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(57)【要約】
【課題】発光素子検査装置およびその検査方法が開示さ
れる。
【解決手段】本発明の実施形態に係る発光素子検査装置
は光放出面上に蛍光体物質を含む少なくとも１つ以上の
発光素子と、可視光線を発光素子に照射する第１照明ユ
ニットと、紫外線を発光素子に照射する第２照明ユニッ
トと、発光素子から反射された可視光線を撮像して少な
くとも１つ以上の第１映像データを生成し、発光素子か
ら反射された紫外線を撮像して少なくとも１つ以上の第
２映像データを生成する映像撮像ユニットと、第１映像
データおよび第２映像データを用いて発光素子の外観お
よび発光特性に対する不良の有無を判断する判断ユニッ
トとを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光放出面上に蛍光体物質を含む少なくとも１つ以上の発光素子と、
　可視光線を前記発光素子に照射する第１照明ユニットと、
　紫外線を前記発光素子に照射する第２照明ユニットと、
　前記発光素子から反射された可視光線を撮像して少なくとも１つ以上の第１映像データ
を生成し、前記発光素子から反射された紫外線を撮像して少なくとも１つ以上の第２映像
データを生成する映像撮像ユニットと、
　前記第１映像データおよび前記第２映像データを用いて前記発光素子の外観および発光
特性に対する不良の有無を判断する判断ユニットと、
　を備えることを特徴とする発光素子検査装置。
【請求項２】
　前記第１照明ユニットから照射された可視光線を反射させて前記発光素子に伝達し、前
記発光素子から反射された可視光線を透過させて前記映像撮像ユニットに提供する光分割
ユニットをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の発光素子検査装置。
【請求項３】
　前記発光素子から反射された紫外線は、前記発光素子および前記蛍光体物質によって波
長変換された波長変換光を含むことを特徴とする請求項１または２に記載の発光素子検査
装置。
【請求項４】
　前記発光素子の光放出面上の領域に位置して前記発光素子から反射された紫外線に含ま
れた前記波長変換光を通過させて前記紫外線をフィルタリングするカラーフィルタをさら
に備えることを特徴とする請求項３に記載の発光素子検査装置。
【請求項５】
　前記映像撮像ユニットは、前記カラーフィルタを通過した前記波長変換光を撮像して前
記第２映像データを生成することを特徴とする請求項４に記載の発光素子検査装置。
【請求項６】
　前記判断ユニットは、前記第１映像データから前記発光素子の整列状態を検出し、検出
された前記整列状態に応じて前記発光素子が存在するか否かを判断することを特徴とする
請求項１から５の何れか１項に記載の発光素子検査装置。
【請求項７】
　前記判断ユニットは、前記発光素子が存在すると判断された場合、前記第１映像データ
を第１基準映像データと比較し、前記第１映像データと前記第１基準映像データとが異な
る場合、前記発光素子の外観は不良であると判断することを特徴とする請求項６に記載の
発光素子検査装置。
【請求項８】
　前記判断ユニットは、前記発光素子の外観が正常であると判断された場合、前記第２映
像データを複数の領域に区分して区分された前記複数の領域の各々について、含まれてい
る画素の平均値を算出し、前記複数の領域に対する平均値が許容誤差の範囲から離れる場
合、前記発光素子の発光特性は不良であると判断することを特徴とする請求項７に記載の
発光素子検査装置。
【請求項９】
　前記判断ユニットは、前記算出された平均値が許容誤差の範囲に含まれる場合は前記第
２映像データを映像処理し、前記映像処理された第２映像データを第２基準映像データと
比較して異なる場合は前記発光素子の発光特性は不良であると判断することを特徴とする
請求項８に記載の発光素子検査装置。
【請求項１０】
　前記映像撮像ユニットによって生成された前記第１映像データおよび前記第２映像デー
タを表示するディスプレイユニットと、
　前記判断ユニットによって発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無が判断さ
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れた場合、前記判断された結果を前記第１映像データおよび前記第２映像データとマッチ
ングして格納する格納ユニットと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１から９の何れか１項に記載の発光素子検査装
置。
【請求項１１】
