎＲａｙ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ（Ｍｔ．Ｌａｕｒｅｌ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓ
ｅｙ）から入手可能なＺＴＡＣＨ）、そのようなＡＣＡは、あまり一般的ではなく、付加
的な潜在的に高価な機器（例えば、磁石）を必要とする。
【０００７】
　当技術分野で公知であるように、圧力活性化ＡＣＡは、一般的には、接着基剤、例えば
、伝導性材料または伝導性材料によって被覆された絶縁材料（絶縁材料で被覆された金属
または伝導性材料等）の「粒子」（例えば、球体）を含有する、接着またはエポキシ材料
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を含む。図１は、電子素子を基板に接続するための圧力活性化ＡＣＡの従来の使用を描写
する。示されるように、複数の接点１１０を有する電子素子１００が、ＡＣＡ１３０の使
用を介して基板１２０に接着され、電気的に接続されている。ＡＣＡ１３０は、少なくと
も部分的に伝導性である、粒子１５０の分散を含有する接着基剤１４０を含む。上述のよ
うに、および図１に示されるように、従来、ＡＣＡの使用は、素子と基板上の電気相互接
続との間で十分な結合および電気接続性を達成するために、標的基板が、スタッド段差（
一般的には、少なくとも３０μｍ～５０μｍの厚さを有する）、または接合される素子接
点の反対側で基板から突出する他の伝導性構造を含有することを要求する。つまり、図１
との関連で、基板１２０上の電気配線１６０（その厚さは明確にするために誇張されてい
る）への接点１１０の接着および電気接続は、スタッド段差１７０の存在を必要とする。
示されるように、伝導性粒子１５０は、各接点１１０とそのそれぞれの配線１６０との間
の電気接続性を提供するが、電気接続が接点１１０および／または配線１６０の間で形成
されないように、十分に低い密度で基剤１４０内に分散させられる。スタッド段差１７０
は、電気接続の一部分のみでなく、それに対して粒子１５０が圧迫される固体プラットフ
ォームも提供し、ＡＣＡ１３０の伝導性を急に増加させ、それを通る（しかし接点／スタ
ッド段差ペアの間の圧縮されていないＡＣＡを横断しない）電気接続を可能にする。代替
幾何学形状では、スタッド段差は、接点１１０に取り付けられてもよい。ＡＣＡを有する
他の技法が可能であり、本発明はＡＣＡの特定の動作モードによって制限されないことに
留意されたい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、スタッド段差または同様の伝導性構造の使用は、多くの用途において問
題となり、コストがかかる場合がある。特に、素子および素子接点寸法が減少し続けるに
つれて、スタッド段差は、しばしば、個々の接点への接続のためには大きすぎる。スタッ
ド段差の形成はまた、特に（種々の高さのスタッド段差が必要とされるので）素子接点が
非共平面的であるときに複雑で高価な工程である、基板上のトポグラフィの形成を必然的
に有する。さらに、パッケージ化されていない半導体ダイ（例えば、裸ダイＬＥＤ）を利
用する用途において、スタッド段差への素子の結合は、（例えば、印加された結合圧力に
よって、ダイがスタッド段差間で曲がる場合）有害な局所応力をもたらす場合がある。最
終的に、スタッド段差または同様の構造の使用は、段差と基板または結合されたダイとの
間の熱膨張不整合（および、それに付随する応力）をもたらす場合がある。
【０００９】
　しかしながら、スタッド段差または他の突出構造が存在しないと、特に、半導体ダイ上
の接点が非共平面的である場合に、半導体ダイを従来の基板に結合することは、その間に
信頼性のある電気接続をもたらさない。図２は、問題を図示する一般的な素子環境を描写
する。示されるように、ＬＥＤダイ２００は、ｎ型ドープ層２２０への接点２１０、およ
びｐ型ドープ２４０への接点２３０を特色とする。ｐ型ドープ層２４０の一部分は、ｎ型
ドープ層２２０を覆う接点２１０の形成を可能にするように除去されており、接点２１０
および２３０を非共平面的にする。図２では、ＬＥＤダイ２００を、実質的に剛性で変形
不可能である従来の基板１２０（例えば、プリント回路基板）に結合するための試行が行
われている。少なくとも部分的に接点２１０と接点２３０との間の非共平面性により、圧
力活性化ＡＣＡ１３０の粒子１５０は、接点２３０とその対応配線１６０－１との間の圧
縮ゾーンの中で電気接触を可能にし、スタッド段差が存在しない場合、十分な圧縮の欠如
により、同様の電気接続を接点２１０とその対応配線１６０－２との間で形成することが
できない。たとえ一時的な電気接続が接点２１０と配線１６０－２との間で最初に形成さ
れても、ＡＣＡ１３０の硬化時に、および／または動作中に、ＡＣＡ１３０は、膨張また
は収縮し、電気接触の損失およびＬＥＤダイ２００の動作不可能性をもたらす場合がある
。そのような膨張および／または収縮はまた、例えば、動作からの周囲加熱または自己発
熱により、動作中に発生し、信頼できない動作をもたらす場合がある。
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【００１０】
　先述の内容を考慮して、スタッド段差または同様の構造を使用することなく、圧力活性
化接着剤を介して基板の電気配線への種々の半導体ダイ（例えば、ＬＥＤダイおよび太陽
電池ダイ）の低コストの信頼できる直接結合を可能にする、システムおよび手順と、その
ようなシステムおよび工程に基づく、低コストの信頼できるＬＥＤベースの照明システム
との必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　ある実施形態によれば、１つ以上の半導体ダイは、介在するスタッド段差または同様の
構造を使用することなく、感圧接着剤（例えば、ＡＣＡ）を用いて可撓性および／または
変形可能基板に取り付けられる。基板は、局所的に圧縮力に屈し、接点の非共平面性にも
かかわらず、半導体ダイ接点への機械的に強力なおよび導電性の接続を形成することがで
きる。いくつかの実施形態では、基板は、力に応じて柔軟であり、および弾性的である、
すなわち、力の除去時に元の構成に弾性的に戻るという意味で「可撓性」である。基板は
、力に共形的に屈するという意味で「変形可能」であってもよいが、変形は、永久的であ
ってもなくてもよく、つまり、基板は、弾性的でなくてもよい。本明細書で使用される可
撓性材料は、変形可能であってもなくてもよく（すなわち、例えば、構造的な歪曲を受け
ることなく曲がることによって、弾性的に応答してもよい）変形可能な基板は、可撓性で
あってもなくてもよい（すなわち、力に応じて永久的な構造的な歪曲を受けてもよい）。
「柔軟な」という用語は、可撓性または変形可能あるいは両方である材料を暗示するため
に本明細書において使用される。
【００１２】
　柔軟な基板の使用は、結合および基板調製手順を単純化し、また、剛性基板に不適当な
環境および／または用途での半導体ダイの配備も容易にする。基板は、実質的に透明でさ
えあってもよく、本発明の実施形態が利用されてもよい、潜在的な用途の範囲をさらに広
げる。柔軟な基板が、半導体ダイのアレイを特色とするアセンブリの安価で単純な製造を
可能にするため、本発明の実施形態は、基板の剛性が好まれてもよい用途で、有利に利用
さえされてもよい。例えば、可撓性基板および半導体ダイは、構造支持を提供する実質的
に剛性のフレームまたは他の装置に取り付けられ、および／またはそれらの内側に載置さ
れてもよい。１つのそのような実施形態では、１つ以上の柔軟な基板上の発光半導体ダイ
の１つ以上のアレイが、バックライトおよび一般照明等の用途のための照明アセンブリを
形成するように、剛性フレーム内に載置されてもよい。
【００１３】
　本発明の利点は、光学的損失により非効率的となり得る現在の蛍光灯設備（例えば、標
準線形蛍光灯反射板）を、光学的損失を最小化する設計と交換する能力である。また、蛍
光灯は、適正に（および高価に）処分されない限り、環境的に有害となり得る、水銀を含
有する。本発明の実施形態は、従来の蛍光灯設備と関連付けられるものよりも優れた発光
効率を有する。より一般的に、ＬＥＤ照明は、白熱、ハロゲン、および電球型蛍光ランプ
に対する、そのはるかに高い効率により、エネルギー消費を劇的に削減する可能性を有す
る。
【００１４】
　一側面では、本発明の実施形態は、その第１の表面上に第１および第２の異なる非共平
面接点を有する半導体ダイと、その第１の表面上に第１および第２の伝導性配線を有する
、柔軟な基板とを備える電子素子を特色とする。第１および第２の伝導性配線は、その間
の間隙によって基板上で分離される。第１および第２の接点は、第１および第２の接点の
非共平面性にもかかわらず、配線または接点を電気的に架橋することなく、圧力活性化接
着材料で、それぞれ、第１および第２の伝導性配線に接着され、およびそれらと電気的に
接触している。いくつかの実施形態では、基板は、可撓性であるが、変形可能でなく、他
の実施形態では、基板は、変形可能であるが、可撓性ではない一方で、なおも他の実施形
態では、基板は、可撓性および変形可能の両方である。
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【００１５】
　半導体ダイは、ＬＥＤダイ、例えば、無機ＬＥＤダイを備えてもよい。代替として、半
導体ダイは、レーザを備えてもよく、ＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮ、またはそれらの合金ある
いは混合物のうちの少なくとも１つを含む、または本質的にそれから構成される半導体材
料、あるいはシリコン、ＧａＡｓ、ＩｎＡｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＰ、ＧａＰ、ＡｌＰ、Ｉｎ
Ｓｂ、ＧａＳｂ、ＡｌＳｂ、ＺｎＯ、またはそれらの合金あるいは混合物のうちの少なく
とも１つを含む、または本質的にそれから構成される半導体材料を含んでもよい。
【００１６】
　種々の実施形態では、接着材料は、第１の接点を第１の配線のみに、第２の接点を第２
の配線のみに電気的に接続する、ＡＣＡを含む、または本質的にそれから構成される。Ａ
ＣＡの一部分は、第２の接点から第１の接点を実質的に隔離するように、間隙の中に配置
されてもよい。いくつかの実施形態では、接着材料は、前記第１の接点を第１の配線のみ
に、第２の接点を第２の配線のみに電気的に接続する、実質的に等方性の接着剤を含み、
素子はさらに、間隙の中に配置される非伝導性接着材料を含む。第１および第２の配線は
、実質的に一様および実質的に等しい厚さを有してもよい。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、素子はさらに、半導体ダイの第１の表面の少なくとも一部分
を覆う反射性材料を含む。半導体ダイの第１の表面と実質的に垂直な寸法に沿った、第１
および第２の接点の間のオフセットは、少なくとも０．２５μｍであってもよい。種々の
実施形態では、半導体ダイは、パッケージ化されていない。柔軟な基板は、第１および第
２の配線の間の局所的変形を含んでもよく、第１の接点と基板との間の距離は、第２の接
点と基板との間の距離と実質的に等しい。
【００１８】
　一般に、半導体ダイは、第１および第２の配線の間の間隙を横断して延在し、いくつか
の実施形態では、半導体ダイに近接する第２の半導体ダイも、第１および第２の配線の間
の間隙を横断して延在する。いくつかの実施形態では、第１および第２の伝導性配線は、
伝導性インクを含み、伝導性インクは、例えば、銀、金、アルミニウム、クロム、銅、お
よび／または炭素を含んでもよい。種々の実施形態では、半導体ダイによって放出される
波長に対する基板の反射率は、８０％よりも大きい一方で、他の実施形態では、半導体ダ
イによって放出される波長に対する基板の透過率は、８０％よりも大きい。基板は、ポリ
エチレンナフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエーテル
スルホン、ポリエステル、ポリイミド、ポリエチレン、および／または紙を含んでもよく
、または本質的にそれから構成されてもよい。第１および第２の配線の間の間隙は、約２
５μｍから約１０００μｍの間に及んでもよい。本発明の利点は、半導体ダイと熱的に連
絡しているヒートシンクの必要がないことである。
【００１９】
　種々の実施形態では、半導体ダイによって放出される光の少なくとも一部分を異なる波
長の光に変換するための蛍光体材料が、半導体ダイを覆って配置され、およびそれを少な
くとも部分的に包囲している。柔軟な基板ならびに第１および第２の伝導性配線を覆って
配置される、第２の基板があってもよく、第２の基板は、それにより画定される開口部を
備え、そのような場合において、半導体ダイおよび蛍光体材料は、開口部の中に配置され
てもよい。また、透明フィルムが、柔軟であってもよい第２の基板の開口部を覆って配置
されてもよい。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、光透過性材料が、半導体ダイと蛍光体材料との間に配置され
る。柔軟な基板に向かって変換された光を反射するための反射面が、蛍光体材料を覆って
配置されてもよい。
【００２１】
　別の側面では、本発明の実施形態は、その第１の表面上に第１および第２の離間接点を
有する、半導体ダイと、結合領域中のその第１の表面上に第１および第２の伝導性配線を
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有する、柔軟な基板であって、第１および第２の伝導性配線は、その間に間隙を画定する
、基板とを備える、電子素子に関する。さらに、第１および第２の接点は、配線または接
点を電気的に架橋することなく、圧力活性化接着材料で、それぞれ、第１および第２の伝
導性配線に接着され、およびそれらと電気的に接触しており、少なくとも結合領域中で、
基板の第１の表面より上側の第１および第２の配線の高さは、１０μｍを超えない（また
はいくつかの実施形態では、５μｍを超えないか、あるいは他の実施形態では、１μｍを
超えない）。
【００２２】
　さらに別の側面では、本発明は、電子素子を形成する方法に関する。種々の実施形態で
は、方法は、結合領域中のその第１の表面上に第１および第２の伝導性配線を有する、柔
軟な基板を提供するステップを含み、第１および第２の伝導性配線は、その間の間隙によ
って基板上で分離される。圧力活性化接着材料を用いて、柔軟な基板または半導体ダイの
うちの少なくとも１つに圧力を印加することによって、それぞれ、半導体ダイの第１およ
び第２の接点は、第１および第２の配線に接着され、それにより、（ｉ）第１の接点およ
び前記第１の配線、または（ｉｉ）第２の接点および第２の配線のうちの少なくとも１つ
の間で、電気接続を確立するが、配線または接点を電気的に架橋しない。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、基板は、可撓性であるが、変形可能ではなく、他の実施形態
では、基板は、変形可能であるが、可撓性ではない一方で、なおも他の実施形態では、基
板は、可撓性および変形可能の両方である。基板を提供するステップは、例えば、その上
に第１および第２の配線を印刷するステップを含んでもよい。接着材料は、いくつかの実
施形態では、硬化させられてもよい。第１および第２の接点は、共平面的または非共平面
的であってもよい。柔軟な基板および／または半導体ダイに圧力を印加するステップは、
第１および第２の接点の非共平面性にもかかわらず、第１および第２の接点を第１および
第２の配線に接着するように、実質的に剛性の表面と実質的に順応的な表面との間で基板
および半導体ダイを圧縮するステップを含んでもよい。接着する前に、接着材料は、第１
および第２の接点および／または第１および第２の配線の上に提供されてもよい。接着材
料を提供するステップは、実質的に液体の形態で、接着材料を分注するステップを含んで
もよい。種々の実施形態では、接着材料は、ＡＣＡを含む、または本質的にそれから構成
される。非伝導性接着材料が、間隙内で柔軟な基板を覆って形成されてもよい。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、方法はさらに、半導体ダイの少なくとも一部分を覆って蛍光
体材料を形成するステップを含み、蛍光体材料は、半導体ダイによって放出される光の少
なくとも一部分を異なる波長の光に変換する。第２の基板が、所望であれば、柔軟な基板
の第１の表面上に配置されてもよく、第２の基板は、半導体ダイが配置される、それを通
る開口部を画定する。開口部は、蛍光体材料が半導体ダイを少なくとも部分的に包囲する
ように、蛍光体材料で少なくとも部分的に充填されてもよい。
【００２５】
　半導体ダイが配置される、くぼみを備える、第２の基板は、柔軟な基板の第１の表面上
で形成されてもよい。蛍光体材料が、くぼみの表面を覆って配置されてもよく、および／
または半導体ダイと、柔軟な基板に向かって変換された光を反射するための反射面との間
に配置されてもよい。半導体ダイは、パッケージ化されていなくてもよく、例えば、ＬＥ
Ｄ、例えば、無機ＬＥＤダイであってもよい。代替として、半導体ダイは、レーザを備え
てもよく、またはレーザであってもよい。
【００２６】
　柔軟な基板を提供するステップ、および接点を配線に接着するステップは、例えば、ロ
ールツーロール工程で行われてもよい。種々の実施形態では、接着材料を使用して、第２
の半導体ダイの第１および第２の接点が、第１の表面に対向する柔軟な基板の第２の表面
上に配置された第３および第４の伝導性配線に接着される。いくつかの実施形態では、第
１および第２の接点は、実質的に共平面的であり、結合領域中で、基板の第１の表面より
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上側の第１および第２の配線の高さは、１０μｍを超えない。
【００２７】
　さらに別の側面では、本発明は、種々の実施形態では、複数の活性半導体層と複数の接
点とを備える半導体ダイを備える、電子素子に関する。活性半導体層のうちの第１および
第２の層は、接点のうちの第１および第２の接点が接合される、非平面的な第１の表面を
集合的に画定する。素子はさらに、その第１の表面上に第１および第２の伝導性配線を有
する、柔軟な基板を備え、第１および第２の伝導性配線は、その間の間隙によって基板上
で分離される。第１および第２の接点は、半導体ダイの第１の表面の非平面性にもかかわ
らず、配線または接点を電気的に架橋することなく、圧力活性化接着材料で、それぞれ、
第１および第２の伝導性配線に接着され、およびそれらと電気的に接触している。半導体
ダイは、その上に複数の活性半導体層が配置される、半導体基板を備えてもよく、または
それから構成されてもよい。複数の活性半導体層は、第１および第２の活性半導体層の間
に配置される、発光量子井戸を備えてもよく、またはそれから構成されてもよい。
【００２８】
　これらおよび他の目的は、本発明の利点および特徴とともに、以下の説明、添付図面、
および請求項への参照を通して、より明白となるであろう。さらに、本明細書で説明され
る種々の実施形態の特徴は、相互排他的ではなく、種々の組み合わせおよび順列で存在で
きることを理解されたい。本明細書で使用されるように、「実質的」という用語は、±１
０％、いくつかの実施形態では、±５％を意味する。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　電子素子であって、
　該電子素子は、
　半導体ダイであって、該半導体ダイは、その第１の表面上に第１および第２の異なる非
共平面の接点を有する、半導体ダイと、
　柔軟な基板であって、該柔軟な基板は、その第１の表面上に第１および第２の伝導性配
線を有し、該第１の伝導性配線と第２の伝導性配線とは、その間の間隙によって該基板上
において分離されている、柔軟な基板と
　を備え、
　該第１および第２の接点は、該第１の接点と第２の接点との非共平面性にもかかわらず
、該配線または該接点を電気的に架橋することなく、圧力活性化接着材料を用いて、それ
ぞれ、該第１および第２の伝導性配線に接着され、それらと電気的に接触している、電子
素子。
（項目２）
　前記基板は、可撓性であるが、変形可能でない、項目１に記載の素子。
（項目３）
　前記基板は、変形可能であるが、可撓性ではない、項目１に記載の素子。
（項目４）
　前記基板は、可撓性および変形可能である、項目１に記載の素子。
（項目５）
　前記半導体ダイは、発光ダイオード（ＬＥＤ）ダイを備える、項目１に記載の素子。
（項目６）
　前記ＬＥＤダイは、無機ＬＥＤダイを備える、項目３に記載の素子。
（項目７）
　前記半導体ダイは、レーザを備える、項目１に記載の素子。
（項目８）
　前記半導体ダイは、半導体材料を含み、該半導体材料は、ＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮ、ま
たはそれらの合金あるいは混合物のうちの少なくとも１つを含む、項目１に記載の素子。
（項目９）
　前記半導体ダイは、半導体材料を含み、該半導体材料は、シリコン、ＧａＡｓ、ＩｎＡ
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ｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＰ、ＧａＰ、ＡｌＰ、ＩｎＳｂ、ＧａＳｂ、ＡｌＳｂ、ＺｎＯ、また
はそれらの合金あるいは混合物のうちの少なくとも１つを含む、項目１に記載の素子。
（項目１０）
　前記接着材料は、異方性導電接着剤（ＡＣＡ）を含み、該異方性導電接着剤（ＡＣＡ）
は、前記第１の接点を前記第１の配線にのみ、前記第２の接点を前記第２の配線にのみ電
気的に接続する、項目１に記載の素子。
（項目１１）
　前記ＡＣＡの一部分は、前記間隙の中に配置され、前記第１の接点を前記第２の接点か
ら実質的に隔離する、項目１０に記載の素子。
（項目１２）
　前記接着材料は、実質的に等方性の接着剤を含み、該接着剤は、前記第１の接点を前記
第１の配線にのみ、前記第２の接点を前記第２の配線にのみ電気的に接続し、前記間隙の
中に配置される非伝導性接着材料をさらに含む、項目１に記載の素子。
（項目１３）
　前記第１の配線の厚さおよび前記第２の配線の厚さは、実質的に一様であり、相互に実
質的に等しい、項目１に記載の素子。
（項目１４）
　反射性材料をさらに含み、該反射性材料は、前記半導体ダイの前記第１の表面の少なく
とも一部分を覆っている、項目１に記載の素子。
（項目１５）
　前記第１の接点と第２の接点との間のオフセットは、前記半導体ダイの前記第１の表面
に実質的に垂直な寸法に沿って、少なくとも０．２５μｍである、項目１に記載の素子。
（項目１６）
