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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光半導体素子と、
　蛍光体を含有し、前記光半導体素子に対して間隔を隔てて対向配置される第１蛍光層と
、
　蛍光体を含有し、前記光半導体素子と前記第１蛍光層との間に介在され、前記光半導体
素子を封止する第２蛍光層と
を備え、
　前記光半導体素子は、複数、設けられ、前記光半導体素子と前記第１蛍光層との対向方
向と直交する方向において並んでおり、
　前記第１蛍光層中の前記蛍光体の体積と、前記第２蛍光層中の前記蛍光体の体積との比
率が、８７：１３～６１：３９であり、
　前記対向方向における前記第１蛍光層の表面と、前記光半導体素子との距離は、前記対
向方向と直交する方向における前記第２蛍光層の表面と、前記対向方向と直交する方向に
おいて前記第２蛍光層の表面に最も近接して配置される前記光半導体素子との距離よりも
短いことを特徴とする、光半導体装置。
【請求項２】
　前記第１蛍光層および前記第２蛍光層は、シリコーン樹脂を含有することを特徴とする
、請求項１に記載の光半導体装置。
【請求項３】
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　前記第１蛍光層に含有される前記蛍光体、および、前記第２蛍光層に含有される前記蛍
光体は、（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕであることを特徴とする、請求項１または２に
記載の光半導体装置。
【請求項４】
　前記第１蛍光体層に含有される前記蛍光体と、前記第２蛍光体層に含有される前記蛍光
体との総量は、全光束測定におけるＣＩＥ－ｙが０．３２～０．３７となるように調整さ
れていることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の光半導体装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の光半導体装置を備えることを特徴とする、照明装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光半導体装置および照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光ダイオード（ＬＥＤ）などの光半導体素子を、樹脂で封止することが知られ
ている。
【０００３】
　例えば、蛍光体を含有する第１樹脂層と、光半導体素子を封止する第２樹脂層とを備え
る光半導体封止用シートを用いて、光半導体素子を封止し、光半導体装置を得ることが提
案されている（例えば、下記特許文献１参照。）。
【０００４】
　この光半導体装置において、例えば、蛍光体をＹＡＧ系蛍光体から構成し、光半導体素
子を青色発光ダイオードから構成すれば、青色発光ダイオードからの青色光と、ＹＡＧ系
蛍光体からの黄色光とを混色させて白色光を得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１２３８０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかるに、上記した特許文献１に記載の光半導体封止用シートでは、第１樹脂層と第２
樹脂層との積層方向に沿って進む青色光は、ＹＡＧ系蛍光体からの黄色光と適切に混色さ
れて白色光となる一方、積層方向と異なる方向に進む青色光は、ＹＡＧ系蛍光体からの黄
色光との混色バランスが崩れて白色光とならない場合がある。
【０００７】
　例えば、第２樹脂層に蛍光体が含有されない場合には、青色発光ダイオードからの青色
光が、第１樹脂層を通過せずに、第２樹脂層の側面（積層方向と直交する方向の側面）か
ら漏れる場合がある。
【０００８】
　つまり、この場合には、光半導体装置を積層方向と直交する方向から視認すると、光半
導体装置が青色に発光しているように見える。
【０００９】
　また、第２樹脂層に少量の蛍光体が含有されていると、光半導体装置を積層方向と直交
する方向から視認したときに、ＹＡＧ系蛍光体からの黄色光よりも青色発光ダイオードか
らの青色光が強くなり、光半導体装置が青色発光しているように見える。
【００１０】
　また、第２樹脂層中に多量の蛍光体が含有されていると、半導体装置を積層方向と直交
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する方向から視認したときに、青色発光ダイオードからの青色光よりもＹＡＧ系蛍光体か
らの黄色光が強くなり、光半導体装置が黄色に発光しているように見える。
【００１１】
　このように、光半導体装置を視認する角度（視野角）によって、光半導体装置からの光