　光放出面上に蛍光体物質を含む少なくとも１つ以上の発光素子に可視光線を照射するス
テップと、
　前記発光素子から反射された可視光線を撮像して少なくとも１つ以上の第１映像データ
を生成するステップと、
　前記発光素子に紫外線を照射するステップと、
　前記発光素子から反射された紫外線を撮像して少なくとも１つ以上の第２映像データを
生成するステップと、
　前記第１映像データおよび前記第２映像データを用いて前記発光素子の外観および発光
特性に対する不良の有無を判断するステップと、
　を含むことを特徴とする発光素子検査方法。
【請求項１２】
　前記発光素子から反射された紫外線は、前記発光素子および前記蛍光体物質によって波
長変換された波長変換光を含むことを特徴とする請求項１１に記載の発光素子検査方法。
【請求項１３】
　前記第２映像データを生成するステップは、
　前記発光素子から反射された紫外線に含まれた波長変換光を通過させ、前記紫外線をフ
ィルタリングするステップと、
　フィルタリングされた前記波長変換光を撮像して前記第２映像データを生成するステッ
プと、
　を含むことを特徴とする請求項１１または１２に記載の発光素子検査方法。
【請求項１４】
　前記発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無を判断するステップは、
　前記第１映像データから前記発光素子の整列状態を検出し、検出された前記整列状態に
応じて前記発光素子が存在するか否かを判断するステップと、
　前記発光素子が存在すると判断された場合、前記第１映像データを第１基準映像データ
と比較するステップと、
　前記第１映像データと前記第１基準映像データとが異なる場合、前記発光素子の外観は
不良であると判断するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１１から１３の何れか１項に記載の発光素子検査方法。
【請求項１５】
　前記発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無を判断するステップは、
　前記発光素子の外観が正常であると判断された場合、前記第２映像データを複数の領域
に区分し、区分された前記複数の領域の各々について、含まれている画素の平均値を算出
するステップと、
　前記複数の領域に対する平均値が許容誤差の範囲から離れる場合、前記発光素子の発光
特性は不良であると判断するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１４に記載の発光素子検査方法。
【請求項１６】
　前記発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無を判断するステップは、
　算出された前記平均値が許容誤差の範囲に含まれる場合、前記第２映像データに映像処
理をするステップと、
　前記映像処理がなされた第２映像データを第２基準映像データと比較して異なる場合、
前記発光素子の発光特性は不良であると判断するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１５に記載の発光素子検査方法。
【請求項１７】
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　前記生成された前記第１映像データおよび前記第２映像データを表示するステップと、
　前記発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無が判断された場合、前記判断さ
れた結果を前記第１映像データおよび前記第２映像データとマッチングして格納するステ
ップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１１から１６の何れか１項に記載の発光素子検査
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は発光素子検査装置およびその検査方法に関し、より詳しくは、発光
素子の外観および発光特性を検査して不良の有無を判別する検査装置およびその検査方法
が開示される。
【背景技術】
【０００２】
　発光素子（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）パッケージは初期には信号表
示の目的として用いられていたが、最近では携帯電話用バックライトユニット（Ｂａｃｋ
　Ｌｉｇｈｔ　Ｕｎｉｔ、ＢＬＵ）や液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ、ＬＣＤ）のような大型表示装置の光源および照明用として幅広く用いられ
ている。
【０００３】