　前記半導体ダイは、パッケージ化されていない、項目１に記載の素子。
（項目１７）
　前記基板は、前記第１の配線と第２の配線との間に局所的な変形を含み、前記第１の接
点と該基板との間の距離は、前記第２の接点と該基板との間の距離に実質的に等しい、項
目１に記載の素子。
（項目１８）
　前記半導体ダイは、前記第１の配線と第２の配線との間の前記間隙を横断して延在し、
該半導体ダイは、該半導体ダイに近接した第２の半導体ダイをさらに備え、該第２の半導
体ダイは、該第１の配線と第２の配線との間の該間隙を横断して延在している、項目１に
記載の素子。
（項目１９）
　前記第１および第２の伝導性配線は、伝導性インクを含む、項目１に記載の素子。
（項目２０）
　前記伝導性インクは、銀、金、アルミニウム、クロム、銅、または炭素のうちの少なく
とも１つを含む、項目１９に記載の素子。
（項目２１）
　前記半導体ダイによって放出される波長に対する前記基板の反射率は、８０％よりも大
きい、項目１に記載の素子。
（項目２２）
　前記半導体ダイによって放出される波長に対する前記基板の透過率は、８０％よりも大
きい、項目１に記載の素子。
（項目２３）
　前記基板は、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネ
ート、ポリエーテルスルホン、ポリエステル、ポリイミド、ポリエチレン、または紙のう
ちの少なくとも１つを含む、項目１に記載の素子。
（項目２４）
　前記第１の配線と第２の配線との間の前記間隙は、約２５μｍと約１０００μｍとの間
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の範囲にある、項目１に記載の素子。
（項目２５）
　前記半導体ダイと熱的に連絡しているヒートシンクが存在しない、項目１に記載の素子
。
（項目２６）
　蛍光体材料をさらに含み、該蛍光体材料は、前記半導体ダイを覆って配置され、それを
少なくとも部分的に包囲し、該蛍光体材料は、該半導体ダイによって放出される光の少な
くとも一部分を異なる波長の光に変換する、項目１に記載の素子。
（項目２７）
　第２の基板をさらに備え、該第２の基板は、前記柔軟な基板ならびに前記第１および第
２の伝導性配線を覆って配置され、該第２の基板は、それによって画定された開口部を備
え、前記半導体ダイおよび前記蛍光体材料は、該開口部の中に配置される、項目２６に記
載の素子。
（項目２８）
　透明フィルムをさらに備え、該透明フィルムは、前記第２の基板の前記開口部を覆って
配置される、項目２７に記載の素子。
（項目２９）
　前記第２の基板は、柔軟である、項目２７に記載の素子。
（項目３０）
　光透過性材料をさらに含み、該光透過性材料は、前記半導体ダイと前記蛍光体材料との
間に配置される、項目２６に記載の素子。
（項目３１）
　反射面をさらに備え、該反射面は、前記蛍光体材料を覆って配置され、前記柔軟な基板
に向かって変換された光を反射する、項目２６に記載の素子。
（項目３２）
　電子素子であって、
　該電子素子は、
　半導体ダイであって、該半導体ダイは、その第１の表面上に第１および第２の離間接点
を有する、半導体ダイと
　柔軟な基板であって、該柔軟な基板は、結合領域中におけるその第１の表面上に、第１
および第２の伝導性配線を有し、該第１の伝導性配線と第２の伝導性配線とは、その間に
間隙を画定する、柔軟な基板と
　を備え、
　（ｉ）該第１および第２の接点は、該配線または該接点を電気的に架橋することなく、
圧力活性化接着材料を用いて、それぞれ、該第１および第２の伝導性配線に接着され、そ
れらと電気的に接触しており、および（ｉｉ）少なくとも該結合領域中において、該基板
の該第１の表面の上方の該第１および第２の配線の高さは、１０μｍを超えない、電子素
子。
（項目３３）
　少なくとも前記結合領域中において、前記基板の前記第１の表面の上方の前記第１およ
び第２の配線の前記高さは、５μｍを超えない、項目３２に記載の素子。
（項目３４）
　少なくとも前記結合領域中において、前記基板の前記第１の表面の上方の前記第１およ
び第２の配線の前記高さは、１μｍを超えない、項目３２に記載の素子。
（項目３５）
　電子素子を形成する方法であって、
　該方法は、
　柔軟な基板を提供することであって、該柔軟な基板は、結合領域中におけるその第１の
表面上に、第１および第２の伝導性配線を有し、該第１および第２の伝導性配線は、その
間の間隙によって該基板上において分離されている、ことと、
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　該柔軟な基板または半導体ダイのうちの少なくとも１つに圧力を印加することによって
、圧力活性化接着材料を用いて、半導体ダイの第１および第２の接点をそれぞれ、該第１
および第２の伝導性配線に接着することであって、それにより、（ｉ）該第１の接点と該
第１の配線との間、または（ｉｉ）該第２の接点と該第２の配線との間のうちの少なくと
も１つの間において電気接続を確立するが、該配線または該接点を電気的に架橋しない、
ことと
　を含む、方法。
（項目３６）
　前記基板は、可撓性であるが、変形可能ではない、項目３５に記載の方法。
（項目３７）
　前記基板は、変形可能であるが、可撓性ではない、項目３５に記載の方法。
（項目３８）
　前記基板は、可撓性および変形可能である、項目３５に記載の方法。
（項目３９）
　前記基板を提供することは、その上に前記第１および第２の配線を印刷することを含む
、項目３５に記載の方法。
（項目４０）
　前記接着材料を硬化させることをさらに含む、項目３５に記載の方法。
（項目４１）
　前記第１の接点と第２の接点とは、非共平面的である、項目３５に記載の方法。
（項目４２）
　前記柔軟な基板または前記半導体ダイのうちの少なくとも１つに圧力を印加することは
、実質的に剛性の表面と実質的に順応的な表面との間にある該基板および該半導体ダイを
圧縮することを含み、該圧縮することにより、前記第１の接点と第２の接点との非共平面
性にもかかわらず、該第１および第２の接点を前記第１および第２の配線に接着する、項
目４１に記載の方法。
（項目４３）
　接着する前に、前記第１および第２の接点または前記第１および第２の配線のうちの少
なくとも１つの上に前記接着材料を提供することをさらに含む、項目３５に記載の方法。
（項目４４）
　前記接着材料を提供することは、実質的に液体の形態の該接着材料を分注することを含
む、項目４３に記載の方法。
（項目４５）
　前記接着材料は、異方性導電接着剤（ＡＣＡ）を含む、項目４３に記載の方法。
（項目４６）
　前記間隙内において前記柔軟な基板を覆って非伝導性接着材料を形成することを含む、
項目４３に記載の方法。
（項目４７）
　前記半導体ダイの少なくとも一部分を覆って蛍光体材料を形成することをさらに含み、
該蛍光体材料は、該半導体ダイによって放出される光の少なくとも一部分を異なる波長の
光に変換する、項目３５に記載の方法。
（項目４８）
　前記柔軟な基板の前記第１の表面上に第２の基板を配置することをさらに含み、該第２
の基板は、それを通る開口部を画定し、該開口部の中に前記半導体ダイが配置される、項
目３５に記載の方法。
（項目４９）
　前記開口部を蛍光体材料によって少なくとも部分的に充填することをさらに含み、該充
填することにより、該蛍光体材料が前記半導体ダイを少なくとも部分的に包囲する、項目
４８に記載の方法。
（項目５０）
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　第２の基板を前記柔軟な基板の前記第１の表面上に形成することをさらに含み、該第２
の基板は、くぼみを備え、該くぼみの中に前記半導体ダイが配置される、項目３５に記載
の方法。
（項目５１）
　蛍光体材料をさらに含み、該蛍光体材料は、前記くぼみの表面を覆って配置され、該蛍
光体材料は、前記半導体ダイによって放出される光の少なくとも一部分を異なる波長の光
に変換する、項目５０に記載の方法。
（項目５２）
　前記蛍光体材料は、前記半導体ダイと反射面との間に配置され、該反射面は、前記柔軟
な基板に向かって前記変換された光を反射する、項目５１に記載の方法。
（項目５３）
　前記半導体ダイは、パッケージ化されていない、項目３５に記載の方法。
（項目５４）
　前記半導体ダイは、発光ダイオード（ＬＥＤ）ダイを備える、項目３５に記載の方法。
（項目５５）
　前記ＬＥＤダイは、無機ＬＥＤダイを備える、項目５４に記載の方法。
（項目５６）
　前記半導体ダイは、レーザを備える、項目３５に記載の方法。
（項目５７）
　前記柔軟な基板を提供すること、および前記接点を前記配線に接着することは、ロール
ツーロール工程において行われる、項目３５に記載の方法。
（項目５８）
　接着材料を用いて、第２の半導体ダイの第１および第２の接点を第３および第４の伝導
性配線に接着することをさらに含み、該第３および第４の伝導性配線は、前記第１の表面
の反対側の前記柔軟な基板の第２の表面上に配置されている、項目３５に記載の方法。
（項目５９）
　前記第１および第２の接点は、実質的に共平面的であり、少なくとも前記結合領域中に
おいて、前記基板の前記第１の表面の上方の前記第１および第２の配線の高さは、１０μ
ｍを超えない、項目３５に記載の方法。
（項目６０）
　電子素子であって、
　該電子素子は、
　複数の活性半導体層と複数の接点とを備える半導体ダイであって、該活性半導体層のう
ちの第１および第２の層は、非平面的な第１の表面を集合的に画定し、該非平面的な第１
の面に該接点のうちの第１および第２の接点が接合される、半導体ダイと、
　柔軟な基板であって、該柔軟な基板は、その第１の表面上に第１および第２の伝導性配
線を有し、該第１および第２の伝導性配線は、その間の間隙によって該基板上において分
離されている、柔軟な基板と
　を備え、
　該第１および第２の接点は、該半導体ダイの該第１の表面の非平面性にもかかわらず、
該配線または該接点を電気的に架橋することなく、圧力活性化接着材料を用いて、それぞ
れ、該第１および第２の伝導性配線に接着され、それらと電気的に接触している、電子素
子。
（項目６１）
　前記半導体ダイは、半導体基板を備え、該半導体基板の上に、前記複数の活性半導体層
が配置されている、項目６０記載の素子。
（項目６２）
　前記複数の活性半導体層は、発光量子井戸を備え、該発光量子井戸は、前記第１の活性
半導体層と第２の活性半導体層との間に配置されている、項目６０記載の素子。
【００２９】
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　図面中、類似の参照文字は、概して、様々な図の全体を通して同じ部品を指す。また、
図面は、必ずしも一定の縮尺ではなく、代わりに、本発明の原理を図示することが重視さ
れている。以下の説明では、本発明の種々の実施形態が、以下の図面を参照して説明され
る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、従来技術による、圧力活性化接着剤を介して基板上のスタッド段差に接
合された半導体ダイの概略図である。
【図２】図２は、結果として生じる低信頼電気接続を描写する、または電気接続が不在で
ある、スタッド段差が存在しない場合に圧力活性化接着剤を介して基板上に接合された半
導体ダイの概略図である。
【図３Ａ】図３Ａおよび３Ｂは、本発明の種々の実施形態による、処理の異なる段階にお
ける半導体ダイの概略図である。
【図３Ｂ】図３Ａおよび３Ｂは、本発明の種々の実施形態による、処理の異なる段階にお
ける半導体ダイの概略図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、本発明の種々の実施形態による、半導体ダイの概略図である。
【図４】図４は、本発明の種々の実施形態による、利用される柔軟な基板の概略図である
。
【図５Ａ】図５Ａおよび５Ｂは、本発明の種々の実施形態による、柔軟な基板に接着され
た半導体ダイの概略図である。
【図５Ｂ】図５Ａおよび５Ｂは、本発明の種々の実施形態による、柔軟な基板に接着され
た半導体ダイの概略図である。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明の種々の実施形態による、図５に示されるような柔軟な基板
に接着された複数の半導体ダイを特色とする電子素子の概略上面図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明の種々の実施形態による、図６Ａで描写されたものと同様の
電子素子の中の伝導性配線の間に接着された複数の半導体ダイの拡大上面図である。
【図７】図７Ａおよび７Ｂは、本発明の種々の実施形態による、電子素子で利用される電
気配線のレイアウトの概略上面図である。
【図８Ａ】図８Ａ－８Ｄは、本発明の種々の実施形態による、基板に接着された半導体ダ
イとの蛍光体の統合の概略断面図である。
【図８Ｂ】図８Ａ－８Ｄは、本発明の種々の実施形態による、基板に接着された半導体ダ
イとの蛍光体の統合の概略断面図である。
【図８Ｃ】図８Ａ－８Ｄは、本発明の種々の実施形態による、基板に接着された半導体ダ
イとの蛍光体の統合の概略断面図である。
【図８Ｄ】図８Ａ－８Ｄは、本発明の種々の実施形態による、基板に接着された半導体ダ
イとの蛍光体の統合の概略断面図である。
【図９】図９Ａ－９Ｄは、本発明の種々の他の実施形態による、基板に接着された半導体
ダイとの蛍光体の統合の概略断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の種々の実施形態による、半導体ダイおよび遠隔蛍光体を特
色とする電子素子の概略断面図である。
【図１１】図１１は、本発明の種々の実施形態による、半導体ダイおよび遠隔蛍光体を組
み込む第２の基板を特色とする電子素子の概略断面図である。
【図１２】図１２Ａは、本発明の種々の実施形態による、発光半導体ダイを組み込む電子
モジュールの等角図である。図１２Ｂは、図１２Ａで描写されるモジュールの一部分の拡
大図である。
【図１３】図１３は、図１２Ａの電子モジュールの複数部分の分解図である。
【図１４】図１４は、本発明の種々の実施形態による、それに接着された半導体ダイをそ
れぞれ有する複数の基板を組み込む、電子モジュールの等角図である。
【図１５】図１５は、図１４の電子モジュールの複数部分の分解図である。
【図１６Ａ】図１６Ａは、本発明の種々の実施形態による、発光半導体ダイおよびセンサ
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を組み込む電子モジュールの等角図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、図１６Ａで描写されるもののような電子モジュールのネットワ
ークの概略図である。
【図１７】図１７、１８Ａおよび１８Ｂは、本発明の種々の実施形態による、バックライ
ト用途のための電子モジュールの部分分解断面図である。
【図１８Ａ】図１７、１８Ａおよび１８Ｂは、本発明の種々の実施形態による、バックラ
イト用途のための電子モジュールの部分分解断面図である。
【図１８Ｂ】図１７、１８Ａおよび１８Ｂは、本発明の種々の実施形態による、バックラ
イト用途のための電子モジュールの部分分解断面図である。
【図１９】図１９および２０は、本発明の種々の実施形態による、一般照明用の電子モジ
ュールの部分分解断面図である。
【図２０】図１９および２０は、本発明の種々の実施形態による、一般照明用の電子モジ
ュールの部分分解断面図である。
【図２１】図２１は、本発明の種々の実施形態による、それに接着された半導体ダイを有
する複数の基板を組み込む、電子モジュールの底面図である。
【図２２】図２２Ａおよび２２Ｂは、それぞれ、図２１のモジュールの複数部分の底面図
および概略断面図である。
【図２３】図２３は、機械的支持フレームに挿入された図２１のモジュールの概略断面図
である。
【図２４】図２４Ａおよび２４Ｂは、それぞれ、本発明の種々の実施形態による、照明器
具用の改造として利用される、電子モジュールの上面等角図および底面等角図である。
【図２５】図２５は、図２４Ａおよび２４Ｂで描写されるモジュールの複数部分の拡大断
面図である。
【図２６】図２６および２７は、それぞれ、本発明の種々の実施形態による、照明器具用
の改造として利用される、電子モジュールの部分分解等角上面図および非分解等角上面図
である。
【図２７】図２６および２７は、それぞれ、本発明の種々の実施形態による、照明器具用
の改造として利用される、電子モジュールの部分分解等角上面図および非分解等角上面図
である。
【図２８】図２８Ａは、随意的な拡散器シートを組み込む、図２６および２７で描写され
るモジュールの底面等角図である。図２８Ｂは、随意的な拡散器シートが存在しない、図
２６および２７で描写されるモジュールの底面等角図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　最初に図３Ａおよび３Ｂを参照すると、これらの図は、本発明の種々の実施形態で使用
するための例示的な半導体ダイ３００を描写する。半導体ダイ３００は、一般的には、そ
れを覆って配置された１つ以上の半導体層３２０を有する基板３１０を含む。この例示的
実施形態では、半導体ダイ３００は、ＬＥＤまたはレーザ等の発光素子を表すが、本発明
の他の実施形態は、異なるかまたは付加的な機能性、例えば、プロセッサ、センサ、検出
器、および同等物を有する１つ以上の半導体ダイを特色とする。非ＬＥＤダイは、本明細
書で説明されるように結合されてもされなくてもよく、ＬＥＤとは異なる設定幾何学形状
を有してもよく、また、以下で論議されるように柔軟な基板を覆って配置される半導体層
を有しても有さなくてもよい。
【００３２】
　基板３１０は、１つ以上の半導体材料、例えば、シリコン、ＧａＡｓ、ＩｎＰ、ＧａＮ
を含んでもよく、または本質的にそれらから構成されもよく、ドープされてもよく、また
は実質的にドープされなくてもよい（例えば、意図的にドープされない）。いくつかの実
施形態では、基板３１０は、サファイヤまたは炭化ケイ素を含む、または本質的にそれか
ら構成される。基板３１０は、半導体ダイ３００によって放出される光の波長に対して実
質的に透過性であってもよい。発光素子について示されるように、半導体層３２０は、好
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ましくは、反対極性でドープされる（すなわち、一方がｎ型ドープされ、他方がｐ型ドー
プされる）第１および第２の型ドープ層３３０、３４０を含んでもよい。１つ以上の発光
層３５０、例えば、１つ以上の量子井戸が、層３３０、３４０の間に配置されてもよい。
層３３０、３４０、３５０のそれぞれは、１つ以上の半導体材料は、例えば、シリコン、
ＩｎＡｓ、ＡｌＡｓ、ＧａＡｓ、ＩｎＰ、ＡｌＰ、ＧａＰ、ＩｎＳｂ、ＧａＳｂ、ＡｌＳ
ｂ、ＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮ、および／またはそれらの混合物ならびに合金（例えば、三
元または四元等の合金）を含んでもよく、または本質的にそれらから構成されてもよい。
好ましい実施形態では、半導体ダイ３００は、ポリマーまたは有機素子よりもむしろ無機
素子である。本明細書で参照されるように、半導体ダイは、特に指示されない限り、パッ
ケージ化されてもよく、またはパッケージ化されていなくてもよい（例えば、裸ダイＬＥ
Ｄは、パッケージ化されていない半導体ダイである）。いくつかの実施形態では、基板３
１０の実質的に全てまたは一部分が、以下で説明される半導体ダイ３００の結合の前また
は後に除去される。そのような除去は、例えば、化学エッチング、レーザリフトオフ、機
械研削、および／または化学機械研磨、あるいは同等物によって行われてもよい。いくつ
かの実施形態では、基板３１０の全てまたは一部分が除去されてもよく、第２の基板、例
えば、半導体ダイ３００によって放出される光の波長に対して透過性または反射性である
基板が、以下で説明されるような半導体ダイ３００の結合の前または後に、基板３１０ま
たは半導体層３２０に取り付けられる。いくつかの実施形態では、基板３１０は、シリコ
ンを含み、シリコン基板３１０の全体または一部分は、以下で説明される半導体ダイ３０
０の結合の前または後に除去されてもよい。そのような除去は、例えば、化学エッチング
、レーザリフトオフ、機械研削、および／または化学機械研磨、あるいは同等物によって
行われてもよい。
【００３３】
　図３Ｂに示されるように、好ましい実施形態では、半導体ダイ３００は、半導体ダイ３
００の同じ側面上の層３３０および層３４０への電気接点を促進するために（および基板
３１０を通して層３３０に接触する、または層３４０を超えて接触パッドを層３３０に電
気的に接続する分路を伴って層３３０に接触する必要なく）層３３０の一部分が露出され
るように、パターン化され、エッチングされる（例えば、従来のフォトリソグラフィおよ
びエッチング工程を介して）。層３４０、３５０の１つ以上の部分は、層３３０の一部分
を露出するために除去され（または決して形成されず）、したがって、図３Ｂは、非平面
的である、すなわち、相互と非共平面的である露出部分を含有する、半導体ダイ３００の
表面を３６０描写する。表面３６０は、存在していない層の部分に起因する任意の輪郭ま
たはトポグラフィを含む半導体ダイ３００の外面に対応する。半導体ダイ３００への電気
接触を促進するために、離散的な電気接点３７０、３８０が、それぞれ、層３３０、３４
０上に形成される。電気接点３７０、３８０はそれぞれ、好適な伝導性材料、例えば、１
つ以上の金属または金属合金伝導性酸化物、または他の好適な伝導性材料を含んでもよく
、または本質的にそれらから構成されてもよく、図３Ｂに示されるように、（特に、ほぼ
等しい厚さを有するときの実施形態で）略非共平面的である。いくつかの実施形態では、
層３３０および層３４０の露出表面の間（および／または接点３７０、３８０の間）の垂
直オフセットは、少なくとも０．２５マイクロメートル（μｍ）、少なくとも１μｍ、少
なくとも３μｍ、またはさらにそれ以上である。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、半導体ダイ３００が、正方形の形状を有する一方で、他の実
施形態では、半導体ダイ３００は、長方形の形状を有する。いくつかの好ましい実施形態
では、（以下で説明されるような）結合を促進するために、半導体ダイ３００は、直交方
向の寸法を超える一方向の寸法を有する形状（例えば、長方形）を有してもよく、約１．
２：１よりも大きい半導体ダイ３００の直交方向のアスペクト比（長方形の場合、長さ対
幅）を有してもよい。いくつかの実施形態では、半導体ダイ３００は、約２：１よりも大
きいか、または３：１よりも大きいアスペクト比を有する。形状およびアスペクト比は、
本発明にとって決定的ではないが、半導体ダイ３００は、任意の所望の形状を有してもよ