の色度が変動する。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、光半導体装置からの光の色度が視野角に応じて変動すること
を低減できる光半導体装置および照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の光半導体装置は、光半導体素子と、蛍光体を含有し、前記光半導体素子に対し
て間隔を隔てて対向配置される第１蛍光層と、蛍光体を含有し、前記光半導体素子と前記
第１蛍光層との間に介在され、前記光半導体素子を封止する第２蛍光層とを備え、前記光
半導体素子は、複数、設けられ、前記光半導体素子と前記第１蛍光層との対向方向と直交
する方向において並んでおり、前記第１蛍光層中の前記蛍光体の体積と、前記第２蛍光層
中の前記蛍光体の体積との比率が、８７：１３～６１：３９であり、前記対向方向におけ
る前記第１蛍光層の表面と、前記光半導体素子との距離は、前記対向方向と直交する方向
における前記第２蛍光層の表面と、前記対向方向と直交する方向において前記第２蛍光層
の表面に最も近接して配置される前記光半導体素子との距離よりも短いことを特徴として
いる。
 
【００１９】
　また、本発明の光半導体装置では、前記第１蛍光層および前記第２蛍光層が、シリコー
ン樹脂を含有することが好適である。
【００２１】
　また、本発明の光半導体装置では、前記第１蛍光層に含有される前記蛍光体、および、
前記第２蛍光層に含有される前記蛍光体は、（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕであること
が好適である。
【００２２】
　また、本発明の光半導体装置では、前記第１蛍光層に含有される前記蛍光体と、前記第
２蛍光層に含有される前記蛍光体との総量が、全光束測定におけるＣＩＥ－ｙが０．３２
～０．３７となるように調整されていることが好適である。
【００２３】
　また、本発明の照明装置は、上記の光半導体装置を備えることを特徴としている。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の光半導体装置によれば、第１蛍光層中の蛍光体の体積と、第２蛍光層中の蛍光
体の体積との比率を、容易に、９０：１０～５５：４５に調整することができる。
【００２６】
　その結果、光半導体装置や照明装置からの光の色度が視野角に応じて変動することを、
容易に低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、封止シートの断面図である。
【図２】図２は、図１に示す封止シートの製造方法を説明する説明図であって、（ａ）は
、剥離フィルムの上に蛍光体層を形成する工程を示し、（ｂ）は、蛍光体層の上に封止樹
脂層を形成する工程を示す。
【図３】図３は、本発明の光半導体装置の製造方法を説明する説明図であって、（ａ）は
、封止シートを光半導体素子と対向させる工程を示し、（ｂ）は、光半導体素子を封止す
る工程を示す。
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【図４】図４は、本発明の光半導体装置の一実施形態を示す概略構成図である。
【図５】図５は、各実施例および各比較例の光半導体装置において、視野角度による色度
変化を示すグラフである。
【図６】図６は、本発明の照明装置の平面図である。
【図７】図７は、図６に示す照明装置のＡ－Ａ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図１は、封止シートの断面図である。図２は、図１に示す封止シートの製造方法を説明
する説明図である。
【００２９】
　封止シート１は、図１に示すように、長尺な平帯形状の剥離フィルム２と、剥離フィル
ム２の上に積層される第１層としての蛍光体層３と、蛍光体層３の上に積層される第２層
としての封止樹脂層４とを備えている。封止シート１は、例えば、発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）などの光半導体素子を封止するために用いられる。本実施形態では、光半導体素子と
して、青色発光ダイオードを封止する場合を説明する。
【００３０】
　封止シート１を製造するには、図２（ａ）に示すように、まず、剥離フィルム２の上に
蛍光体層３を形成する。
【００３１】
　剥離フィルム２は、例えば、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリスチレンフィ
ルム、ポリプロピレンフィルム、ポリカーボネートフィルム、アクリルフィルム、シリコ
ーン樹脂フィルム、スチレン樹脂フィルム、フッ素樹脂フィルムなどの樹脂フィルムから
形成されている。なお、剥離フィルム２の表面は、離型処理が施されていてもよい。