　また、発光素子が電球または蛍光灯に比べて消耗電力が低くかつ寿命が長いことからそ
の需要量が増加している。このように発光素子の需要量が増加することによって生産量も
急激に増加するものの、同時に発光素子の不良率も増加している。したがって、発光素子
を市場に流通する前に、発光素子の外観検査および発光特性（または「ＰＬ（Ｐｈｏｔｏ
　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）特性」）などを検査する工程が行われるようになった。
【０００４】
　一方、外観の破損、汚染などのような多様な種類の外観不良を含む発光素子が消費者に
流通されることを防止するために肉眼を通したビジョン検査または装置を用いたビジョン
検査を実施した。しかし、ビジョン検査によって発光特性を検査することはできないため
、発光特性を検査するための別の検査工程を行わなければならない。
【０００５】
　発光素子の発光特性検査は、紫外線（ＵＶ）ランプを含むマイクロスコープ装置によっ
て行われてもよい。マイクロスコープ装置は、シャッターを用いて紫外線（ＵＶ）ランプ
から放出される光を調整することで、シャッターを機械的に調整することになる。シャッ
ターを機械的に操作することで発光特性に対する高速検査が複雑になり、寿命が短くて高
価な紫外線ランプにより初期費用およびメンテナンスが増加する問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した問題を解決するために、本発明の目的は、発光素子の外観および発光特性に対
する不良の有無を同時に判断して検査費用減少および高速検査が可能な検査装置およびそ
の検査方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態に係る発光素子検査装置は、光放出面上に蛍光体物質を含む少なく
とも１つ以上の発光素子と、可視光線を発光素子に照射する第１照明ユニットと、紫外線
を発光素子に照射する第２照明ユニットと、発光素子から反射された可視光線を撮像して
少なくとも１つ以上の第１映像データを生成し、発光素子から反射された紫外線を撮像し
て少なくとも１つ以上の第２映像データを生成する映像撮像ユニットと、第１映像データ
および第２映像データを用いて発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無を判断
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する判断ユニットとを備える。
【０００８】
　一実施形態によると、発光素子検査装置は、第１照明ユニットから照射された可視光線
を反射させて発光素子に伝達し、発光素子から反射された可視光線を透過させて映像撮像
ユニットに提供する光分割ユニットをさらに備えてもよい。
【０００９】
　一実施形態によると、発光素子から反射された紫外線は、発光素子および蛍光体物質に
よって波長変換された波長変換光を含んでもよい。
【００１０】
　一実施形態によると、光素子検査装置は、発光素子の上部領域に位置して発光素子から
反射された紫外線に含まれた波長変換光を通過させて紫外線をフィルタリングするカラー
フィルタをさらに備えてもよい。
【００１１】
　一実施形態によると、映像撮像ユニットは、カラーフィルタを通過した波長変換光を撮
像して第２映像データを生成してもよい。
【００１２】
　一実施形態によると、判断ユニットは、第１映像データから発光素子の整列状態を検出
し、検出された整列状態に応じて素子存在するか否かを判断してもよい。
【００１３】
　一実施形態によると、判断ユニットは、素子が存在すると判断された場合、第１映像デ
ータを第１基準映像データと比較し、第１映像データと第１基準映像データとが異なる場
合、発光素子の外観は不良であると判断してもよい。
【００１４】
　一実施形態によると、判断ユニットは、発光素子の外観が正常であると判断された場合
、第２映像データを複数の領域に区分して区分された複数の領域に含まれた画素の平均値
を算出し、複数の領域に対する平均値が許容誤差の範囲から離れる場合、発光素子の発光
特性は不良であると判断してもよい。
【００１５】
　一実施形態によると、判断ユニットは、算出された平均値が許容誤差の範囲に含まれる
場合は第２映像データを映像処理し、映像処理された第２映像データを第２基準映像デー
タと比較して異なる場合は発光素子の発光特性は不良であると判断してもよい。
【００１６】
　一実施形態によると、発光素子検査装置は、映像撮像ユニットによって生成された第１
映像データおよび第２映像データを表示するディスプレイユニットと、判断ユニットによ