(22) JP 2014-160835 A 2014.9.4

10

20

30

40

50

い。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、半導体ダイ３００は、５００μｍ未満の１つの横寸法を有す
る。半導体ダイ３００の例示的なサイズは、約２５０μｍ×約６００μｍ、約２５０μｍ
×約４００μｍ、約２５０μｍ×約３００μｍ、または約２２５μｍ×約１７５μｍを含
んでもよい。いくつかの実施形態では、半導体ダイ３００は、「マイクロＬＥＤ」とも呼
ばれる、小型ＬＥＤダイを備える。マイクロＬＥＤは、概して、約３００μｍ未満の１つ
の横寸法を有する。いくつかの実施形態では、半導体ダイ３００は、約２００μｍ未満ま
たは約１００μｍ未満の１つの横寸法を有する。例えば、マイクロＬＥＤは、約２２５μ
ｍ×約１７５μｍ、または約１５０μｍ×約１００μｍ、または約１５０μｍ×約５０μ
ｍのサイズを有してもよい。いくつかの実施形態では、マイクロＬＥＤの頂面の表面積は
、５０，０００μｍ２未満または１０，０００μｍ２未満である。
【００３６】
　好ましい実施形態は、例えば、ワイヤボンドよりもむしろ伝導性接着剤の使用を介して
、接点３７０、３８０への電気接触を促進するため、ワイヤまたはボールボンド（一般的
には、側面上に少なくとも８０μｍの接合領域を必要とする）で接続することが不可能な
非常に小さい領域にさえも接触するために接着剤が利用されてもよいため、接点３７０、
３８０は、比較的小さい幾何学的範囲を有してもよい。種々の実施形態では、１つの寸法
（例えば、直径または辺の長さ）における接点３７０、３８０の一方または両方の程度は
、約１００μｍ、約７０μｍ未満、約３５μｍ未満、または約２０μｍ未満である。
【００３７】
　特に半導体ダイ３００が、ＬＥＤまたはレーザ等の発光素子を含む、または本質的にそ
れらから構成される場合、接点３７０、３８０は、（少なくとも半導体ダイ３００によっ
て放出される波長のうちのいくつかまたは全てに対して）反射性であってもよく、したが
って、発せられた光を基板３１０に向かって後方に反射してもよい。いくつかの実施形態
では、反射接点３８０が、層３４０の一部分または実質的に全体を覆う一方で、反射接点
３７０は、層３３０の一部分または実質的に全体を覆う。反射接点に加えて、反射体３９
０（明確にするために後続の図では示されていない）が、接点３７０、３８０の複数部分
の間で、またはそれらより上側に、および層３４０および３３０の複数部分または実質的
に全体を覆って配置されてもよい。反射体３９０は、半導体ダイ３００によって放出され
る光の波長のうちの少なくともいくつかまたは全てに対して反射性であり、種々の材料を
含んでもよい。一実施形態では、反射体３９０は、接点３７０、３８０を電気的に接続し
ないよう非伝導性である。反射体３９０は、ブラッグ反射体であってもよい。反射体３９
０は、１つ以上の伝導性材料、例えば、銀、金、白金等の金属を含んでもよい。反射体３
９０の代わりに、またはそれに加えて、接点３７０、３８０を除いた半導体ダイの露出表
面は、絶縁材料、例えば、窒化ケイ素等の窒化物または二酸化ケイ素等の酸化物の１つ以
上の層で被覆されてもよい。いくつかの実施形態では、接点３７０、３８０は、配線４１
０に接続するための結合部分と、半導体ダイ３００を通してより一様な電流を提供するた
めの電流拡散部分とを備え、いくつかの実施形態では、絶縁材料の１つ以上の層は、接点
３７０、３８０の結合部分を除いた半導体ダイ３００の全体または複数部分を覆って形成
される。図３Ｃは、接点３７０、３８０を除いた半導体ダイ３００の表面を覆う絶縁材料
３９５を有するダイ３００の概略図を示す。絶縁材料３９５は、例えば、窒化ケイ素、酸
化ケイ素、および／または二酸化ケイ素を含んでもよく、または本質的にそれから構成さ
れてもよい。そのような絶縁材料３９５は、半導体ダイ３００の上部および側面の全体ま
たは複数部分、ならびに層３３０、３４０、および３５０の上部および側面の全体または
複数部分を覆ってもよい。絶縁材料３９５は、接着剤を用いた接合動作の間または後に、
接点３７０および３８０の間、配線４１０（図４参照）の間、または両方の短絡を防止す
るように作用してもよい。
【００３８】
　図３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、および４を参照すると、半導体ダイ３００は、融解あるいは接着
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剤５１０または基板４００への他の損傷を防止するように、十分に低い電流および温度で
動作する。例えば、半導体ダイ３００の動作電流は、約５０ｍＡ未満、１０ｍＡ未満、ま
たはいくつかの実施形態では、５ｍＡ未満であってもよい。いくつかの実施形態では、動
作電流は、約１ｍＡと約５ｍＡとの間である。動作中の半導体ダイ３００の接合点温度は
、約１００℃、９０℃を超えなくてもよく、または８０℃を超えなくてもよい。しかしな
がら、これは本発明にとって決定的ではなく、他の実施形態では、接合点温度は、基板４
００、接着剤５１０、またはシステムの他の構成要素を損傷しない、あるいは別様に悪影
響を及ぼさない任意の値であってもよいことを理解されたい。ＰＥＮ等の基板は、例えば
、ＰＥＴよりも高い温度に耐えることができ、当業者であれば、特定の用途に適切な基板
材料を率直に選択することができる。
【００３９】
　好ましい実施形態では、半導体ダイ３００、特にパッケージ化されていない半導体ダイ
３００の小さいサイズと、その上記の比較的低い動作温度および温度が、従来使用されて
いるような比較的高い熱伝導率の基板、例えば、セラミック基板（Ａｌ２Ｏ３、ＡｌＮ、
または同等物等）または金属核プリント回路基板（ＭＣＰＣＢ）、あるいは半導体ダイ３
００と熱的に連絡する離散または統合ヒートシンク（すなわち、周辺環境から熱を奪い、
および周辺環境の中へ熱を伝導するように、フィン等の突起を有してもよい、プレートま
たはブロック等の高度に熱伝導性の設備（例えば、金属またはセラミック材料を含む））
の必要性を未然に防ぐ。むしろ、基板４００自体が（ならびに、例えば、接着剤、配線、
および周辺環境自体でさえも）、動作中に半導体ダイ３００から熱を奪う十分な伝導を提
供する。
【００４０】
　種々の好ましい実施形態では、基板４００上の半導体ダイ３００のうちの１つ以上は、
ＬＥＤおよび／またはレーザ等の発光素子である。従来の発光アセンブリは、面積当たり
の放出される量を最大化するように設計されている。各個別素子によって放出される光の
量を増加させることを有する、そのような設計は、必然的に、各素子によって生成される
熱の量の増加をもたらし、したがって、一般的には、素子（例えば、ＬＥＤ接合点）から
周囲への低熱抵抗経路を必要とする。これらの発光アセンブリは、高価な材料および／ま
たは複雑な熱管理スキームの使用、例えば、高熱伝導率セラミック、熱接触パッド、金属
核回路基板、大型ヒートシンク、およびファン等の活性冷却装置さえも介して、半導体ダ
イ（例えば、ＬＥＤおよびＬＥＤの接合点）と周辺環境との間の熱経路に沿った熱抵抗を
最小化してもよい。そのような素子は頻繁に、２．５℃／ワット（℃／Ｗ）未満または１
℃／Ｗ未満の熱抵抗を有する。
【００４１】
　例えば、高輝度パッケージ化ＬＥＤを代表する、Ｃｒｅｅ　ＸＭ－Ｌパッケージ化ＬＥ
Ｄは、２．５℃／Ｗの接合点からはんだ点までの熱抵抗を有する。Ｃｒｅｅ熱管理ガイド
ＣＬＤ－ＡＰ０５　ＲＥＶ　２は、良好な設計により、はんだ点からヒートシンクまでの
熱抵抗を１℃／Ｗ未満まで最小化することができると述べている。次いで、所与の許容接
合点温度に対するヒートシンクから周囲までの熱抵抗は、以下のように計算することがで
きる。
Ｒｔｈ．ｈｓ－ａ＝（Ｔｊｍａｘ－Ｔａ－Ｒｔｈ．ｊ－ｓ×Ｉ×Ｖ－Ｒｔｈ．ｓ－ｈｓ×
Ｉ×Ｖ）／（Ｉ×Ｖ）
ここで、Ｒｔｈ．ｈｓ－ａは、ヒートシンクから周囲までの熱抵抗であり、Ｔｊｍａｘは
、最高接合点温度であり、Ｔａは、周囲温度であり、Ｒｔｈ．ｊ－ｓは、接合点からはん
だ点までの熱抵抗であり、Ｉは、ＬＥＤ電流であり、Ｖは、ＬＥＤ電圧であり、Ｒｔｈ．