【００３２】
　剥離フィルム２の厚みは、例えば、２０～１００μｍ、好ましくは、３０～５０μｍで
ある。剥離フィルム２の厚みが上記の範囲内であれば、コストの増大を抑制しながら、良
好なハンドリング性（剥離フィルム２を封止シート１から剥離させるときのハンドリング
性）を実現することができる。
【００３３】
　蛍光体層３は、必須成分として、蛍光体と成形樹脂とを含有している。
【００３４】
　蛍光体としては、例えば、青色光を黄色光に変換することができる黄色蛍光体や、青色
光を赤色光に変換することができる赤色蛍光体などが挙げられる。
【００３５】
　黄色蛍光体としては、例えば、（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４:Ｅｕ（バリウムオルソシリ
ケート（ＢＯＳ））などのシリケート蛍光体、例えば、Ｃａ－α－ＳｉＡｌＯＮ：Ｅｕな
どのα－サイアロン蛍光体、例えば、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２:Ｃｅ（ＹＡＧ：Ｃｅ）、Ｔｂ３

Ａｌ３Ｏ１２:Ｃｅ（ＴＡＧ：Ｃｅ）などのガーネット型蛍光体が挙げられる。
【００３６】
　赤色蛍光体としては、例えば、ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕなどの窒化物蛍光体が挙げられ
る。
【００３７】
　蛍光体としては、好ましくは、黄色蛍光体、より好ましくは、シリケート蛍光体、より
一層好ましくは、（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４:Ｅｕ（バリウムオルソシリケート（ＢＯＳ
））が挙げられる。蛍光体が（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４:Ｅｕ（バリウムオルソシリケー
ト（ＢＯＳ））であると、種々の発光波長を有する蛍光体を容易に得ることができ、ひい
ては、光半導体装置１０（後述）において、青色光を黄色光に変換する発光波長バリエー
ションを豊富に実現できるという効果がある。
【００３８】
　蛍光体は、例えば、粒子状であり、レーザー回折散乱式粒度分布測定法により測定して
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得られる体積基準粒度分布において、小粒径側からの通過分積算５０％の粒子径（いわゆ
るメジアン径（Ｄ５０））は、例えば、０．１～１００μｍ、好ましくは、１～３０μｍ
である。
【００３９】
　成形樹脂としては、例えば、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、スチレン樹脂、アクリル
樹脂、ポリカーボネート樹脂、ウレタン樹脂、ポリオレフィン樹脂などの光を透過する樹
脂が挙げられ、好ましくは、シリコーン樹脂が挙げられる。これらの成形樹脂は、単独（
１種類のみ）で用いることもでき、２種以上併用することもできる。成形樹脂がシリコー
ン樹脂を含有すると、物理特性と電気的特性とから、幅広い温度・湿度条件や過酷な環境
に耐えることができるという効果がある。
【００４０】
　また、成形樹脂は、シリコーン樹脂を、好ましくは、７０質量％、より好ましくは、９
０質量％、より一層好ましくは、１００質量％（すなわち、シリコーン樹脂のみ）含有す
る。
【００４１】
　シリコーン樹脂は、市販されており、例えば、ＥＲＡＳＴＯＳＩＬ　ＬＲ７６６５など
のＥＲＡＳＴＯＳＩＬシリーズ（旭化成ワッカーシリコーン製）などのシリコーンエラス
トマーが挙げられる。
【００４２】
　なお、成形樹脂中にシリコーン樹脂を含有している場合には、シリコーン樹脂の架橋密
度を調整することにより、蛍光体層３の弾性を、外力や封止時の圧力によっても一定の厚
みを維持可能な弾性に調整することができる。
【００４３】
　また、蛍光体層３には、任意成分として、硬化剤、硬化促進剤、老化防止剤、変性剤、
界面活性剤、染料、顔料、変色防止剤、紫外線吸収剤などの添加剤を配合することができ
る。
【００４４】
　また、蛍光体層３には、任意成分として、例えば、シリコーン樹脂微粒子などの有機粒
子、例えば、シリカ微粒子、硫酸バリウム、炭酸バリウム、チタン酸バリウムなどの無機
粒子を配合することができる。これらの有機粒子および無機粒子は、単独（１種類のみ）
で用いることもでき、２種以上併用することもできる。
【００４５】
　蛍光体層３を形成するには、まず、成形樹脂、もしくは、成形樹脂の溶液に、蛍光体を
配合して、混合し、成形樹脂組成物を調製する。
【００４６】
　成形樹脂組成物中の蛍光体の質量基準の含有割合（固形分換算、以下、質量割合とする
。）は、目的とする蛍光体層３に含まれる蛍光体の体積基準の含有割合（以下、体積割合