って発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無が判断された場合、判断された結
果を第１映像データおよび第２映像データとマッチングして格納する格納ユニットとをさ
らに備えてもよい。
【００１７】
　一方、本発明の一実施形態に係る発光素子検査方法は、光放出面上に蛍光体物質を含む
少なくとも１つ以上の発光素子に可視光線を照射するステップと、発光素子から反射され
た可視光線を撮像して少なくとも１つ以上の第１映像データを生成するステップと、発光
素子に紫外線を照射するステップと、発光素子から反射された紫外線を撮像して少なくと
も１つ以上の第２映像データを生成するステップと、第１映像データおよび第２映像デー
タを用いて発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無を判断するステップとを含
む。
【００１８】
　一実施形態によると、発光素子から反射された紫外線は、発光素子および蛍光体物質に
よって波長変換された波長変換光を含んでもよい。
【００１９】
　一実施形態によると、第２映像データを生成するステップは、発光素子から反射された
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紫外線に含まれた波長変換光を通過させ、紫外線をフィルタリングするステップと、フィ
ルタリングされた波長変換光を撮像して第２映像データを生成するステップとを含んでも
よい。
【００２０】
　一実施形態によると、発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無を判断するス
テップは、第１映像データから発光素子の整列状態を検出し、検出された整列状態に応じ
て素子存在するか否かを判断するステップと、素子が存在すると判断された場合、第１映
像データを第１基準映像データと比較するステップと、第１映像データと第１基準映像デ
ータとが異なる場合、発光素子の外観は不良であると判断するステップとを含んでもよい
。
【００２１】
　一実施形態によると、発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無を判断するス
テップは、発光素子の外観が正常であると判断された場合、第２映像データを複数の領域
に区分し、区分された複数の領域に含まれた画素の平均値を算出するステップと、複数の
領域に対する平均値が許容誤差の範囲から離れる場合、発光素子の発光特性は不良である
と判断するステップとをさらに含んでもよい。
【００２２】
　一実施形態によると、発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無を判断するス
テップは、算出された平均値が許容誤差の範囲に含まれる場合、第２映像データを映像処
理するステップと、映像処理された第２映像データを第２基準映像データと比較して異な
る場合、発光素子の発光特性は不良であると判断するステップとをさらに含んでもよい。
【００２３】
　一実施形態によると、発光素子検査方法は、生成された第１映像データおよび第２映像
データを表示するステップと、発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無が判断
された場合、判断された結果を第１映像データおよび第２映像データとマッチングして格
納するステップとをさらに含んでもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の実施形態に係る発光素子検査装置およびその検査方法によると、発光素子の外
観および発光特性を同時に検査して不良の有無を判断することで、検査工程の簡素化を図
ることができる。
【００２５】
　また、本発明の実施形態に係る発光素子検査装置およびその検査方法によると、紫外線
発光素子を検査光源として用いることによって発光素子の外観および発光特性を高速に検
査することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る発光素子検査装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る発光素子検査方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【図３】本発明の一実施形態に係る発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無を
判断する方法を説明するためのフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に係る第１映像データおよび第２映像データである。