ｓ－ｈｓは、はんだ点からヒートシンクまでの熱抵抗である。Ｔａが５５℃になることを
可能にし、Ｔｊｍａｘ＝１５０℃（Ｘｍ－Ｌスペックシートより）であると記述し、１Ａ
および６ＶでＬＥＤを操作する場合、ＬＥＤ電力は６ワットである。次いで、必要なヒー
トシンクは、１２℃／ＷのＲｔｈ．ｈｓ－ａを持たなければならない。したがって、接合
点から周囲までの全熱抵抗は、２．５＋１＋１２＝１５．５℃／Ｗである。比較的少量の
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光を放出するＬＥＤは、比較的高い熱抵抗を有するパッケージを使用する。例えば、約２
０ｍＡで動作するように設計されている部品は、一般的には、約３００℃／Ｗの範囲内の
熱抵抗を有する。
【００４２】
　対照的に、本発明の実施形態は、半導体ダイ３００から周辺環境までの経路に沿った高
い熱抵抗を特色とする。この高い熱抵抗は、経路に沿った個別構成要素、例えば、基板４
００、接着剤５１０、配線４１０等に該当してもよく、および／または集合的に経路の全
体に該当してもよい。具体的には、経路に沿った熱抵抗、および／または経路に沿った構
成要素のうちの１つ以上の熱抵抗は、約５００℃／Ｗよりも大きく、約１０００℃／Ｗよ
りも大きく、または約２０００℃／Ｗよりも大きくてもよい。
【００４３】
　例えば、一実施形態では、ＬＥＤ３００のｐ－ｎ接合点から、基板４００（この実施例
では厚さ５ミルのＰＥＴ）を覆う隣接配線４００（この実施形態では銀）までの熱抵抗は
、約１８００～２０００℃／Ｗであると測定された。熱の一部は、配線４００によって放
散され、その一部は、基板４００の裏を通って流れ、そこから外へ放射される。ＰＥＴフ
ィルムは、８～１８℃－ｃｍ２／Ｗの範囲内の熱抵抗を有する。この実施形態で使用され
るダイサイズは、２５０ｕｍ×６００ｕｍである。それを通って熱が流れる領域の一辺が
１ｍｍであると仮定した場合、面積は１ｍｍ２であり、したがって、ＰＥＴの熱抵抗は、
面積（０．０１ｃｍ２）で割った１３℃－ｃｍ２／Ｗ（平均熱抵抗）または１３００℃／
Ｗである。１ｍｍ２の面積を使用することは、ダイの小さいサイズおよびＰＥＴシートが
厚さ５ミルしかないという事実を考慮すると過度に控えめである。５０°の角度で放射す
る熱とともに、台形近似を使用して、ダイサイズおよびＰＥＴの裏面上の突起の平均とし
て面積を見なすと、０．００５ｃｍ２の面積を生じる。この面積を使用すると、約２６０
０℃／Ｗの熱抵抗を生じる。したがって、この実施例では、熱抵抗は、少なくとも２００
０℃／Ｗであり、ＰＥＴを通して除去される熱の部分については、少なくとも４５００℃
／Ｗである。
【００４４】
　これらの計算に基づいて、本発明の実施形態は、従来の高輝度ＬＥＤよりも少なくとも
１００倍大きい、周囲に対する熱抵抗を有する。さらに、これは、比較的低い接合点温度
、例えば、１００°以下で、ある実施形態において達成することができる。いくつかの実
施形態では、半導体ダイ３００がｐ－ｎ接合点を備えるときに、ｐ－ｎ接合点と、その上
に配線４１０が形成される基板４００の表面との間の距離は、１００μｍ未満、または５
０μｍ未満、または３０μｍ未満であってもよい。いくつかの実施形態では、半導体ダイ
３００がＬＥＤを備えるときに、層３５０（図３Ｂ参照）と、その上に配線４１０が形成
される基板４００の表面との間の距離は、１００μｍ未満、または５０μｍ未満、または
３０μｍ未満であってもよい。いくつかの実施形態では、半導体ダイ３００がＬＥＤ以外
の素子を備えるときに、半導体ダイ３００の発熱領域と、その上に配線４１０が形成され
る基板４００の表面との間の距離は、１００μｍ未満、または５０μｍ未満、または３０
μｍ未満であってもよい。いくつかの実施形態では、ｐ－ｎ接合点（または半導体ダイ３
００の発熱領域）と周囲との間の熱抵抗を低減するために、ｐ－ｎ接合点または半導体ダ
イ３００の発熱領域と、その上に配線４１０が形成される基板４００の表面との間のより
短い距離が採用されてもよい。
【００４５】
　本発明の実施形態は、接着剤を使用して柔軟な基板に取り付けられた発光半導体ダイを
備える、照明アセンブリを有する。そのようなアセンブリは、基板４００を覆って配置さ
れる発光要素のアレイを備える。いくつかの実施形態では、発光要素は、約３ｍｍから約
３０ｍｍの範囲内のピッチを有する二次元アレイで、基板４００を覆って配置される。発
光半導体ダイ３００を採用する実施形態について、全体的な照明アセンブリまたはモジュ
ールは、少なくとも１００ルーメン、少なくとも１０００ルーメン、または少なくとも３
０００ルーメンでさえも生成してもよく、および／または、それを覆って半導体ダイ３０