とする。）から、逆算して設定すればよい。
【００４７】
　なお、成形樹脂組成物中の蛍光体の体積割合は、下記式（１）により算定することがで
きる。
【００４８】
　式（１）：
　蛍光体の体積割合＝（蛍光体の質量割合／蛍光体の比重）÷{（蛍光体の質量割合／蛍
光体の比重）＋（成形樹脂の質量割合／成形樹脂の比重）}
　次いで、得られた成形樹脂組成物を、剥離フィルム２の上に塗布し、乾燥して、蛍光体
層３を得る。
【００４９】
　成形樹脂組成物を剥離フィルム２上に塗布する方法としては、例えば、キャスティング
、スピンコーティング、ロールコーティングなどの方法が挙げられる。
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【００５０】
　また、剥離フィルム２上に塗布された成形樹脂組成物は、特に限定されないが、例えば
、８０～１５０℃、好ましくは、９０～１５０℃で、例えば、５～６０分加熱されること
により、乾燥される。
【００５１】
　得られた蛍光体層３の厚みは、例えば、３０～１０００μｍ、好ましくは、１００～７
００μｍ、さらに好ましくは、３００～６００μｍである。
【００５２】
　また、得られた蛍光体層３中の蛍光体の体積割合は、蛍光体の種類にもよるが、蛍光体
が（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４:Ｅｕである場合には、例えば、０．１～９９．９体積％、
好ましくは、１～９９体積％、さらに好ましくは、２～１５体積％である。
【００５３】
　次いで、封止シート１を製造するには、図２（ｂ）に示すように、蛍光体層３の上に封
止樹脂層４を形成する。
【００５４】
　封止樹脂層４は、必須成分として、蛍光体と封止樹脂とを含有している。
【００５５】
　蛍光体としては、例えば、上記した蛍光体層３で例示される蛍光体と同様の蛍光体が挙
げられる。
【００５６】
　封止樹脂としては、上記した蛍光体層３で例示される成形樹脂と同様の樹脂が挙げられ
、好ましくは、シリコーン樹脂が挙げられる。これらの封止樹脂は、単独（１種類のみ）
で用いることもでき、２種以上併用することもできる。封止樹脂がシリコーン樹脂を含有
すると、物理特性と電気的特性とから、幅広い温度・湿度条件や過酷な環境に耐えること
ができるという効果がある。
【００５７】
　シリコーン樹脂としては、好ましくは、２つの反応系（硬化反応における反応系）を有
するシリコーン樹脂、および、変性シリコーン樹脂が挙げられる。
【００５８】
　２つの反応系を有するシリコーン樹脂としては、例えば、シラノール縮合とヒドロシリ
ル化反応との２つの反応系を有するシリコーン樹脂（例えば、後述する実施例において調
製される封止樹脂など）が挙げられる。
【００５９】
　変性シリコーン樹脂としては、例えば、シリコーン樹脂のシロキサン骨格中の一部のＳ
ｉ原子が置換されたヘテロシロキサン骨格（例えば、Ｓｉ原子がＢ原子に置換されたボロ
シロキサン、Ｓｉ原子がＡｌ原子に置換されたアルミノシロキサン、Ｓｉ原子がＰ原子に
置換されたホスファーシロキサン、Ｓｉ原子がＴｉ原子に置換されたチタナーシロキサン
など）を有するシリコーン樹脂が挙げられる。
【００６０】
　また、封止樹脂層４には、任意成分として、例えば、シリコーン樹脂微粒子などの有機
粒子、例えば、シリカ微粒子、硫酸バリウム、炭酸バリウム、チタン酸バリウムなどの無
機粒子を配合することができる。これらの有機粒子および無機粒子は、単独（１種類のみ
）で用いることもでき、２種以上併用することもできる。
【００６１】
　封止樹脂層４を形成するには、まず、封止樹脂、もしくは、封止樹脂の溶液に、蛍光体
を配合して、混合し、封止樹脂組成物を調製する。
【００６２】
　封止樹脂組成物中の蛍光体の質量割合（固形分換算）は、上記した成形樹脂組成物中の
蛍光体の質量割合と同様に、目的とする封止樹脂層４に含まれる蛍光体の体積割合から、
逆算して設定すればよい。
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【００６３】
　なお、封止樹脂組成物中の蛍光体の体積割合は、下記式（２）により算定することがで
きる。
【００６４】
　式（２）：
　蛍光体の体積割合＝（蛍光体の質量割合／蛍光体の比重）÷{（蛍光体の質量割合／蛍
光体の比重）＋（封止樹脂の質量割合／封止樹脂の比重）}
　次いで、得られた封止樹脂組成物を、蛍光体層３の上に塗布し、乾燥して、封止樹脂層
４を得る。
【００６５】
　封止樹脂組成物を蛍光体層３の上に塗布する方法としては、例えば、上記した成形樹脂
組成物を剥離フィルム２の上に塗布する方法と同様の方法を用いることができる。
【００６６】
　また、蛍光体層３上に塗布された封止樹脂組成物は、例えば、５０～１６０℃、好まし