【図５】本発明の一実施形態に係る第１映像データおよび第２映像データである。
【図６】本発明の他の実施形態に係る第１映像データおよび第２映像データである。
【図７】本発明の他の実施形態に係る第１映像データおよび第２映像データである。
【図８】本発明の一実施形態に係る第２映像データおよび映像処理された第２映像データ
である。
【図９】本発明の一実施形態に係る第２映像データおよび映像処理された第２映像データ
である。



(7) JP 2012-208122 A 2012.10.25

10

20

30

40

50

【図１０】本発明の他の実施形態に係る映像処理された第２映像データである。
【図１１】本発明の他の実施形態に係る映像処理された第２映像データである。
【図１２】本発明の他の実施形態に係る映像処理された第２映像データである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、添付する図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。本発明の説明
において、関連する公知機能または構成に対する具体的な説明が本発明の要旨を不要に曖
昧にすると判断される場合にはその詳説は省略する。そして、本明細書で用いられる用語
（ｔｅｒｍｉｎｏｌｏｇｙ）は本発明の好ましい実施形態を適切に表すために用いられる
用語であって、これはユーザ、運用者の意図、または本発明が属する分野の慣例などに応
じて変わり得る。したがって、本用語に対する定義は本明細書の全般にわたる内容に基づ
いて行われなければならない。各図面に提示された同一の参照符号は同一の部材を示す。
【００２８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る発光素子検査装置の構成を示すブロック図である。
図１を参照すると、発光素子検査装置１００は、発光素子１１０、第１照明ユニット１２
０、第２照明ユニット１３０、光分割ユニット１４０、カラーフィルタ１５０、映像撮像
ユニット１６０、および判断ユニット１７０を備える。
【００２９】
　発光素子１１０は蛍光体物質を含むチップ構造であってもよく、発光素子１１０はウェ
ハーレベルの構造であってもよい。また、発光素子１１０はパッケージ基板（図示せず）
上に実装されたパッケージ構造であってもよく、モジュール構造であってもよい。
【００３０】
　また、発光素子１１０は配列板１０上に複数配列されてもよい。
【００３１】
　蛍光体物質は発光素子１１０の光放出面の上部に塗布され、発光素子１１０から発生す
る光の波長を変換させる。蛍光体物質の種類は、発光素子１１０から発生する光の色、発
光素子１１０および蛍光体物質を用いて実現しようとする光の色によって変わり得る。
【００３２】
　例えば、発光素子１１０が青色光を発生し、発光素子１１０および蛍光体物質を用いて
白色光を実現したい場合、蛍光体物質として黄色蛍光体を用いてもよい。
【００３３】
　または、発光素子１１０が紫外線を発生し、発光素子１１０および蛍光体物質を用いて
白色光を実現したい場合、蛍光体物質として青色蛍光体、緑色蛍光体、および赤色蛍光体
を用いてもよい。
【００３４】
　第１照明ユニット１２０は、可視光線Ｌ１を発光素子１１０に照射する。第１照明ユニ
ット１２０で照射された可視光線Ｌ１は発光素子１１０から反射される。第１照明ユニッ
ト１２０は同軸照明であってもよい。同軸照明は可視光線Ｌ１の他に紫外線をさらに照射
してもよい。
【００３５】
　第２照明ユニット１３０は、紫外線Ｌ２を発光素子１１０に照射する。第２照明ユニッ
ト１３０で照射された紫外線Ｌ２は発光素子１１０から反射される。発光素子１１０から
反射された紫外線Ｌ２'は、発光素子１１０の活性層および蛍光体物質によって波長変換
された波長変換光を含んでもよい。これは、紫外線Ｌ２を受信した発光素子１１０の活性
層が紫外線Ｌ２によって励起されて活性層物質に対応する波長領域の光を発生させ、蛍光
体物質によって紫外線が波長変換されるためである。
【００３６】
　第２照明ユニット１３０は、第１照明ユニット１２０と反対にオン／オフ動作してもよ
い。例えば、第２照明ユニット１３０は、第１照明ユニット１２０がオン動作する場合は
オフ動作し、第１照明ユニット１２０がオフ動作する場合はオン動作してもよい。
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【００３７】
　第２照明ユニット１３０は落斜照明であってもよく、複数の落斜照明から構成されても
よい。落斜照明は、紫外線Ｌ２の他に可視光線をさらに照射してもよい。すなわち、落斜
照明は紫外線Ｌ２および可視光線を個別的に照射してもよい。
【００３８】