(25) JP 2014-160835 A 2014.9.4

10

20

30

40

50

０が配置される面積の約０．２５ダイ／ｃｍ２よりも大きい半導体ダイ３００の密度を有
してもよい。そのような発光システムは、１００℃未満または８０℃未満の接合点温度を
有する、半導体ダイ３００を特色としてもよい。そして、そのようなシステムの熱密度は
、それを覆って半導体ダイ３００が配置される面積の０．０１Ｗ／ｃｍ２未満であっても
よい。さらに、本発明の実施形態によるシステムによって生成される熱密度は、約０．０
１Ｗ／ｃｍ２未満、または約０．００５Ｗ／ｃｍ２未満でさえもあってもよい一方で、従
来の発光素子は、一般的には、約０．３Ｗ／ｃｍ２よりも大きい、または約０．５Ｗ／ｃ
ｍ２よりも大きい熱密度でさえも有してもよい。
【００４６】
　１つの従来のアプローチでは、例えば、照明アセンブリは、１つのＬＥＤを有し、面積
は、そのＬＥＤ用のプリント回路基板（ＰＣＢ）の面積である。同様の定義が、複数のＬ
ＥＤを有する照明アセンブリに使用されてもよく、つまり、面積は、その上にＬＥＤが配
置されるＰＣＢ面積である。これに基づいて、本発明と従来技術との間の比較は、蛍光灯
で従来的に照射される、２’×２’反射板を使用して行うことができる。蛍光灯をＬＥＤ
と交換することへの従来技術のアプローチは、光を拡散させる光学構成要素と組み合わせ
て、発光領域全体よりも有意に小さいＰＣＢを使用することである。これは、光学要素を
エッジ照明することによって達成されてもよく、その場合、ＬＥＤ用のＰＣＢは、６ｉｎ
２または３８．７ｃｍ２の面積に対して、約０．２５”×長さ２４”の寸法を有してもよ
い。ＬＥＤベースの蛍光灯代替ランプ（蛍光灯と同様の形状因子を有するが、ＬＥＤを使
用して光を生成する照明構造）の場合、ＰＣＢは、２４ｉｎ２または約１５５ｃｍ２の面
積に対して、約２４”×１”であってもよい。これらの寸法は、２’×２’反射板に必要
とされるものについて仮定される。２つの基板を仮定すると、基板面積は、わずか約５０
０ｃｍ２である。この値は、蛍光灯管代替品に対して高めであり、エッジ照明アプローチ
に対してはるかに高い。本発明の実施形態について、面積は、少なくとも７倍大きい、５
７６ｉｎ２または３７１６ｃｍ２である、２’×２’反射板全体の面積である。これらの
照明器具の中のＬＥＤが１００ｌｍ／Ｗの効率を有すると仮定して、電力供給効率を考慮
する前に、２’×２’反射板に対する標準光束である、３５００ルーメンの生成は、３５
ワットを必要とする。ＬＥＤが５０％効率である場合、約１７ワットの熱が生成される。
従来の場合、熱密度が、蛍光灯管代替品に対して０．０３４Ｗ／ｃｍ２よりも大きく、エ
ッジ照明アプローチに対して約５倍大きい一方で、本発明の実施形態は、約０．００４５
Ｗ／ｃｍ２の熱密度を達成してもよく、ほぼ従来のアプローチよりも１０分の１未満であ
る。従来技術の熱密度に対して、本発明を使用して達成可能である、はるかに小さい熱密
度は、付加的なヒートシンクを伴わない照明アセンブリまたはモジュールの動作を可能に
する。
【００４７】
　図４は、本発明の種々の実施形態で使用するための例示的な基板４００を描写する。基
板４００は、好ましくは、柔軟であり、すなわち、可撓性および／または変形可能であり
、半導体ダイ上の接点が非平面的である実施形態においてさえも、半導体ダイを損傷する
ことなく、圧力活性化接着剤を使用して、半導体ダイ上の接点と基板上の配線との間の電
気的連結を可能にするように可撓性または剛性であってもよい。これは、例えば、図５Ａ
に示されるように屈曲するか、または図５Ｂに示されるように変形する基板によって達成
されてもよい。そのような変形は、弾性（負荷が除去された後に元の形状に戻る）または
塑性変形（負荷が除去された後に永久変形を維持する）、あるいは弾性変形と塑性変形と
の組み合わせであってもよい。種々の実施形態では、基板は、屈曲および変形の両方を行
ってもよい。いくつかの実施形態では、基板４００は、可撓性であり、約１ｍ以下、約０
．５ｍ以下、または約０．１ｍ以下の曲率半径を有する。いくつかの実施形態では、基板
４００は、約１００Ｎ／ｍ２未満、約５０Ｎ／ｍ２未満、約１０Ｎ／ｍ２または未満のヤ
ング係数を有する。いくつかの実施形態では、基板４００は、約１００未満のショアＡ硬
度値、約１００未満のショアＤ硬度、および／または約１５０未満のロックウェル硬度を
有する。
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【００４８】
　基板４００は、半結晶または非晶質材料、例えば、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ
）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン
、ポリエステル、ポリイミド、ポリエチレン、および／または紙を含んでもよく、または
本質的にそれから構成されてもよい。基板４００は、複数の層、例えば、剛性層、例えば
、半結晶または非晶質材料を覆う、変形可能層、例えば、アクリル、アルミニウム、鋼鉄
、および同等物を含む、剛性基板を覆って形成される、例えば、ＰＥＮ、ＰＥＴ、ポリカ
ーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリエステル、ポリイミド、ポリエチレン、および
／または紙を備えてもよい。本発明の実施形態が利用される所望の用途に応じて、基板４
００は、実質的に光学的に透過性、半透過性、または不透過性であってもよい。例えば、
基板４００は、約４００ｎｍから約６００ｎｍの間に及ぶ光波長に対して８０％よりも大
きい透過率または反射率を示してもよい。いくつかの実施形態では、基板４００は、半導
体ダイ３００によって放出される１つ以上の波長に対して８０％よりも大きい透過率また
は反射率を示してもよい。基板４００はまた、実質的に絶縁性であってもよく、約１００
オーム－ｃｍよりも大きいか、約１×１０６オーム－ｃｍよりも大きいか、または約１×
１０１０オーム－ｃｍよりも大きい電気抵抗を有してもよい。
【００４９】
　図４に示されるように、配線に接続された素子またはダイに電気接続性を提供するよう
に、少なくとも２つの伝導性配線４１０が基板４００上に配置される。配線４１０は、離
間され、素子またはダイのサイズ、および配線に接続される素子またはダイの上の接点間
隔に基づいてサイズ決定され得る間隙４２０をその間に画定してもよい。例えば、間隙４
２０は、約２５μｍと約１０００μｍとの間の範囲にあってもよい。配線４１０は、好ま
しくは、１つ以上の伝導性材料、例えば、金属または金属合金、炭素等を含む、または本
質的にそれらから構成される。配線４１０は、従来の蒸着、フォトリソグラフィ、および
エッチング工程、めっき工程を介して形成されてもよく、または種々の印刷工程を使用し
て形成されてもよい。例えば、配線４１０は、スクリーン印刷、フレキソ印刷、インクジ
ェット印刷、および／またはグラビア印刷を介して形成されてもよい。配線４１０は、銀
、金、アルミニウム、クロム、銅、および／または炭素等の１つ以上の要素を含んでもよ
い、伝導性インクを含んでもよく、または本質的にそれらから構成されてもよい。上述の
ように、本発明の好ましい実施形態は、配線４１０を覆うスタッド段差または同様の伝導
性突起を利用せず、したがって、基板４００と基板４００に接合された素子との間の距離
は、少なくとも部分的に配線４１０の厚さ（一般的には相互に等しい）によって画定され
る。配線４１０の厚さは、好ましくは、約１０μｍ未満であり、さらにより好ましくは、
約５μｍ未満である。配線４１０のうちの１つ以上の厚さは異なってもよいが、厚さは、
処理を単純化するように、配線の長さに沿って実質的に略一様である。しかしながら、こ
れは本発明の制限ではなく、他の実施形態では、配線の厚さまたは材料が基板４００の上
で異なってもよい。
【００５０】
　図５Ａを参照すると、種々の実施形態において、半導体ダイ３００は、基板４００に結
合されている（すなわち、取り付けられている）。半導体ダイ３００への電気接続性を有
効にするために、接点３７０、３８０は、一般的には、配線４１０に（例えば、直接）接
着され、配線４１０と電気接触している。柔軟な基板４００について図５Ａに示されるよ
うに、配線と接点との間の強力な信頼できる結合は、少なくとも配線４１０の間の領域５
００において屈曲する（すなわち、曲がるかまたは変形する）ことによって達成される。
基板４００は、接点３７０、３８０のそれぞれと、その対応する配線４１０（接点が接着
される）との間の距離がほぼ同等であるように屈曲してもよい。好ましい実施形態では、
接点３７０、３８０は、圧力活性化接着剤５１０を介して配線４１０に接着される。例え
ば、接着剤５１０は、圧力活性化ＡＣＡを含んでもよく、または本質的にそれから構成さ
れてもよく、したがって、接点３７０、３８０は、ＡＣＡ内の粒子等の伝導性構造を介し
て配線４１０に電気的に接続され得る一方で、接点３７０、３８０は、（配線４１０の場
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合のように）相互から電気的に絶縁されている。
【００５１】
　図５Ｂに示される別の実施形態では、電気伝導性が基板４０１の変形によって有効にさ
れる。この実施形態では、半導体ダイ３００または接点３７０、３８０の一部分が、領域
５０１の領域中の基板４０１の一部分を変形させ、そのような変形によって、配線４１０
と接点３７０、３８０との間の電気伝導性が有効にされる。図５Ｂでは、基板４０１は、
その上に伝導性配線４１０が形成される面の反対側の基板４０１の面の変形を伴わずに、
表面領域あのみにおいて変形するものとして示されている。これは、本発明に必要ではな
いが、他の実施形態では、変形は、基板４０１の両面上で起こってもよい。実際、基板は
、図５Ａおよび５Ｂに図示される挙動を組み合わせて、屈曲および変形の両方を行っても
よい。
【００５２】
　基板４００が柔らかすぎる場合、半導体ダイ３００および基板４００にわたって印加さ
れる圧力が、配線４１０と接点３７０、３８０との間に電気接続を確立することに十分な
力がＡＣＡに印加されずに、基板４００の変形をもたらし得る。一方で、基板４００が硬
すぎる場合、ＡＣＡが配線４１０と接点３７０、３８０との間に電気接続を確立すること
ができる前に、半導体ダイ３００および基板４００にわたって印加される圧力が、半導体
ダイ３００の破砕または破壊をもたらし得る。したがって、基板４００に対する必要な変
形能のレベルはまた、半導体ダイ３００の機械的性質に依存し得、より強靭な半導体ダイ
３００が、比較的変形可能性が低い基板４００の使用を可能にし得る。逆に、より脆弱な
半導体ダイ３００が、比較的変形可能性が高い基板４００の使用を可能にし得る。当業者
であれば、必要以上の実験がなくとも、特定の半導体ダイに対する適切な基板硬度の程度
を直接的に決定し得る。いくつかの用途では、半導体ダイの靱性は、その厚さ、またはそ
れが加工される材料を変更することによって、変化させられ得る。
【００５３】
　基板４００への半導体ダイ３００の結合の間、接着剤５１０は、テープ等の固体とは対
照的に、実質的に液体形態で、すなわち、ペーストまたはゲルとして分注されてもよい。
接着剤５１０は、半導体ダイ３００（例えば、接点３７０、３８０の少なくとも複数部分
）または基板４００（例えば、配線４１０の少なくとも複数部分）の複数部分、あるいは
両方を覆って分注されてもよい。次いで、接点３７０、３８０は、半導体ダイ３００、基
板４００、または両方への圧力の印加を介して、配線４１０と物理的に近接（または接触
）させられ、それらに接着させられる。接着剤５１０は、いくつかの実施形態においては
、ＡＣＡであるので、接点３７０、３８０と配線４１０との間の完璧な整列は必要ではな
く、したがって、工程を単純化する。ＡＣＡを使用すると、伝導が、接点３７０、３８０
と配線４１０との間の垂直方向のみで発生し、接点３７０、３８０の間または配線４１０
の間において横方向には発生しないので、完全な整列は必要とされない。一実施形態では
、半導体ダイ３００および基板４００が、実質的に剛性の表面と実質的に順応的な表面と
の間で圧縮されると、それにより、図５Ａおよび５Ｂに描写される基板４００の屈曲また
は変形あるいは両方を可能にし、ならびに表面３６０の非平面性および／または接点３７
０、３８０の間の非共平面性にもかかわらず、半導体ダイ３００への結果として生じる導
電性の信頼できる結合を可能にする。
【００５４】
　半導体ダイ３００および基板４００の圧縮（および好ましい実施形態では、接着剤５１
０の圧力誘導活性化）の後または間に、接着剤５１０は、印加エネルギー、例えば、熱お
よび／または紫外線によって硬化させられる。例えば、接着剤５１０は、接着剤の性質に
応じて、約数秒から１分から約３０分までの範囲の期間、例えば、約１０分にわたって、
約８０℃から約１５０℃までの範囲の温度、例えば、約１２５℃まで加熱することによっ
て硬化させられてもよい。
【００５５】
　別の実施形態では、接着剤５１０は、接点３７０、３８０と、それぞれの配線４１０と
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の間の領域５２０中の異方性導電接着剤を含む。そのような実施形態では、配線４１０の
間および接点３７０、３８０の間の領域５３０中における絶縁は、接着剤５１０の欠如を
介して、または第２の非伝導性接着剤の存在を介して維持されてもよい。接着剤５１０は
、好ましくは、点３７０、３８０の間および／または配線４１０の間に望ましくない電気
的短絡をもたらす場合がある、完全に金属の基質よりもむしろ、ポリマー基質を特色とす
る。いくつかの実施形態では、接着剤５１０は、半導体ダイ３００によって放出される光
の少なくともいくつかの波長または全てに波長に対して反射性であってもよい。
【００５６】
　図６Ａは、上記で説明されるように伝導性配線４１０の間に接着された半導体ダイ３０
０のアレイを特色とする電子素子６００を描写している。示されるように、電子素子６０
０は、半導体ダイ３００の３つの直列に接続された列６１０を含む。電子素子６００はま
た、列６１０のうちの１つ以上に電気的に接続された回路６２０も含む。回路６２０は、
駆動回路、センサ、制御回路、調光回路、および／または電力供給回路、あるいは同等物
の複数部分（例えば、分散電力供給／ドライバの場合）または実質的に全てを含んでもよ
く、または本質的にそれらから構成されてもよく、また、基板４００に（例えば、接着剤
を介して）接着され、または別様に取り付けられてもよい。回路６２０は、それ自体が基
板４００に機械的および／または電気的に取り付けられてもよい、回路基板（例えば、プ
リント回路基板）上に配置さえされてもよい。他の実施形態では、回路６２０は、基板４
００から分離される。図６Ａが、列６１０において直列に接続された半導体ダイ３００、
並列に接続される、または接続可能である（図７Ａおよび７Ｂも参照）列６１０を描写す
る一方で、他のダイ相互接続スキームが可能であり、本発明の範囲内である。
【００５７】
　さらに、１つ以上の半導体ダイ３００が、図６Ａに描写されるものと同様に、または異
なる様式で、基板１００の裏面上の配線４１０に結合されてもよく、および／または、そ
の上に半導体ダイ３００および配線４１０を有する複数の基板４００が、多層素子を形成
するように積み重ねられてもよい。これらの実施形態では、基板４００または複数の基板
４００の表または裏にダイを伴って、各層内ならびに各層上のダイは、全て同じであって
もよく、または異なってもよく、例えば、異なる層上の半導体ダイ３００は、異なる波長
で光を発してもよい。基板の裏面上にある、または複数の層の中に配置された半導体ダイ
３００を有する、素子では、各層は、独自の専用回路６２０を有してもよく、回路６２０
の全体または一部が、半導体ダイ３００の層および／またはグループ間で共有されてもよ
い。回路６２０は、その開示全体が本明細書で参照することにより組み込まれる、２０１
０年１２月３０日出願の米国特許出願第１２／９８２，７５８号で説明されている実施形
態のうちのいずれかの実質的に全てまたは複数部分を含んでもよく、または本質的にそれ
らから構成されてもよい。いくつかの実施形態では、基板４００の裏または表、あるいは
複数の層の上の半導体ダイおよび／または回路要素が、ともに電気的に連結されてもよい
。
【００５８】
　電子素子６００は、柔軟な基板４００に基づいてもよいため、柔軟な基板材料のシート
が異なる処理ステーションを通って進む、ロールツーロール工程で形成されてもよい。そ
のようなロールツーロール処理は、例えば、配線４１０の形成、接着剤５１０の分注、お
よび半導体ダイ３００の配置、ならびに任意の付加的な基板の結合および／または（以下
で詳述されるような）１つ以上の蛍光体材料の形成を含んでもよい。加えて、電子素子６
００はまた、例えば、例えば、センサ、アンテナ、レジスタ、インダクタ、コンデンサ、
薄膜バッテリ、トランジスタ、および／または集積回路を含む、基板４００に取り付けら
れた他の受動および／または能動電子素子を含んでもよい。そのような他の受動および／
または能動電子素子は、接着剤５１０を用いて、または他の手段によって、配線または半
導体ダイ３００に電気的に連結されてもよい。
【００５９】
　さらに、図６Ｂに示されるように、２つ以上の半導体ダイ３００が、同じ配線４１０に
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並列に（すなわち、配線間の同じ間隙４２０内で）接続されてもよく、したがって、単一
の半導体ダイ３００の故障の場合に増進した機能性および／または冗長性を提供する。好
ましい実施形態では、同じ間隙４２０を横断して接着された半導体ダイ３００のそれぞれ
は、（例えば、実質的に同じく同電流で）相互と並行に動作するだけでなく、単一の間隙
内に配置された半導体ダイ３００の全てを操作する累積駆動電流に対応する駆動電流で、
過熱または損傷なく動作するようにも構成される。したがって、間隙４２０を横断して接
着された半導体ダイ３００のうちの１つ以上の故障の場合、残りの１つ以上の半導体ダイ
３００は、より高い駆動電流で動作し続ける。例えば、ＬＥＤまたはレーザ等の発光素子
を含む、または本質的にそれらから構成される、半導体ダイ３００について、同じ間隙を
横断して１つ以上の他の素子に並列に接続された素子の故障は、他の素子をより高い電流
で動作させ、したがって、増加した強度の光を生成し、それにより、機能しなくなった素
子の故障を補う。
【００６０】
　図６Ｂはまた、上記で説明される異なる接着スキームのうちの２つを図示する。半導体
ダイ３００のうちの１つが、ダイの端部のみにおいて接着剤５１０を介して配線４１０に
接着される一方で、配線間の間隙内の端部間では、第２の接着剤６３０（好ましくは非伝
導性である）が、半導体ダイ３００の中間部分を基板４００に接着する。いくつかの実施
形態では、第２の接着剤６３０は、非伝導性であり、伝導性接着剤５１０の２つの部分の
間および／または配線４１０の間および／またはダイ３００の２つの接点の間の短絡を防
止する。示されるように、他方の半導体ダイ３００は、半導体ダイ３００の底面の全体に
接触する接着剤５１０で、配線４１０の間に接着される。上記で説明されるように、接着
剤５１０は、好ましくは、垂直方向のみに（図６Ｂのページの平面外に）電気伝導を可能
にするが、相互から配線４１０を絶縁する、圧力活性化ＡＣＡである。他の実施形態では
、１つ以上の半導体ダイ３００が、同じ間隙４２０内で配線４１０の間に接着されるが、
間隙４２０内で少なくとも１つの付加的な半導体ダイ３００を接着するように、（配線４
１０の複数部分を含む）間隙４２０内に十分な「土台」がある。そのような実施形態では
、最初に間隙４２０内で接着された１つ以上の半導体ダイ３００が故障した場合、１つ以
上の半導体ダイ３００（最初の半導体ダイ３００のうちのいずれかと実質的に同一である
、または異なる）が、「再加工」工程において間隙４２０内で接着されてもよい。例えば
、図６Ｂを参照すると、描写した半導体ダイ３００のうちの一方のみが、最初に配線４１
０に接着されてもよく、他方の半導体ダイ３００は、後に、例えば、最初のダイの故障後
に接着されてもよい。
【００６１】
　図７Ａおよび７Ｂは、本発明の種々の実施形態による電子素子で利用されてもよい、電
気配線４１０の２つの異なるレイアウトを概略的に描写する。図６Ａと同じように、図７
Ａおよび７Ｂは、複数の半導体ダイ３００を直列に相互接続するように構成される配線４
１０の並列の列６１０を描写する（半導体ダイ３００のための結合場所を表す間隙７０２
が図７Ａで示されている一方で、図７Ｂでは明確にするために省略されている）。図７Ａ
では、各列６１０は、一方の端に接点７００を、他方の端に接点７１０を有する。種々の
実施形態では、接点７００が、動作電流または電圧を半導体ダイ３００に印加するための
「駆動」設定である一方で、接点７１０は、「共通」または接地接点である。図７Ｂでは
、各列６１０は、基板４００を横断して延在し、後戻りして、その始点付近の点に戻って
延在し、両方の接点７００、７１０が基板４００の一側面上に配置されることを可能にす
る。図７Ｂでも示されるように、複数の列６１０のための接点７００、７１０のいずれか
一方または両方は、（図７Ｂの接点７１０で示されるような）共有接点の中へともに接続
されてもよく、そのようなスキームは、半導体ダイ３００および／または列６１０のレイ
アウトおよび相互接続を単純化してもよい。図７Ａおよび７Ｂに描写されるレイアウトが
、正方形または長方形のグリッドの中で半導体ダイ３００を位置付ける一方で、半導体ダ
イ３００は、他の方法で配設されてもよい。同様に、配線４１０は、示されるように、実
質的に真っ直ぐであってもよく、または曲線状、波形、非並行であってもよく、または他