くは、８０～１５０℃で、例えば、５～３００分加熱されることにより、乾燥される。
【００６７】
　得られた封止樹脂層４の厚みは、光半導体素子の封止性や作業性、光半導体素子の白色
化の観点から、例えば、３０～２０００μｍ、好ましくは、２００～１０００μｍ、さら
に好ましくは、４００～８００μｍである。
【００６８】
　また、封止樹脂層４の厚みと、蛍光体層３の厚みとの比率は、例えば、５：５～９：１
、好ましくは、５．５：４．５～７：３である。
【００６９】
　また、得られた封止樹脂層４中の蛍光体の体積割合は、蛍光体の種類にもよるが、蛍光
体が（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４:Ｅｕである場合には、例えば、０．１～９９．９体積％
、好ましくは、０．１～４体積％である。
【００７０】
　また、蛍光体層３中の蛍光体の含有割合と、封止樹脂層４中の蛍光体の含有割合とは、
封止した発光ダイオード１１（後述）を発光させたときに白色光となるように、全光束測
定におけるＣＩＥ－ｙが０．３２～０．３７となるように調整されていることが好ましい
。全光束測定におけるＣＩＥ－ｙは、例えば、瞬間マルチ測光システム（ＭＣＰＤ－９８
００、大塚電子社製）などを用いて、積分球方式で測定される。
【００７１】
　なお、封止樹脂層４は、単一層として形成することもでき、また、複数の層を積層する
ことにより、上記の厚みに形成することもできる。
【００７２】
　これにより、封止シート１を得る。なお、封止シート１の形状およびサイズは、封止対
象（発光ダイオード１１）の形状およびサイズに応じて適宜調節可能である。
【００７３】
　得られた封止シート１において、蛍光体層３中の蛍光体の体積と、封止樹脂層４中の蛍
光体の体積との比率は、例えば、９０：１０～５５：４５、好ましくは、８０：２０～６
０：４０に調整されている。
【００７４】
　図３は、本発明の光半導体装置の製造方法を説明する説明図である。図４は、本発明の
光半導体装置の一実施形態を示す概略構成図である。
 
【００７５】
　次に、得られた封止シート１を用いて発光ダイオード１１を封止して、光半導体装置を
製造する方法について説明する。
【００７６】
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　図３（ａ）に示すように、発光ダイオード１１を封止するには、まず、互いに間隔を隔
てて配置される複数の発光ダイオード１１が実装されている基板１２を、略平板形状のプ
レス装置のベース板１３上に載置し、基板１２の上方に、封止樹脂層４と発光ダイオード
１１とが上下方向に対向されるように、封止シート１を配置する。
【００７７】
　次いで、ベース板１３との間で封止シート１を挟むように、プレス板１４をベース板１
３に向かって近接させて、封止シート１を基板１２に向かって押圧し、その後、プレス板
１４を加熱する。
【００７８】
　プレス板１４の温度は、例えば、１２０～２００℃、好ましくは、１４０～１８０℃で
ある。
【００７９】
　プレス板１４の封止シート１に対する押圧力は、例えば、０．０１～１０ＭＰａ、好ま
しくは、０．１～４ＭＰａである。
【００８０】
　すると、図３（ｂ）に示すように、発光ダイオード１１が、封止樹脂層４内に埋没され
る。
【００８１】
　そして、引き続き蛍光体層３および封止樹脂層４を加熱することにより、蛍光体層３を
硬化させて第１蛍光層としての蛍光層１５を形成するとともに、封止樹脂層４を硬化させ
て第２蛍光層としての封止層１６を形成する。
【００８２】
　最後に、剥離フィルム２を剥離して、図４に示すように、光半導体装置１０を得る。
【００８３】
　得られた光半導体装置１０では、発光ダイオード１１と蛍光層１５との対向方向（図４
における紙面上下方向）における蛍光層１５の表面と、発光ダイオード１１との距離Ｘは
、例えば、５００～２０００μｍ、好ましくは、６００～１０００μｍである。
【００８４】
　また、対向方向と直交する方向（図４における紙面左右方向）における封止層１６の表
面と、発光ダイオード１１（封止層１６の表面に最も近接する発光ダイオード１１）との
距離Ｙは、例えば、５００～５０００μｍ、好ましくは、１０００～３０００μｍである
。
【００８５】
　また、距離Ｘと距離Ｙとの比率は、例えば、１：１０～４：１、好ましくは、１：５～
２：１である。
【００８６】
　上記の封止シート１によれば、蛍光体層３中の蛍光体の体積と、封止樹脂層４中の蛍光
体の体積との比率が、９０：１０～５５：４５に調整されている。
【００８７】
　そのため、この光半導体装置１０によれば、蛍光層１５中の蛍光体の体積と、封止層１
６中の蛍光体の体積との比率が、９０：１０～５５：４５に調整されている。
【００８８】
　その結果、光半導体装置１０からの光の色度が視野角に応じて変動することを低減する