　光分割器１４０は、配列板１０の上部に位置して第１照明ユニット１２０で照射された
光Ｌ１を反射させ、配列板１０の上部に配列された発光素子１１０に照射する。光分割器
１４０は保持体１４１の内部に位置してもよい。
【００３９】
　また、光分割器１４０は、発光素子１１０から反射された可視光線Ｌ１'を透過させる
ことができる。具体的に、第１照明ユニット１２０で照射された可視光線Ｌ１が光分割器
１４０によって反射して発光素子１１０に伝達され、発光素子１１０から可視光線Ｌ１が
反射されると、光分割器１４０は反射された可視光線Ｌ１'を透過させることができる。
【００４０】
　カラーフィルタ１５０は、発光素子１１０から反射された可視光線Ｌ１'および紫外線
Ｌ２'を通過させる。この過程において、カラーフィルタ１５０は可視光線Ｌ１'および紫
外線Ｌ２'に含まれた紫外線の成分を除去し、可視光線Ｌ１'および紫外線Ｌ２'に含まれ
た紫外線の成分が映像撮像ユニット１６０に進むことを防ぐことができる。発光素子１１
０から反射された紫外線Ｌ２'は第２照明ユニット１２０で照射された紫外線Ｌ２の他に
、発光素子１１０の活性層および蛍光体物質によって波長変換された波長変換光を含んで
もよい。このように、カラーフィルタ１５０は、紫外線Ｌ２'に含まれた波長変換光は通
過させ、紫外線Ｌ２のみを選択的に除去して紫外線の成分が映像撮像ユニット１６０に進
むことを防止する。
【００４１】
　カラーフィルタ１５０は、発光素子１１０が配列された配列板１０の上部領域に固定し
て位置するか、移動自在な構造に設計されてもよい。例えば、カラーフィルタ１５０は、
第２照明ユニット１３０がオン動作時には配列板１０の上部領域に位置し、第２照明ユニ
ット１３０がオフ動作時には配列板１０の上部領域を除いた領域に移動してもよい。
【００４２】
　映像撮像ユニット１６０は、発光素子１１０から反射された可視光線Ｌ１'を撮像して
少なくとも１つ以上の第１映像データを生成する。また、映像撮像ユニット１６０は、発
光素子１１０から反射されてカラーフィルタ１５０を通過した紫外線Ｌ２'を撮像し、少
なくとも１つ以上の第２映像データを生成する。映像撮像ユニット１６０はＣＣＤカメラ
を含む撮像装置であってもよい。
【００４３】
　判断ユニット１７０は、第１映像データおよび第２映像データを用いて発光素子の外観
および発光特性に対する不良の有無を判断する。判断ユニット１７０は、好ましくは、第
１映像データを用いて発光素子１１０の外観に対する不良の有無を判断し、第２映像デー
タを用いて発光素子１１０の発光特性に対する不良の有無を判断する。
【００４４】
　判断ユニット１７０は、第１映像データから発光素子１１０の整列（ａｌｉｇｎ）状態
を検出する。判断ユニット１７０は検出された整列状態に応じて素子存在するか否かを判
断する。
【００４５】
　判断ユニット１７０は第１映像データで検出された整列状態を確認し、整列状態が不連
続的であるか、検出されていない領域が存在する場合、素子が存在しないと判断する。素
子が存在しない領域に対しては発光素子１１０に対する外観および発光特性の不良検査は
実施しない。
【００４６】
　第１映像データに素子が存在する場合、判断ユニット１７０は、第１映像データと第１
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基準映像データとを比較して発光素子１１０の外観に対する不良の有無を判断する。
【００４７】
　第１基準映像データは、各モデル名または仕様に対応する標準発光素子に可視光線を照
射して撮像した映像データであって、正常状態に対応する基準データであり得る。例えば
、第１基準映像データは、発光素子１１０と同一のモデル名および仕様を備える標準発光
素子に可視光線を照射して撮像した映像であってもよい。
【００４８】
　一実施形態によると、判断ユニット１７０は、第１映像データで境界線を検出し、第１
基準映像データに含まれた基準境界線と比較して発光素子１１０の外観に対する不良の有
無を判断する。もし、第１映像データで検出された境界線と、第１基準映像データに含ま
れた基準境界線とが同一である場合、判断ユニット１７０は発光素子１１０の外観は正常
であると判断する。
【００４９】
　一方、第１映像データから検出された境界線と、第１基準映像データに含まれた基準境
界線とが異なる場合、判断ユニット１７０は発光素子１１０の外観が不良であると判断す
る、例えば、発光素子１１０は、損傷（破れ）または汚染などによる不良である。
【００５０】
　他の実施形態によると、判断ユニット１７０は、第１映像データを構成する各画素に対
応する画素値を測定し、第１基準映像データを構成する各画素に対応する基準画素値と比