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の方法で配設されてもよい。
【００６２】
　半導体ダイ３００のうちの１つ以上がＬＥＤまたはレーザ等の発光素子である、実施形
態では、蛍光体材料が、ダイによって放出される光の少なくとも一部分の波長を別の所望
の波長（次いで、より大型の素子単独から放出される、またはダイによって発せられた元
の光の別の部分と混色される）に転換するように組み込まれてもよい。本明細書で使用さ
れるように、「蛍光体」とは、それを照射する光の波長を転換する、および／または発光
性、蛍光性、および／またはリン光性である、任意の材料を指す。蛍光体は、粉末または
粒子を含み、そのような場合、結合剤、例えば、シリコーン中で混合されてもよい。本明
細書で使用されるように、蛍光体は、粉末または粒子、あるいは結合剤を加えた粉末また
は粒子であってもよい。図８Ａ－８Ｄは、蛍光体を柔軟な基板４００に接着された半導体
ダイ３００と一体化させるための例示的な手順を描写する。図８Ａは、それぞれ２つの伝
導性配線４１０の間の間隙４２０を横断して基板４００に接着された２つの半導体ダイ３
００の断面図を描写する（基板４００の屈曲および／または変形、半導体ダイ３００の非
平面性、および接着剤５１０は、明確にするために図から省略されている）。半導体ダイ
３００のうちの１つ以上が開口部８１０（図８Ｂ）内に位置付けられるように、基板４０
０上の半導体ダイ３００のうちの１つ以上に対応する開口部８１０（好ましくは、基板８
００の厚さ全体を通して延在する）を有する、基板８００が、提供され（図８Ａ）、基板
４００に結合される。基板８００は、柔軟であるかまたは実質的に剛性であってもよく、
ポリエチレンナフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエー
テルスルホン、ポリエステル、ポリイミド、ポリエチレン、および／または紙等の材料を
含んでもよく、または本質的にそれらから構成されてもよい。
【００６３】
　図８Ｃに示されるように、基板８００の中の開口部８１０は、半導体ダイ３００の周囲
に「井戸」を形成する。基板８００が基板４００に結合された後、蛍光体８２０が、開口
部８１０の中に半導体ダイ３００を覆って配置され、および少なくとも部分的に半導体ダ
イ３００を包囲する（例えば、半導体ダイ３００の１つ以上の側面上にあるが、必ずしも
半導体ダイ３００と接触していない）ように、蛍光体８２０が開口部８１０のうちの１つ
以上の内側に提供される。示されるように、蛍光体８２０は、開口部８１０を実質的に充
填してもよく、半導体ダイ３００と接触していてもよい。他の実施形態では、蛍光体８２
０が開口部８１０（図８Ｃの右開口部８１０を参照）内に配置される（およびその残りの
部分を実質的に充填してもよい）前に、光透過性材料８３０（例えば、シリコーンまたは
エポキシ）が、開口部８１０のうちの１つ以上の内側に提供され、それらを部分的に充填
する。この「遠隔蛍光体」配設は、半導体ダイ３００からある距離を置いて蛍光体８２０
を位置付け、それは、半導体ダイ３００の動作が蛍光体８２０を有害に加熱することを防
止し、したがって、その寿命を延長し、および／またはその効率を向上させてもよい。い
くつかの実施形態では、開口部８１０は、蛍光体８２０または透明材料８３０で完全には
充填されない一方で、他の実施形態では、開口部８１０は、蛍光体８２０または透明材料
８３０で過剰充填される。開口部８１０は、いずれの蛍光体８２０も有していなくてもよ
く、および／またはいずれの透明材料８３０も有していなくてもよい。いくつかの実施形
態では、複数の光透過性および蛍光体材料が、層または他の構成で形成される。
【００６４】
　図８Ｄに示されるように、保護フィルム８４０が、任意に、基板８００および開口部８
１０の実質的に全体を覆って、またはその内側に蛍光体８２０および／または透明材料８
３０を有する開口部８１０を少なくとも覆って、配置されてもよく、それにより、周辺環
境、湿気、および同等物から蛍光体８２０および／または半導体ダイ３００を保護する。
フィルム８４０は、透明であってもよく、または半導体ダイ３００によって発せられ、蛍
光体８２０によって転換された光が、基板４００に向かって反射され、基板４００から放
出されるように、反射性であってもよい。いくつかの実施形態では、複数の異なる蛍光体
８２０が、半導体ダイ３００より上側の開口部のうちの１つ以上の中に配置される。つま
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り、１つの井戸８１０が、１つより多くの種類の蛍光体８２０および／または透明材料８
３０を有してもよい。異なる井戸８１０が、例えば、異なる蛍光体８２０および／または
異なる透明材料８３０を有してもよい。一実施形態では、異なる半導体ダイ３００（例え
ば、異なる波長で光を放出する）が、同じまたは異なる蛍光体８２０および／または透明
材料８３０と関連付けられてもよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、開口部８１０の側壁は、（図８Ｃに示されるように）基板４
００の表面と実質的に垂直ではないが、半導体ダイ３００からの光の出力結合および／ま
たは蛍光体８２０からの出力結合を促進するように傾斜しているか、あるいは別様に成形
および／またはパターン化される。開口部８１０の側壁は、半導体ダイ３００によって放
出される光または蛍光体８２０からの光に対して反射性でさえあってもよい（例えば、反
射性材料で被覆される）。レンズまたは拡散器等の光学要素が、半導体ダイ３００および
／または蛍光体８２０より上側に位置付けられてもよい。井戸８１０は、用途に適切な任
意の形状、例えば、丸、長方形、六角形、または任意の恣意的な形状を有してもよい。異
なる井戸８１０が、実際に、異なる形状を有してもよい。
【００６６】
　蛍光体８２０は、例えば、１つ以上のケイ酸塩、窒化物、量子ドット、または他の光変
換材料を含んでもよく、または本質的にそれらから構成されてもよく、光透過性結合剤（
例えば、シリコーンまたはエポキシ）中で懸濁されてもよい。１つ以上の蛍光体８２０と
ともに使用するための半導体ダイ３００は、本質的に青色光または紫外線を発してもよく
、（複数の）蛍光体８２０の使用は、実質的に白色であり、約２０００Ｋから約７０００
Ｋに及ぶ相関色温度（ＣＣＴ）を有してもよい、総合色をもたらしてもよい。そのような
ダイの実施例は、ＧａＮ、ＩｎＮ、ＡｌＮ、およびこれらの二元化合物の種々の合金を含
むものを含む。
【００６７】
　図９Ａ－９Ｄは、半導体ダイ３００から放出される光の少なくとも一部分についての波
長変換のための遠隔蛍光体を特色とする、本発明の別の実施形態を図示する。図９Ａは、
２つの伝導性配線４１０の間の間隙４２０を横断して基板４００に接着された導体ダイ３
００を含む、電子素子６００と同様の電子素子９００の一部分を描写する（基板４００の
屈曲および／または変形、半導体ダイ３００の非平面性、および接着剤５１０は、明確に
するために図から省略されている）。図９Ｂに示されるように、半導体ダイ３００の屈折
率との良好な光結合を提供するように設計されてもよい、光透過性材料９１０が、半導体
ダイ３００上に形成される。いくつかの実施形態では、透過性材料９１０の屈折率は、約
１．０と約１．６５との間である（例えば、１．４から１．５７までの範囲にある）。透
過性材料９１０は、半球形状を有するものとして図示されているが、これは、本発明に必
要ではなく、透過性材料９１０は、事実上あらゆる形状を有してもよい。いくつかの実施
形態では、透過性材料９１０は、蛍光体９２０および／または反射層９３０の表面積を増
大させるために、表面形状またはテクスチャによってパターン化される。
【００６８】
　蛍光体９２０（または異なる蛍光体の複数の層）が、図９Ｃに示されるように、材料９
１０を覆って形成される。蛍光体９２０は、蛍光体８２０を参照して上記で説明される材
料のうちのいずれか１つ以上であってもよく、材料９１０は、半導体ダイ３００から蛍光
体９２０を物理的に分離する。本発明の種々の実施形態が、蛍光体９２０を通して周辺環
境の中へ混色または変換された光の放出を可能にするために、図９Ｃの構造を利用する一
方で、図９Ｄは、反射層９３０が蛍光体９２０を覆って形成される、好ましい実施形態を
描写する。図９Ｄの実施形態では、変換または混色された光は、蛍光体９２０と相互作用
した後に反射層９３０から反射し、基板４００を通して素子９００から放出される。反射
層は、例えば、高度鏡面または拡散反射体であってもよい。一実施形態では、反射層９３
０は、金属、例えば、アルミニウム、銀、金、または同等物である。反射層９３０は、白
色反射体、例えば、ＭＣＰＥＴであってもよい。その開示が参照することにより本明細書
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に組み込まれる、Ｄｏｎｏｆｒｉｏ，Ｒ．Ｌ．，“Ｐｈｏｓｐｈｏｒ　Ｓｃｒｅｅｎｉｎ
ｇ，”　ＳＩＤ　Ｓｉｘｔｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏ
ｎ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ（１９９７），ｐｐ．８９－９５で説明されて
いるものを含む、種々の蛍光体堆積技法が採用されてもよい。好ましい実施形態では、高
度反射層３６０は、一様な厚さを有する蛍光体９２０の共形被覆を塗布するために電気泳
動析出が採用されてもよいように、導電性材料を含む。
【００６９】
　一実施形態では、ダイ３００は、青色光９４０（図９Ｄ）を放出する。動作中、ＬＥＤ
３００によって放出される青色光９４０は、蛍光体層９２０と相互作用する。光のうちの
いくらかは、蛍光体層９２０の中の蛍光体粒子によって吸収され、そうするとすぐに、光
は異なる波長で再び発せされる。青色光９４０の残りは、高度反射面９３０から鏡面的に
反射される。この青色光のうちのいくらかは、蛍光体層９２０の中の蛍光体粒子によって
再び吸収され、再び放出される。蛍光体から再び発せられた光は、蛍光体粒子によって等
方的に放出される。光の実質的に全てが透過性材料９１０の中へ放出されるように、光の
半分は、高度反射面９３０から鏡面的に反射される。発せられた光の角度に応じて、光は
、蛍光体層９３０の外面に交差する（光線９５０によって示される）、または透明基板４
００を介して空洞から退出する（光線９６０によって示される）。
【００７０】
　図１０は、蛍光体９２０が、材料９１０を覆うよりもむしろ基板４００の上で直接形成
される、（蛍光体９２０の鎖線部分は配線４１０の前および／または後に配置された部分
を表す）素子９００の別の実施形態を描写する。図１０の実施形態では、半導体ダイ３０
０から発せられた光は、基板４００に向かって反射層９３０によって後方に反射され、光
の少なくとも一部分は、基板４００から発せられた総合光が所望の波長または波長の混合
（例えば、白色光）であるように、蛍光体９２０と相互作用する。図９Ｄおよび１０の実
施形態では、配線４１０は、光の所望されない遮断または後方反射を防止するために、比
較的狭くてもよく、または実質的に透明であってもよい。例えば、透明配線４１０は、イ
ンジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、アルミニウム亜鉛酸化物、カーボンナノチ
ューブ、グラフェン、および／またはポリ（スチレンスルホン酸）でドープしたポリ（３
，４－エチレンジオキシチオフェン）等の伝導性ポリマーを含んでもよく、または本質的
にそれらから構成されてもよい。
【００７１】
　図１１に示されるように、材料９１０、蛍光体９２０、および反射層９３０は、基板１
１１０の中のくぼみ、空洞、または他の開口部１１００内に形成されてもよく、これらの
層が、図９Ｄの実施形態と同様に半導体ダイ３００を覆って配置されるように、基板４０
０に結合される。そのような実施形態では、材料９１０は、省略さえされてもよい（すな
わち、空気または真空であってもよい）。明示的に描写されていないが、反射層９３０は
、基板１１１０のくぼみの中に形成されてもよく、蛍光体９２０は、図１０の構造に似た
構造を形成するために、基板４００上で半導体ダイ３００に近接して形成されてもよい。
基板１１１０は、柔軟であるか、または実質的に剛性であってもよく、半導体ダイ３００
からの光が基板４００を通して放出される際に、光学的に半透過性または不透過性でさえ
あってもよい。空洞１１００は、好ましくは、形状が実質的に半球状であるが、また、他
の形状、例えば、楕円形、放物面、双曲面、または錐体（３つ以上の実質的に平面的な側
面を有する）を成してもよい。いくつかの実施形態では、空洞１１００は、蛍光体９２０
および／または反射層９３０の表面積を増大させるために、表面形状またはテクスチャで
パターン化される。一実施形態では、透過性材料９１０に対面する基板４００の表面は、
該表面からの反射を最小化するように、反射防止被覆で処理される。
【００７２】
　本発明の実施形態は、限定することなく以下を含む多数の利点を提供する。最初に、透
過性材料９１０、例えば、空気、エポキシ、またはシリコーンが、ＬＥＤダイから蛍光体
層３７０および３８０を熱的に絶縁し、熱的急冷の危険性を軽減する。第２に、２色性鏡
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が必要とされず、製造可能性を多大に向上させ、コストを削減する。代わりに、鏡面３６
０が、それに入射する蛍光体粒子によって放出されるあらゆる光を、蛍光体層９２０を通
して透明基板４００へと後方に反射する。第３に、遠隔蛍光体シェルの半球形状が、ＬＥ
Ｄダイ３００によって発せられた青色光に暴露される蛍光体層９２０の表面積を２倍にす
る。これは、透過性材料９１０によって画定される基板４００の中の円形開口部の光束発
散度を効果的に２倍にする。（言い換えれば、増大した蛍光体層表面積により、透明基板
４００を通して全ての角度から見た際の開口部の放射輝度を効果的に２倍にする。）
　第４に、ＹＡＧ：Ｃｅ蛍光体は、透過モードでは約２０重量％の濃度で飽和するが、反
射モードでは５０重量％～６０重量％の濃度で飽和することが示されている（例えば、Ｙ
ａｍａｄａ，Ｋ．，Ｙ．Ｉｍａｉ，ａｎｄ　Ｋ．Ｉｓｈｉ，“Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｉｍｕ
ｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｃｏｍｐｏｓｅｄ　
ｏｆ　Ｂｌｕｅ　ＬＥＤｓ　ａｎｄ　ＹＡＧ　Ｐｈｏｓｐｈｏｒ，”　Ｊｏｕｒｎａｌ　
ｏｆ　Ｌｉｇｈｔ　＆　Ｖｉｓｕａｌ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　２７（２）：７０－７
４（２００３）（以降では「Ｙａｍａｄａら」）を参照）。したがって、蛍光体層９２０
は、より高い濃度を有し、よって、増大した変換効率を提供してもよい。Ｙａｍａｄａら
によって実証されているように、５０％の増大した変換効率が、ＹＡＧ：Ｃｅ蛍光体材料
で可能である。第５に、青色ＩｎＧａＮ　ＬＥＤおよびＹＡＧ：Ｃｅ蛍光体によって生成
される光の色度が、透過モードと対比して反射モードでは、蛍光体濃度に伴ってかなり少
ない変動を示すことも示されている（例えば、Ｙａｍａｄａら参照）。したがって、本発
明は、蛍光体層９２０の厚さおよび一様性に対する緩和した製造公差を提供してもよい。
【００７３】
　第６に、鏡面９３０は、その入射角にかかわらず、およびＬＥＤダイ３００からの散乱
青色光であるか、または蛍光体層９２０から発せられた光であるかどうかにかかわらず、
入射光を反射する。第７に、蛍光体層表面から発せられた放射は、ランバート分布を有す
る。これは、反射した青色光および蛍光体が発した光の両方を含む。放射光束移動論理お
よび形態因子幾何学形状に従って、この光の正確に一方の半分が、基板４００に入射する
一方で、他方の半分は、蛍光体層に入射する。その波長に応じて、この光は、蛍光体粒子
をさらに励起させ、それにより、蛍光体の下方変換効率をさらに向上させる、正の光フォ
ードバックの形態を提供してもよい。（例えば、ＹＡＧ：Ｃｅの励起および発光スペクト
ルは、約４７５ｎｍから５２５ｎｍの領域内の発せられた光が、吸収されるよりもむしろ
蛍光体を自励するように、この領域中で重複する。）
　透過性材料９１０の形状は、名目上半球である。それがより浅い場合、蛍光体層の表面
積が縮小され、それは、透過性材料９１０によって画定される基板４００の中の円形開口
部の光束発散度を低減する傾向がある。しかしながら、ＬＥＤダイ３００からの光は、空
洞の周辺において、蛍光体表面に対して垂直入射しない。これは、フレネル方程式によれ
ば、蛍光体層からの鏡面反射を増加させる傾向があり、それは、円形開口部の光束発散度
を増進させてもよい。透過性材料９１０がより深い場合、光の半分より多くが、空洞内で
複数の反射を受け、それは、光束発散度を低減する傾向がある。しかしながら、これは、
蛍光体層の自己励起によって相殺されてもよい。次いで、実践では、露出した蛍光体層表
面の双方向反射分布関数（ＢＲＤＦ）、および独自の発光から蛍光体の自己励起によって
提供される光学利得に応じて、透過性材料９１０の半球形状よりも深いまたは浅い形状が
、最適であってもよい。したがって、最適な空洞形状は、楕円形、放物面、または双曲面
であってもよい。それはまた、３つ以上の平面的な側面を有する錐体であってもよい。
【００７４】
　鏡面９３０により蛍光体粒子によって発せられ、蛍光体層９２０によって散乱された光
の半分の反射は（平均で）、透過性材料９１０によって画定される基板４００の中の円形
開口部から発せられた光を均質化する傾向がある。これは、結果として、強度または色の
一様性の両方を向上させ、蛍光体層の厚さおよび蛍光体粒子の密度に対する製造公差をさ
らに緩和する。
【００７５】
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　図１２Ａは、本発明の種々の実施形態による、電子モジュール１２００（例えば、照明
モジュール）の実施例を示す。モジュール１２００は、比較的薄い外形を有する略平面形
状を有する。その最初の状態または静止状態で、モジュール１２００は、平坦、１つの方
向に曲線状、２つの方向に曲線状であってもよく、またはより複雑な曲率を有してもよい
。モジュール１２００は、その上に半導体ダイ３００のアレイ（この図では示されていな
い）を有する、実質的に柔軟な基板４００を特色としてもよい。半導体ダイ３００は、基
板４００上の規則的またはランダムなアレイで配設されてもよい。半導体ダイ３００がＬ
ＥＤを備える実施形態では、アレイの中のＬＥＤピッチ（つまり、アレイの中のＬＥＤの
間の間隔）は、約２ｍｍから約２５ｍｍまで様々であってもよい。一実施形態では、ＬＥ
Ｄピッチは、モジュール１２００用のＬＥＤからの必要な総光量を１つのＬＥＤによって
放出される光で割ることによって、判定される。ＬＥＤピッチは１つのＬＥＤによって放
出される光の量の関数であることが、当業者に明白となるであろう。例えば、比較的大き
いＬＥＤピッチで比較的多くの光を放出する、比較的少ないＬＥＤによって生成されるの
と同じ総光量が、比較的少ない光を放出するが比較的小さいＬＥＤピッチを有する、比較
的多くのＬＥＤを使用して、生成されてもよい。一実施形態では、ＬＥＤピッチは、少な
くとも部分的に、ＬＥＤとあらゆる関連光学部品または拡散器（例えば、プレート１２４
０に、または別様に組み込まれる）との間の距離によって判定される。一実施形態では、
ＬＥＤピッチは、ＬＥＤと関連拡散器との間の距離と同様であり、または実質的に同じで
ある。
【００７６】
　１つ以上の回路基板が、基板４００に連結されてもよい。示されるように、３つの回路
基板１２１０、１２２０、１２３０が、基板４００に取り付けられる。回路基板１２１０
、１２２０、１２３０は、基板４００の縁に位置付けられるために、長くて細長い長方形
の形状を有してもよい。駆動回路、例えば、電流源構成要素の複数部分または全体が、柔
軟であってもよい、または実質的に剛性であってもよい回路基板１２１０、１２２０、１
２３０のうちの１つ以上の上に配置されてもよい。実施形態では、回路基板１２１０、１
２２０、１２３０のうちの１つ以上は、例えば、種々の構成要素を個々の半導体ダイ３０
０に接続するコネクタ、伝導性接着剤、異方性導電接着剤またはフィルム、あるいは伝導
性エポキシまたは可撓性コネクタで、基板４００に取り付けられたプリント回路基板（Ｐ
ＣＢ）を含む、または本質的にそれから構成される。一実施形態では、回路基板１２１０
、１２２０、１２３０は、可撓性コネクタで基板４００に電気的に連結され、基板４００
に対する回路基板１２１０、１２２０、１２３０の位置付けにおける融通性を可能にする
。
【００７７】
　任意に、透明プレート１２４０が、基板４００の上に位置してもよい。実施形態では、
プレート１２４０は、ダイ３００によって放出される光が種々の蛍光体堆積物に照射する
ように、発光半導体ダイ３００と整列する、図１２Ｂに示されるような蛍光体９２０の局
所的堆積物でパターン化される。好ましい実施形態では、半導体ダイ３００からの光およ
び蛍光体９２０から放出される光の組み合わせが、種々の相関色温度（ＣＣＴ）のうちの
いずれかで白色光を生成する。他の実施形態では、蛍光体９２０は、図９Ａ－９Ｄ、１０
、または１１に示されるように、半導体ダイ３００を覆って形成され、またはプレート１
２４０の表面上で実質的に連続的な層として形成さえされてもよい。図１２Ｂは、図１２
Ａに示されるモジュール１２００の角の拡大図である。示されるように、回路基板１２１
０は、透明プレート１２４０用の位置停止部の役割を果たしてもよい。同様に、他の回路
基板１２２０、１２３０は、プレート１２４０に対する機械的位置参照を提供してもよい
。図１３は、基板４００、回路基板１２１０、１２２０、１２３０、および蛍光体９２０