ことができる。
【００８９】
　なお、蛍光体層３中の蛍光体の含有割合が上記範囲（９０）を超過すると、光半導体装
置１０を視認する角度（視野角）によって、光半導体装置１０からの光の色度が大きく変
動するという不具合がある。また、封止樹脂層４中の蛍光体の含有割合が上記範囲（４５
）を超過すると、光半導体装置１０を視認する角度（視野角）によって、光半導体装置１
０からの光の色度が大きく変動するという不具合がある。
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【００９０】
　また、この光半導体装置１０によれば、図４に示すように、封止層１６の側面と、発光
ダイオード１１との距離Ｙは、蛍光層１５の表面と、発光ダイオード１１との距離Ｘより
も長い。
【００９１】
　そのため、蛍光層１５を通過せずに封止層１６の側面を通過する光を、封止層中１６の
蛍光体により白色化することができる。
【００９２】
　図６は、本発明の照明装置の平面図である。図７は、図６に示す照明装置のＡ－Ａ断面
図である。
【００９３】
　この光半導体装置１０は、例えば、照明装置２０に実装される。
【００９４】
　図６および図７に示すように、照明装置２０は、光半導体装置１０を収容する筐体２１
を備えている。
【００９５】
　筐体２１は、所定方向に長手の略ボックス形状に形成され、ベースフレーム２３と、蓋
部材２４と、電源ケーブル２５とを備えている。
【００９６】
　ベースフレーム２３は、筐体２１の長手方向に延び、上側（所定方向と直交する方向の
一方側、以下同じ。）に向かって開放される平面視略矩形枠形状に形成されている。ベー
スフレーム２３は、筐体２１の下側（所定方向と直交する方向の一方側、以下同じ。）半
分を構成する。
【００９７】
　蓋部材２４は、ベースフレーム２３を上側から被覆するように、筐体２１の長手方向に
延びる略コの字形状に形成されている。蓋部材２４には、長手方向に延びる窓部２７が貫
通形成されている。窓部２７内には、ガラス板２６が嵌合されている。
【００９８】
　電源ケーブル２５は、ベースフレーム２３の長手方向一端部において、ベースフレーム
２３の内外を連絡するように支持されている。電源ケーブル２５は、ベースフレーム２３
内において、光半導体装置１０の基板１２に電気的に接続されている。
【００９９】
　光半導体装置１０は、筐体２１の長手方向に延びる平面視略矩形の平板形状に形成され
ている。なお、この光半導体装置１０には、１つの基板１２の上に長手方向に間隔を隔て
て複数の発光ダイオード１１が並列配置されている。また、光半導体装置１０は、複数の
レンズ２２を備えている。
【０１００】
　複数のレンズ２２のそれぞれは、複数の発光ダイオード１１に対してそれぞれ設けられ
ている。レンズ２２は、凸レンズ形状に形成され、光半導体装置１０の蛍光層１５の上に
設けられている。レンズ２２は、発光ダイオード１１から出射された光を配向する。
【０１０１】
　この照明装置２０によれば、上記した光半導体装置１０を備えているため、照明装置２
０からの光の色度が視野角に応じて変動することを、容易に低減することができる。
【０１０２】
　なお、上記した実施形態では、剥離フィルム２の上に蛍光体層３および封止樹脂層４を
順次積層したが、例えば、蛍光体層３と封止樹脂層４とを、それぞれ別のフィルムに形成
し、その後、蛍光体層３と封止樹脂層４とを熱圧着などの方法により貼り合わせてもよい
。
【０１０３】
　また、上記した実施形態では、発光ダイオード１１を封止シート１で封止した後に剥離
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ード１１を封止してもよい。
【０１０４】
　また、上記した実施形態では、略平板形状のプレス板１４で、封止シート１を基板１２
に対して加圧したが、プレス板１４に代えて、所定形状の成形金型を用いて加圧すること
もできる。
【実施例】
【０１０５】
　以下、本発明を各実施例および各比較例に基づいて説明するが、本発明はこれらの実施
例等により何ら限定されるものではない。
１．成形樹脂の調製
　ＥＲＡＳＴＯＳＩＬ　ＬＲ７６６５（旭化成ワッカー社製、ジメチルシロキサン骨格誘
導体）のＡ液とＢ液とを１：１の比率で混合して、成形樹脂を調製した。得られた成形樹
脂の比重は、１．０ｇ／ｃｍ３であった。
２．封止樹脂の調製
　４０℃に加温したシラノール基両末端ポリシロキサン（下記式（１）中、Ｒ１がすべて
メチル、ｎの平均が１５５、数平均分子量１１，５００、シラノール基当量０．１７４ｍ
ｍｏｌ／ｇ）２０３１ｇ（０．１７７モル）に対して、ビニルトリメトキシシラン１５．
７６ｇ（０．１０６モル）、および、（３－グリシドキシプロピル）トリメトキシシラン
２．８０ｇ（０．０１１８モル）とを配合して、撹拌混合した。
【０１０６】