較して発光素子１１１の外観に対する不良の有無を判断する。もし、第１映像データから
測定されたｍ列のｎ番目の画素に対応する画素値と、第１基準映像データに含まれたｍ列
のｎ番目の画素の画素値とが同一である場合、判断ユニット１７０は発光素子１１０の外
観は正常であると判断する。
【００５１】
　一方、第１映像データから測定されたｍ列のｎ番目の画素に対応する画素値と、第１基
準映像データに含まれたｍ列のｎ番目の画素の画素値とが異なる場合、判断ユニット１７
０は発光素子１１０の外観が不良であると判断する。例えば、発光素子１１０は損傷（破
れ）または汚染などによる不良である。
【００５２】
　一方、判断ユニット１７０は発光素子の外観が正常であると判断された場合、第２映像
データを用いて発光素子１１０に対する発光特性の不良の有無を判断する。
【００５３】
　判断ユニット１７０は、第２映像データを複数の領域（例えば、素子単位領域）に区分
し、区分された複数の領域に含まれた画素の平均画素値を算出する。第２映像データは、
発光素子１１０から反射された紫外線Ｌ２'の中からもカラーフィルタ１５０によってフ
ィルタリングされた波長変換光を撮像した映像である。したがって、第２映像データは、
紫外線によって励起された活性層から発生する光と、蛍光体物質によって波長変換された
光に対応する画素値を含む映像であってもよい。
【００５４】
　例えば、活性層が紫外線によって励起されて青色光を発生し、蛍光体物質は紫外線を黄
色光に変換されると仮定する場合、複数の領域に含まれた画素は、青色光と黄色光とが混
合した画素値を有してもよい。したがって、発光素子１１０の発光特性が正常である場合
、各領域に含まれた画素の平均値は許容誤差の範囲内に含まれる。許容誤差の範囲は発光
素子１１０のモデル名または仕様と蛍光体物質によって変わり得る。
【００５５】
　判断ユニット１７０は、複数の領域から算出された平均値が許容誤差の範囲に含まれる
場合に第２映像データを映像処理し、映像処理された第２映像データを第２基準映像デー
タと比較して発光素子の発光特性に対する不良の有無を判断する。
【００５６】
　上記で説明したように、第２映像データは、紫外線によって励起された活性層から発生
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する光と、蛍光体物質によって波長変換された光に対応する画素値を含む映像であっても
よい。波長変換された光に対応する画素値に応じて微細な大きさの点またはスポット（ｓ
ｐｏｔ）が第２映像データで正確に検査されないこともある。したがって、判断ユニット
１７０は第２映像データを映像処理して白黒映像に変換させてもよい。
【００５７】
　判断ユニット１７０は、映像処理された第２映像データを第２基準映像データと比較し
、同一である場合に発光素子１１０の発光特性は正常であると判断し、異なる場合に発光
素子１１０の発光特性は不良であると判断する。
【００５８】
　一実施形態において、判断ユニット１７０は、映像処理された第２映像データに含まれ
た各画素と第２基準映像データに含まれた各画素とを一対一に比較することで、発光素子
１１０の発光特性に対する不良の有無を判断する。
【００５９】
　第２基準映像データは、各モデル名または仕様に対応する標準発光素子（蛍光体物質を
含む）に紫外線を照射して撮像した映像データであり、正常状態に対応する基準データで
あってもよい。例えば、第２基準映像データは、発光素子１１０と同一のモデル名または
仕様を備える標準発光素子に紫外線を照射して撮像した映像であってもよい。
【００６０】
　発光素子検査装置１００は、ディスプレイユニット１８０および格納ユニット１９０を
さらに備える。
【００６１】
　ディスプレイユニット１８０は、映像撮像ユニット１６０によって生成された第１映像
データおよび第２映像データを表示する。したがって、作業者はディスプレイユニット１
８０を介して発光素子１１０の外観および発光特性を肉眼で検査することができる。
【００６２】
　また、格納ユニット１９０は、判断ユニット１７０によって不良の有無が判断される場
合、判断結果を第１映像データおよび第２映像データとマッチングして格納する。
【００６３】
　具体的に、発光素子１１０を検査する前に、発光素子検査装置１００は発光素子１１０
に対するモデル名または仕様などを入力してもよい。格納ユニット１９０は、入力された
モデル名または仕様と、発光素子１１０に対する第１映像データおよび第２映像データ、
そして「不良」または「正常」などのような判断結果をマッチングして結果データを格納
してもよい。
【００６４】
　図１に示す発光素子検査装置１００は、発光素子１１０の外観および発光特性を同時に
検査して不良の有無を判断することで検査工程を簡素化させることができる。また、検査