の堆積物を有するプレート１２４０を示す、モジュール１２００の分解図を描写する。
【００７８】
　本発明の種々の実施形態は、異なる物理的構成を特色とする。例えば、モジュール１２
００は、１つ、２つ、４つ、またはそれ以上の回路基板を有してもよい。回路基板のうち
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の１つ以上は、必ずしも基板４００の縁の全長に延在しなくてもよく、および／または２
つ以上の回路基板が、基板４００の同じ縁に付加されてもよい。回路基板は、基板４００
の縁と同一平面で位置しなくてもよいが、むしろ１つ以上の縁に覆い被さってもよく、ま
たは縁から離れてある距離に位置付けられてもよい。材料の空白（すなわち、蛍光体９２
０の堆積物がなく、光透過性である）部分が、プレート１２４０用の付加的なロケータと
して追加されてもよい。プレート１２４０は、レンズ、導波管、反射体、回折器、および
／または拡散器等の光学部品を含んでもよい。
【００７９】
　電子モジュール１２００は、１つ以上のタイルのアレイを生成するように、ワイヤボン
ド、はんだ付けされたジャンパワイヤ、可撓性コネクタ、異方性導電フィルム、または他
の電気接続の手段を用いて異なる基板４００を組み立てることによって、加工されてもよ
い。そのようなモジュール１４００の実施形態は、示されるように、複数の基板４００か
ら加工される、図１４に示されている。基板４００は、平面的なキャリア１４１０の上に
載置されてもよく、回路基板、例えば、回路基板１２１０、１２２０、１２３０によって
、１つ以上の側面上に結合されてもよい。モジュール１２００について上記で説明される
ように、モジュール１４００はまた、種々の基板４００上で半導体ダイ３００と整列する
蛍光体９２０または光学要素の領域を有するプレート１２４０を特色としてもよい。
【００８０】
　回路基板１２１０、１２２０、１２３０および複数の基板４００のうちのいずれかまた
は全ては、例えば、一般または建築用照明用途のため、またはＬＣＤディスプレイパネル
用のバックライトユニットとして、広範囲の使用に好適である、実質的に一定の輝度分布
を有する薄いパネルを形成するように、蛍光体および／または光学要素を伴って、または
伴わずに、単一の大面積透明キャリア１４１０の上に載置されてもよい。図１５は、複数
の基板４００、回路基板１２１０、１２２０、１２３０、ならびに蛍光体９２０および／
または光学要素の領域を有するプレート１２４０を示す、そのような電子モジュール１４
００の分解図を示す。いくつかの実施形態では、モジュール１４００の中の種々の基板４
００のうちのいずれかまたは全ては、相互と異なってもよく、例えば、異なる数および／
または種類の半導体ダイ３００、蛍光体および／または光学要素をサポートする。例えば
、異なる基板４００’が、内部位置に使用されてもよく、さらに別の異なる基板４００’
’が、角位置に使用されてもよい。個々の基板４００は、正方形、長方形、六角形、三角
形、Ｌ字形、あるいは任意の他の同一または非同一形状であってもよい。いくつかの実施
形態では、蛍光体９２０は、全ての場所で同じ種類の蛍光体である一方で、他の実施形態
では、異なる蛍光体が、異なる場所で使用されてもよい。蛍光体９２０は、例えば、図８
－１１に示されるように、プレート１２４０の上以外で統合されてもよい。モジュール１
２００の形状は、決定的ではなく、これらのモジュールは、設計、建築、または照明の必
要性を満たすように、例えば、長方形、正方形、六角形、または任意の他の形状であって
もよい。
【００８１】
　図１６Ａは、部屋の占有、周辺光、または当業者に公知である他の環境要因のような特
徴を検出するためのセンサ１６１０を含む、電子モジュール１６００を描写する。１つ以
上のそのようなセンサ１６１０が、モジュール１６００に含まれてもよく、したがって、
モジュール１６００は、１つよりも多くの環境要因を検出してもよい。センサ１６１０か
らのフィードバック（すなわち、信号）は、モジュール１６００を操作するために使用さ
れてもよく、例えば、１つ以上の半導体ダイ３００を操作する。例えば、発光半導体ダイ
３００は、オンまたはオフにされてもよく、あるいは（即時に、または時間遅延後に）そ
こからの発光を薄暗くするよう操作されてもよい。駆動回路１６２０が、モジュール１６
００内に載置されてもよく、センサ１６１０からのデータがモジュール１６００を操作す
ることを可能にするように、フィードバックシステムを含んでもよい。駆動回路１６２０
は、調光回路を含んでもよく、または本質的にそれから構成されてもよい。モジュール１
６００はまた、支持材１６３０（例えば、プレキシガラスまたは別の実質的に剛性の材料
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を含む、または本質的にそれから構成される）、支持フレーム１６４０、およびそれに取
り付けられた１つ以上の半導体ダイ３００を有する基板４００を含んでもよい。カバープ
レート１６５０（例えば、プレキシガラスまたは別の実質的に透明あるいは半透明の材料
を含む、または本質的にそれから構成される）もまた、付加的な光学部品を含んでもよい
。
【００８２】
　種々の実施形態では、光センサ１６１０が、照明器具によって実質的に照射される周囲
をサンプリングするように、光センサ１６１０が、照明器具として機能する複数のモジュ
ール１６００のそれぞれに組み込まれてもよい。光強度が、ある閾値レベルよりも大きい
場合、照明器具の中のモジュール１６００は、感知した光強度（すなわち、周囲の他の光
源、例えば、太陽光、およびモジュール１６００自体からの総合光強度）が閾値である点
まで、薄暗くされる。このようにして、１つ以上のモジュール１６００を組み込む新しい
または改造ユニットが、高価な中央照明制御システムを設置する必要なく、日光の収穫を
通して大幅なエネルギー節約を提供してもよい。これは、既存の建築物または他の設備の
中の中央制御システムに必要とされる配線を設置する必要性を除去するため、改造ユニッ
トを設置するときの特定の利点である。
【００８３】
　別の実施形態では、占有センサ１６１０が、照明器具として機能する１つ以上のモジュ
ール１６００に組み込まれる。上記で論議されるのと同様に、占有センサ１６１０は、照
明器具によって照射される領域をサンプリングし、占有者が存在しない場合、照明器具を
薄暗くする、またはオフにする。これは、１つだけの光が占有領域にわたってオンである
、「光柱」状況を伴わずに、エネルギー節約をもたらしてもよい。そのようなモジュール
１６００はまた、モジュール間の通信用の低レベル通信システムを組み込んでもよい。通
信システムは、エネルギーを節約しながら向上した光の質を提供するように、近くの照明
器具の同期化を可能にしてもよい。そのような動作はまた、日光の収穫と同期化されても
よい。異なる通信技法が、これに使用されてもよいが、種々の実施形態は、１つ以上の発
光半導体ダイ３００が、通信信号を提供するように高い周波数で変調される、有線、無線
、または光学通信を使用してもよい。
【００８４】
　本発明のいくつかの実施形態では、上記の制御回路は、好ましくは、変調／復調回路を
含み、伝送および／または受信した通信を処理するために、マイクロプロセッサ、マイク
ロコントローラ、または同等物等の回路さえも含んでもよい。信号は、例えば、モジュー
ル１６００を組み込むマスタ照明システムの動作を調整するコマンドを表してもよい。好
適なネットワークおよび通信回路が、当技術分野においてよく特徴付けられ、そのような
照明システムを相互通信するネットワークシステムを、必要以上の実験なしで直接的に構
成することができる。
【００８５】
　種々の実施形態では、各モジュール１６００は、その最も近い隣接モジュール１６００
（または他の発光設備）の状態を感知し、感知したことに基づいて何らかの措置を講じ得
る。例えば、図１６Ｂに描写されるように、モジュールＡは、その局所領域中の個人を感
知し得る。周辺モジュールＢ、Ｃ、Ｄ、およびＥは、それらの局所領域中の個人を感知し
なくてもよいが、Ａが光を発していることを感知する。制御システムは、この状況につい
て、モジュールＢ、Ｃ、Ｄ、およびＥによって照射される領域中の所望の光レベルが７５
％である（モジュールＡによって放出される光レベルと比較して）ように、プログラムさ
れてもよい。次に最も近い隣接モジュール（図示せず）もまた、それらの局所領域中にお
ける占有を感知しなくてもよいが、それらの隣接モジュールが７５％で発光していること
を感知し、したがって、例えば、公称レベルの５０％という値で発光してもよい。隣接モ
ジュールの複数のレベルへのこのスキームの拡張は、占有を検出し、占有者の周囲に光を
提供するが、占有者に快適な方式でエネルギーを節約するように不必要な光をオフにする
ようにモジュールにわたって自己調整する自律システムをもたらす。再度、プログラム可
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能な制御回路および好適なセンサが、当技術分野において従来的であり、必要以上の実験
なしで、所望のセンサ応答性照明状態（例えば、感知した占有に基づく光減少パターン）
を達成するようにプログラムされてもよい。
【００８６】
　図１７に示される実施形態では、電子モジュール１７００（モジュール１５００および
／または１６００と同様である）は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）アセンブリ用
のバックライトユニット（ＢＬＵ）として動作する。照明モジュール１７００は、基板１
２４０（好ましくは光学的に透過性である）上の蛍光体９２０の領域を照射する基板４０
０に接着された発光半導体ダイ３００（例えば、ＬＥＤおよび／またはレーザ）のアレイ
を含む。（基板４００の屈曲および／または変形、半導体ダイ３００の非平面性、配線４
１０、および接着剤５１０は、明確にするために図から省略されている。）複合光１７１
０（半導体ダイ３００によって発せられた変換されていない光および／または蛍光体９２
０によって異なる波長に変換された光を含むか、または本質的にそれらから構成される）
が、基板１７３０（好ましくは光学的に透過性である）上にエンボス加工または成形され
得る１つ以上の光学要素１７２０（例えば、フレネルレンズ）を通して方向付けられる。
次いで、光１７１０は、好ましくは、光拡散器１７４０を照射する。次いで、拡散光は、
好ましくは、ＬＣＤアセンブリ１７７０を照射する光を部分的に平行にし、さらに拡散さ
せる交差輝度増進フィルム１７５０、１７６０（例えば、３Ｍ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
製のＶｉｋｕｉｔｉ　ＢＥＦ）を介して方向付けられる。別の実施形態では、半導体ダイ
および蛍光体９２０が、図８－１１に示されるように統合される。
【００８７】
　図１８Ａは、例えば、ＬＣＤアセンブリ用のＢＬＵアセンブリとしても動作する電子モ
ジュール１８００を描写する。照明モジュール１８００は、基板４００に接着された発光
半導体ダイ３００（例えば、ＬＥＤおよび／またはレーザ）のアレイを含み、そこからの
光１８１０は、蛍光体材料（蛍光体９２０等）を一様に含むか、または本質的にそれから
構成される基板１８２０に照射する。モジュール１７００と同様に、次いで、複合光およ
び／または変換された光は、ＬＣＤアセンブリ１７７０を照射する光を部分的に平行にし
、さらに拡散させる交差輝度増進フィルム１７５０、１７６０を介して方向付けられる。
【００８８】
　図１８Ｂは、例えば、ＬＣＤアセンブリ用のＢＬＵアセンブリとしても動作する電子モ
ジュール１８０１を描写する。照明モジュール１８０１は、基板４００に接着された発光
半導体ダイ３００（例えば、ＬＥＤおよび／またはレーザ）のアレイと、半導体ダイ３０
０が完全または部分的に蛍光体９２０で充填された井戸８１０の内側にあるように、基板
４００を覆って位置付けられる井戸８１０（図８Ａ参照）を有する第２の基板８００とを
含む。半導体ダイ３００および蛍光体９２０からの光を含む、光１８１１は、ＬＣＤアセ
ンブリ１７７０を照射する光を部分的に平行にし、さらに拡散させる交差輝度増進フィル
ム１７５０、１７６０を通して方向付けられる。
【００８９】
　図１９および２０は、一般照明用の平面的な光源として機能するモジュール１７００、
１８００、および１８０１と同様の電子モジュールを描写する。図１９に示されるように
、電子モジュール１９００は、基板１２４０（好ましくは光学的に透過性である）上の蛍
光体９２０の領域に照射する、基板４００に接着された発光半導体ダイ３００（例えば、
ＬＥＤおよび／またはレーザ）のアレイを含む。複合光（半導体ダイ３００によって発せ
られた変換されていない光および／または蛍光体９２０によって異なる波長に変換された
光を含む、または本質的にそれらから構成される）が、基板１７３０（好ましくは光学的
に透過性である）上にエンボス加工または成形されてもよい、１つ以上の光学要素１７２
０（例えば、フレネルレンズ）を通して方向付けられる。別の実施形態では、半導体ダイ
および蛍光体９２０が、図８－１１に示されるように統合される。
【００９０】
　同様に、図２０は、基板４００に接着された発光半導体ダイ３００（例えば、ＬＥＤお
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よび／またはレーザ）のアレイも含む、電子モジュール２０００を描写する。モジュール
２０００では、半導体ダイ３００のうちの１つ以上は、図８Ａ－８Ｄを参照して上記で説
明される方式で、蛍光体８２０の中で「カプセル化」される。複合光（半導体ダイ３００
によって発せられた変換されていない光および／または蛍光体８２０によって異なる波長
に変換された光を含む、または本質的にそれらから構成される）が、種々の光学部品のう
ちのいずれか、例えば、図２０に描写される非対称フレネルレンズ２０１０および／また
はホログラフィック拡散器２０２０を通して方向付けられる。光学部品は、透明基板２０
３０の複数部分であってもよく、透明基板２０３０の上に形成されてもよく、および／ま
たは透明基板２０３０に結合されてもよい。レンズ２０１０は、軸上で見たときに、各半
導体ダイ３００の像が、その関連レンズ２０１０の射出瞳を実質的に一様に充填するよう
に、半導体ダイ３００から離れた所望の距離で位置付けられてもよい。発光ダイ３００の
全体または一部分は、光学要素、例えば、レンズと関連付けられてもよい。一実施形態で
は、発光ダイ３００のアレイは、１対１の基準で光学要素のアレイと関連付けられる
　図２１、２２Ａ、および２２Ｂを参照すると、種々の実施形態では、それに接着された
１つ以上の発光半導体ダイ３００をそれぞれ有する、複数の基板４００が、市販の照明製
品用のドロップイン代替品であるモジュール２１００を形成するように、ともに組み立て
られる。各基板４００およびその関連半導体ダイ３００は、他のモジュールから独立して
組み立てられてもよい。基板４００は、相関色温度、光出力、および順電圧等の電気的性
質等の同様または相補的な特性を保有するように、仕分けられてもよい（または「分別さ
れ」てもよい）。
【００９１】
　図２２Ａおよび２２Ｂに示されるように、各基板４００は、１つ以上の発光半導体ダイ
３００（例えば、ＬＥＤおよび／またはレーザ）を特色とし、また、図８Ａ－８Ｄ、９Ａ
－９Ｄ、１０、または１１で描写される方式で、蛍光体８２０の領域を含有する基板８０
０に結合されてもよい。電気配線４１０は、駆動回路２２１０への半導体ダイ３００の電
気接続を促進するように、接続パッド２２００の中で終端してもよい。半導体ダイ３００
の各列のための電気接続は、好ましくは、駆動回路２２１０および／または他の電子構成
要素からモジュール２１００の発光領域を分離するために、（例えば、図７Ｂで描写され
る方式で）基板４００の一側面上にある。
【００９２】
　図２１－２３に示されるように、いくつかの基板４００が、より大型の発光モジュール
２１００を形成するように、ともに組み立てられてもよい。基板４００は、内側に含有さ
れた、および／またはその上に結合あるいは形成された光学要素（例えば、離散的光学部
品、拡散器、微小光学部品、および／または他の光学要素）を有してもよい、より大型の
基板２２２０の上で、ともに組み立てられてもよい。基板２２２０はまた、好ましくは、
透明であり、柔軟であってもよく、または実質的に剛性であってもよい。好ましくは、光
学要素は、剛性基板２２４０（および／または基板２２２０）の中へ成形される、レンズ
（フレネルレンズ等）２２３０を含む、または本質的にそれらから構成される。例えば、
基板２２２０から反射される任意の光を反射するように、反射体２２５０が、任意に、モ
ジュール２１００の少なくとも一部分の上に配置されてもよい。
【００９３】
　モジュール２１００は、図２３に示されるように、筐体の中へ成形されてもよい。モジ
ュール２１００は、機械的支持を提供するように、剛性フレーム２３００（１つ以上の実
質的に剛性の材料、例えば、金属、プラスチックを含んでもよく、または本質的にそれら
から構成されてもよい）に取り付けられてもよく、および／または剛性フレーム２３００
内には位置されてもよい。半導体ダイ３００および任意の他の回路（例えば、駆動回路２
２１０、制御回路、インターフェース等）に電力供給するための電力供給２３１０が、フ
レーム２３００の頂面２３２０上に配置されてもよい。このようにして載置されると、モ
ジュール２１００は、建築物の中の既存の照明器具用の改造キット、既存の照明器具用の
代替照明器具、または新しい建造物用の新しい照明器具製品としての機能を果たしてもよ
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い。任意に、厚さが約１インチ未満である、薄い形状因子は、モジュール２１００が多く
の異なる状況で使用されることを可能にする。パッケージ化モジュール２１００は、既存
の商用設備に合致する形状因子、例えば、１フィート×４フィート、２平方フィート（す
なわち、２フィート×２フィート）、および／または４平方フィートを有してもよく、あ
るいは種々の設計または照明要件を満たすように他の形状および形状因子を有してもよい
。
【００９４】
　図２４Ａおよび２４Ｂは、それぞれ、例えば、２平方メートルの照明器具用の改造とし
て利用されてもよい、モジュール２４００の裏面および正面を描写する。図２５は、明確
にするために構成要素の多く（例えば、蛍光体、光学部品、および駆動回路）が省略され
ている、モジュール２４００の拡大断面図を描写する。個々の基板４００は、例えば、ガ
ラスおよび／またはプラスチックを含んでもよい、または本質的にそれから構成されても
よい、単一のより大型の基板２４１０に（例えば、接着剤またはクランプ等の機構を介し
て）載置されてもよい。次いで、基板２４１０は、大型機械的支持シート２４２０（金属
等の剛性材料を含んでもよい、または本質的にそれから構成されてもよい）に取り付けら
れてもよい。随意的な拡散反射体２４３０が、基板２４１０と機械的支持シート２４２０
との間に配置されてもよい。示されるように、上記の構成要素は、例えば、ネジ２４５０
を用いて、ｃチャネル型押し出し材２４４０の中で担持される。ネジ２４５０はまた、小
型ｃチャネル２４４０を、機械的支持シート２４２０の裏を横断してほぼ垂直に及ぶ大型
ｃチャネル押し出し材２４６０に付加してもよい。このようにして、アセンブリ全体が、
基板２４１０のかなりのたわみを防止するように、機械的に剛性にされてもよい。大型ｃ
チャネル押し出し材２４６０はまた、アレイの周囲において半導体ダイ３００および駆動
回路基板２４８０に必要電圧を送達するために必要とされる、電力供給および／またはド
ライバ２４７０のための機械的載置点を有利に提供する。
【００９５】
　図２６は、拡散器シート２６００、および一般的な２平方フィートの蛍光灯反射板照明
器具用のレンズを担持する鋼鉄フレーム２６１０を組み込む、完成したモジュール２４０
０の部分分解図を示す。拡散器シート２６００と基板２４１０との間の距離を設定するた
めに、スタンドオフ２６２０が使用されてもよい。示されるように、完成したモジュール
および拡散器シートは、フレーム２６１０に容易に挿入されてもよく、いったん図２７に
示されるように組み立てられると、蛍光灯照明器具用の改造キットとして、単純で薄いド
ロップイン解決策を提供してもよい。図２８Ａおよび２８Ｂは、それぞれ、拡散器シート
２６００を有する、および有しない鋼鉄フレームの中の完成したモジュール２４００の底
面図を示す。
【実施例】
【００９６】
　（実施例１）
　幅１ｍｍの伝導性配線が、ガラスおよびポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）基板上
に形成され、ＰＥＴ基板は、約５ミルの厚さを有した。伝導性配線は、基板上に連続的に
蒸発させられた、Ｃｒの底層およびＡｕの最上層を含んだ。Ｃｒの厚さは約３０ｎｍであ
り、Ａｕの厚さは約３００ｎｍであった。伝導性配線は、ＬＥＤが取り付けられる位置に
約９０μｍの幅を有する間隙を有した。ＬＥＤは、幅約１３ミルおよび長さ約２４ミルで
あり、ダイの同じ側面上に２つの接点を有した。間隙に隣接する各伝導性配線の端の一部
分、ならびに間隙領域がＡＣＡで覆われるように、Ｋｙｏｃｅｒａ　０６０４Ｃ　ＡＣＡ
が間隙を覆って分注された。次いで、ｎ型接点の少なくとも一部分が、間隙の片側で配線
の少なくとも一部分を覆い、ｐ型接点の少なくとも一部分が、間隙の反対側で配線の少な
くとも一部分を覆うように、接点側を下にして、ＬＥＤダイがＡＣＡ上に配置された。次
いで、ＬＥＤが上を向く状態で、ＬＥＤを有するＰＥＴシートが、柔軟パッドの上に熱プ
レスで配置された。一片のガラスがＬＥＤを覆って配置され、プレスの熱板部分が印加さ
れた。プレートは、１２５℃に設定された。圧力が印加され、ＰＥＴシートがプレスの中