　なお、ビニルトリメトキシシランおよび（３－グリシドキシプロピル）トリメトキシシ
ランのメトキシシリル基（ＳｉＯＣＨ３）に対する、シラノール基両末端ポリジメチルシ
ロキサンのシラノール基（ＳｉＯＨ）のモル比（シラノール基のモル数／メトキシシリル
基の総モル数）は、１／１であった。
【０１０７】
　撹拌混合後、水酸化テトラメチルアンモニウムのメタノール溶液（縮合触媒、濃度１０
質量％）０．９７ｍＬ（触媒含量：０．８８ミリモル、シラノール基両末端ポリジメチル
シロキサン１００モルに対して０．５０モルに相当）を加え、４０℃で１時間撹拌した。
得られた混合物（オイル）を４０℃の減圧下（１０ｍｍＨｇ）で、１時間撹拌しながら、
揮発分（メタノールなど）を除去した。
【０１０８】
　その後、系を常圧に戻した後、反応物に、オルガノハイドロジェンシロキサン（信越化
学工業社製、数平均分子量２，０００、ヒドロシリル基当量７．１４ｍｍｏｌ／ｇ）４４
．５ｇ（０．０２２モル）を加え、４０℃で１時間撹拌した。
【０１０９】
　なお、オルガノハイドロジェンシロキサンのヒドロシリル基（ＳｉＨ基）に対する、ビ
ニルトリメトキシシランのビニル基（ＣＨ２＝ＣＨ－）のモル比（ＣＨ２＝ＣＨ－／Ｓｉ
Ｈ）は、１／３であった。
【０１１０】
　その後、系に、白金－カルボニル錯体のシロキサン溶液（付加触媒、白金濃度２質量％
）０．１３ｍＬ（白金として、オルガノハイドロジェンシロキサン１００質量部に対して
５．８×１０－３質量部に相当）を加えて、４０℃で１０分間攪拌して、封止樹脂を得た
。
【０１１１】
　得られた封止樹脂の比重は、１．０ｇ／ｃｍ３であった。
【０１１２】
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【化１】

【０１１３】
３．各実施例および各比較例
　　実施例１
（封止シートの作成）
　成形樹脂８５ｇに蛍光体（（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４:Ｅｕ（バリウムオルソシリケー
ト）比重：４．８ｇ／ｃｍ３）１５ｇを配合し、１時間、撹拌混合して、蛍光体を１５質
量％含有した成形樹脂組成物を調製した。
【０１１４】
　得られた成形樹脂組成物を剥離フィルム（ポリエステルフィルム：ＳＳ４Ｃ、ニッパ社
製、厚み５０μｍ）上に４００μｍの厚みで塗工し、１００℃で１０分間乾燥して、剥離
フィルム上に積層された蛍光体層を形成した（図２（ａ）参照）。
【０１１５】
　次いで、封止樹脂９３ｇに蛍光体（（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４:Ｅｕ（バリウムオルソ
シリケート））７ｇを配合し、混合して、蛍光体を７質量％含有した封止樹脂組成物を調
製した。
【０１１６】
　得られた封止樹脂組成物を蛍光体層の上に６００μｍの厚みで塗工し、１３５℃で５分
乾燥した。これにより、封止樹脂組成物を半硬化させて、封止樹脂層を形成した（図２（
ｂ）参照）。
【０１１７】
　これにより、封止シートを得た。
【０１１８】
　蛍光体層に含まれる蛍光体の体積と、封止樹脂層に含まれる蛍光体の体積との比率を、
表１に示す。
（半導体装置の作成）
　ＬＥＤアレイ基板（外寸２２ｍｍ×１５ｍｍのメタル基板に、１２ｍｍφ、深さ１５０
μｍの凹部が形成され、凹部内に３ｍｍ間隔で、９つ（３つ（縦）×３つ（横））の青色
発光ダイオードチップが搭載されたＬＥＤアレイ基板）に対して、封止シートを、封止樹
脂層が青色発光ダイオードチップに対向されるように配置した（図３（ａ）参照）。
【０１１９】
　金属製のプレス板を用いて、封止シートを、１６０℃で加熱しながら、青色発光ダイオ
ードチップに向かって０．１ＭＰａの圧力で５分間押圧し、青色発光ダイオードチップを
封止した。
【０１２０】
　最後に、剥離フィルムを剥離して、光半導体装置を得た。
【０１２１】
　　実施例２
（封止シートの作成）
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　成形樹脂組成物に蛍光体を１６．５質量％含有させ、封止樹脂組成物に蛍光体を６質量
％含有させた以外は、上記した実施例１と同様にして、封止シートを得た。
【０１２２】
　蛍光体層に含まれる蛍光体の体積と、封止樹脂層に含まれる蛍光体の体積との比率を、
表１に示す。
（光半導体装置の作成）
　上記した実施例１と同様にして、得られた封止シートを用いて青色発光ダイオードチッ
プを封止し、光半導体装置を得た。
【０１２３】
　　実施例３
（封止シートの作成）
　成形樹脂８３ｇに蛍光体（（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４:Ｅｕ（バリウムオルソシリケー
ト））１７ｇを配合し、１時間、撹拌混合して、蛍光体を１７質量％含有した成形樹脂組