(40) JP 2014-160835 A 2014.9.4

10

20

30

40

50

で１０分間放置され、次いで、プレスから除去され、表面上のガラスを除去する前に冷却
させられた。熱プレス動作後に、シートには、ＬＥＤがある場所でくぼみができ、工程中
のＰＥＴシートの変形を示した。ＰＥＴ基板に取り付けられたＬＥＤダイには、短絡また
は開路を伴わずに、伝導に対して１００％収率があった。同様の工程を介してスライドガ
ラスに取り付けられたＬＥＤダイは、中間接点故障の大部分（約５０％以上）を示した。
【００９７】
　（実施例２）
　幅１ｍｍの伝導性配線が、約５ミルの厚さを有するＰＥＴ基板上に形成された。伝導性
配線は、銀インクのスクリーン印刷によって基板上に形成された。銀スクリーン印刷配線
の高さは約４μｍであった。伝導性配線は、ＬＥＤが取り付けられる位置に約９０μｍか
ら１５０μｍの幅を有する間隙を有した。ＬＥＤは、幅約１３ミルおよび長さ約２４ミル
であり、ダイの同じ側面上に両方の接点を有した。間隙に隣接する各伝導性配線の端の一
部分、ならびに間隙領域がＡＣＡで覆われるように、Ｋｙｏｃｅｒａ　０６０４Ｃ　ＡＣ
Ａが間隙を覆って分注された。次いで、ｎ型接点の少なくとも一部分が、間隙の片側で配
線の少なくとも一部分を覆い、ｐ型接点の少なくとも一部分が、間隙の反対側で配線の少
なくとも一部分を覆うように、接点側を下にして、ＬＥＤダイがＡＣＡ上に配置された。
次いで、ＬＥＤが上を向く状態で、ＬＥＤを有するＰＥＴシートが、柔軟パッドの上に熱
プレスで配置された。一片のガラスがＬＥＤを覆って配置され、プレスの熱板部分が印加
された。プレートは、１２５℃に設定された。圧力が印加され、ＰＥＴシートがプレスの
中で１０分間放置され、次いで、プレスから除去され、表面からガラスを除去する前に冷
却させられた。実施例１で記述されるように、熱プレス動作後に、シートには、ＬＥＤが
取り付けられた場所でくぼみができ、工程中のＰＥＴシートの変形を示した。ＰＥＴ基板
に取り付けられたＬＥＤダイには、７０００以上のダイの交換用の０．２％故障ＬＥＤに
対する短絡のみを伴って、伝導に対して９９．８％以上の収率があった。
【００９８】
　（実施例３）
　素子は、上記で説明されるような柔軟な基板に接着された、青色光を放出するＬＥＤを
特色とし、素子から発せられた光が、固有の公称相関色温度（ＣＣＴ）および少なくとも
７５の演色評価数（ＣＲＩ）を伴って実質的に白色であるように、蛍光体混合物が、ＬＥ
Ｄを包囲する井戸の中に配置された。蛍光体混合物は、６重量％～１２重量％の黄色発光
Ａｌ５Ｏ１２Ｙ３：Ｃｅ２＋蛍光体（ＮＹＡＧ４５６３－Ｓ）、（第１の蛍光体に対して
）１０重量％から５０重量％の琥珀色発光（ＳｒＢａＭｇ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ２＋蛍光体
（Ｏ６０４０）、（第１の蛍光体に対して）３重量％から３０重量％の赤色発光ＣａＡｌ
ＳｉＮ３：Ｅｕ２＋蛍光体（Ｒ６５３５）、および（第１の蛍光体に対して）１重量％か
ら５重量％の緑色発光（ＳｒＢａＭｇ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ２＋蛍光体（Ｙ３９５７）を含
み、その全ては、Ｉｎｔｅｍａｔｉｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｆｒｅｍｏｎｔ，　Ｃ
Ａ）から入手可能である。
【００９９】
　蛍光体混合物は、Ｃａｂｏｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｂｉｌｌｅｒｉｃａ，ＭＡ）
から入手可能なヒュームドシリカ（ＣＡＢ－Ｏ－ＳＩＬ　ＣＴ－１２２１）と（第１の蛍
光体に対して）１重量％から５％重量％の比で、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏから入手可能な光透過性シリコーンエラストマー（Ｓｙｌｇａｒｄ　１８４）と
１重量％から２重量％の比で組み合わせられた。ヒュームドシリカ（他の実施形態では、
ヒュームドシリカに加えて、またはその変わりに、ヒュームドアルミナが利用される）は
、蛍光体粒子凝集を軽減し、蛍光体からの光抽出の効率を増進する。蛍光体混合物が脱気
され、次いで、井戸に注入された。２７～３２ゲージの先端サイズを有する３ｃｃシリン
ジを利用して、混合物が注入され、蛍光体混合物は、４０ｐｓｉの圧縮空気または機械的
起動型プランジャを用いて放出される。プランジャのストローク長さまたは圧縮空気の印
加を所定時間（例えば、２～７秒）に限定することによって、２５０～５００μｍの厚さ
が得られた。
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【０１００】
　蛍光体混合物の２つの異なる処方は、異なるＣＣＴ値を生じた。第１の混合物は、３５
００ＫのＣＣＴを提供し、１０％ＮＹＡＧ４６５３－Ｓ、２５％Ｒ６５３５、３％ヒュー
ムドシリカ、および１．４３の屈折率を有するポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）材料
を含み、約２５０μｍの厚さを有した。第２の混合物は、５０００ＫのＣＣＴを提供し、
８．５％ＮＹＡＧ４６５３－Ｓ、５％Ｒ６５３５、３％ヒュームドシリカ、および１．４
３の屈折率を有するＰＤＭＳ材料を含み、約２５０μｍの厚さを有した。別の実施形態で
は、蛍光体結合剤は、約１．５３の屈折率を有するＤｏｗ　ＯＥ－６５５０であった。
【０１０１】
　本明細書で採用される用語および表現は、限定ではなく説明の用語および表現として使
用され、そのような用語および表現の使用において、示され、説明される特徴またはそれ
らの複数部分の同等物を除外する意図はない。加えて、本発明のある実施形態を説明した
後に、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、本明細書で開示される概念を組み
込む他の実施形態が使用されてもよいことが、当業者に明白となるであろう。したがって
、説明した実施形態は、あらゆる点で制限的ではなく例証的であると見なされるものであ
る。

【図１】 【図１６Ｂ】
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