成物を調製した。
【０１２４】
　得られた成形樹脂組成物を剥離フィルム（ポリエステルフィルム：ＳＳ４Ｃ、ニッパ社
製、厚み５０μｍ）上に５００μｍの厚みで塗工し、１００℃で１０分間乾燥して、剥離
フィルム上に積層された蛍光体層を形成した（図２（ａ）参照）。
【０１２５】
　次いで、封止樹脂９５ｇに蛍光体（（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４:Ｅｕ（バリウムオルソ
シリケート））５ｇを配合し、混合して、蛍光体を５質量％含有した封止樹脂組成物を調
製した。
【０１２６】
　得られた封止樹脂組成物を蛍光体層の上に６００μｍの厚みで塗工し、１３５℃で５分
乾燥した。これにより、封止樹脂組成物を半硬化させて、封止樹脂層を形成した（図２（
ｂ）参照）。
【０１２７】
　これにより、封止シートを得た。
【０１２８】
　蛍光体層に含まれる蛍光体の体積と、封止樹脂層に含まれる蛍光体の体積との比率を、
表１に示す。
【０１２９】
　　実施例４
（封止シートの作成）
　成形樹脂組成物に蛍光体を２０質量％含有させ、封止樹脂組成物に蛍光体を３質量％含
有させた以外は、上記した実施例３と同様にして、封止シートを得た。
【０１３０】
　蛍光体層に含まれる蛍光体の体積と、封止樹脂層に含まれる蛍光体の体積との比率を、
表１に示す。
（光半導体装置の作成）
　上記した実施例１と同様にして、得られた封止シートを用いて青色発光ダイオードチッ
プを封止し、光半導体装置を得た。
【０１３１】
　　比較例１
（封止シートの作成）
　成形樹脂組成物に蛍光体を２３質量％含有させ、封止樹脂組成物に蛍光体を１質量％含
有させた以外は、上記した実施例３と同様にして、封止シートを得た。
【０１３２】
　蛍光体層に含まれる蛍光体の体積と、封止樹脂層に含まれる蛍光体の体積との比率を、
表１に示す。
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（光半導体装置の作成）
　上記した実施例１と同様にして、得られた封止シートを用いて青色発光ダイオードチッ
プを封止し、光半導体装置を得た。
【０１３３】
　　比較例２
（封止シートの作成）
　成形樹脂組成物に蛍光体を６３質量％含有させ、封止樹脂組成物に蛍光体を含有させな
かった以外は、上記した実施例１と同様にして、封止シートを得た。
【０１３４】
　蛍光体層に含まれる蛍光体の体積と、封止樹脂層に含まれる蛍光体の体積との比率を、
表１に示す。
（光半導体装置の作成）
　上記した実施例１と同様にして、得られた封止シートを用いて青色発光ダイオードチッ
プを封止し、光半導体装置を得た。
【０１３５】
　　比較例３
（封止シートの作成）
　封止樹脂組成物に蛍光体を１３．５質量％含有させ、蛍光体層を形成せずに剥離シート
の上に封止樹脂層を形成した以外は、上記した実施例１と同様にして、封止シートを得た
。
【０１３６】
　蛍光体層に含まれる蛍光体の体積と、封止樹脂層に含まれる蛍光体の体積との比率を、
表１に示す。
（光半導体装置の作成）
　上記した実施例１と同様にして、得られた封止シートを用いて青色発光ダイオードチッ
プを封止し、光半導体装置を得た。
４．光半導体装置の発光測定評価
（１）配光特性評価
　各実施例および各比較例で得られた光半導体装置を２７０ｍＡで点灯し、ＬＥＤ配光測
定システム（ＧＰ－１０００、大塚電子社製）により、０°（蛍光層と発光ダイオードと
の対向方向）から８５°（対向方向と直交する方向）の範囲で、視野角度を変更しながら
色度（ＣＩＥ－ｙ）を測定した。結果を図５に示す。
【０１３７】
　また、測定された最大色度と最小色度との差（最大色度差）を表１に示す。最大色度差
が小さいほど視野角度による色度変化が小さく、配光特性が優れている。
【０１３８】
　また、光半導体装置の側面（対向方向と直交する方向の面）から出射される光の色を目
視により、下記の基準に従って評価した。結果を表１に示す。
（目視評価の評価基準）
○：光が白色に見える。
×：光が青色または黄色に見える。
（２）全光束測定
　各実施例および各比較例で得られた光半導体装置を２７０ｍＡで点灯し、瞬間マルチ測
光システム（ＭＣＰＤ－９８００、大塚電子社製）により、積分球方式で色度（ＣＩＥ－
ｙ）を測定した。結果を表１に示す。
【０１３９】
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【表１】

【符号の説明】
【０１４０】
　１　　　封止シート
　３　　　蛍光体層
　４　　　封止樹脂層
　１０　　光半導体装置
　１１　　発光ダイオード
　１５　　蛍光層
　１６　　封止層

【図１】

【図２】

【図３】
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