光源で紫外線を照射する第２照明ユニット１３０を用いることで発光素子の外観および発
光特性を高速に検査することができる。
【００６５】
　一方、図１では、判断ユニット１７０が第１基準映像データおよび第２基準映像データ
を用いたパターンマッチング方法に基づいて発光素子の外観および発光特性の不良の有無
を判断することについて説明したが、これに限定されることはない。判断ユニット１７０
は、不良形状の認識方法またはイメージ演算処理方法により発光素子の外観および発光特
性に対する不良の有無を判断してもよい。
【００６６】
　図２は、本発明の一実施形態に係る発光素子検査方法を説明するためのフローチャート
である。図２に示す発光素子検査方法は図１に示す発光素子検査装置によって行われても
よい。
【００６７】
　図２を参照すると、検査装置１００は、第１照明ユニット１２０をオン動作させて発光
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素子に可視光線Ｌ１を照射する（Ｓ２１０）。発光素子１１０は配列板１０の上部に少な
くとも１つ以上を配列してもよく、光放出面に蛍光体物質を含んでもよい。
【００６８】
　検査装置１００は、発光素子１１０から反射された可視光線Ｌ１'を撮像して第１映像
データを生成する（Ｓ２２０）。
【００６９】
　検査装置１００は、第２照明ユニット１３０をオン動作させて発光素子１１０に紫外線
Ｌ２を照射してもよい（Ｓ２３０）。第２照明ユニット１３０がオン動作する場合、第１
照明ユニット１２０はオフ動作してもよい。また、第２照明ユニット１３０がオン動作す
る場合、発光素子１１０が配列された配列板１０の上部領域にカラーフィルタ１５０が位
置する。
【００７０】
　検査装置１００は発光素子１１０から反射された紫外線Ｌ２'を撮像して第２映像デー
タを生成する（Ｓ２４０）。この過程において、発光素子１１０から反射された紫外線Ｌ

２'はカラーフィルタ１５０によって紫外線の成分が除去された状態になる。
【００７１】
　検査装置１００は、第１映像データおよび第２映像データを用いて発光素子１１０の外
観および発光特性に対する不良の有無を判断する（Ｓ２５０）。
【００７２】
　図３は、本発明の一実施形態に係る発光素子の外観および発光特性に対する不良の有無
を判断する方法を説明するためのフローチャートである。具体的に、図３は、図２に示す
ステップＳ２５０を具体的に説明するためのフローチャートである。
【００７３】
　検査装置１００は、第１映像データを用いて発光素子１１０の外観に対する不良の有無
を判断し、第２映像データを用いて発光素子１１０の発光特性に対する不良の有無を判断
する。
【００７４】
　具体的に、検査装置１００は、第１映像データで発光素子１１０の整列状態を検出し（
Ｓ３０１）、検出された整列状態に応じて素子存在するか否かを判断する（Ｓ３０２）。
検査装置１００は第１映像データで整列状態が不連続的であるか、検出されていない領域
が存在する場合、素子が存在しないと判断する。
【００７５】
　検査装置１００は第１映像データに素子が存在する場合（Ｓ３０３）、第１映像データ
と第１基準映像データとが同一であるかを判断する（Ｓ３０４）。具体的に、第１映像デ
ータに含まれた境界線と第１基準映像データに含まれた基準境界線とを比較し、２つの境
界線が同一であるかを判断する方式を用いてもよい。または、第１映像データに含まれた
画素値と第１基準映像データに含まれた基準画素値とを比較し、対応する２つの画素値が
同一であるか（または、許容誤差の範囲内に含まれるか）を判断する方式を用いてもよい
。
【００７６】
　第１映像データと第１基準映像データとが同一である場合、検査装置１００は発光素子
１１０の外観は正常であると判断し（Ｓ３０５）、異なる場合、発光素子１１０の外観は
不良であると判断する（Ｓ３０６）。この場合、発光素子１１０の外観不良は損傷（破れ
）または汚染などを含み得る。
【００７７】
　一方、発光素子１１０の外観が正常であると判断された場合、検査装置１００は第２映
像データから複数の領域に含まれた画素の平均値を算出する（Ｓ３０７）。
【００７８】
　その後、検査装置１００は算出された平均値が許容誤差の範囲に含まれるかを確認し（
Ｓ３０８）、含まれる場合に発光素子１１０の発光特性は正常であると判断し（Ｓ３０９
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）、含まれない場合に発光素子１１０の発光特性は不良であると判断する（Ｓ３１３）。
【００７９】
　ステップＳ３０９によって発光素子１１０の発光特性が正常であると判断された場合、
第２映像データを映像処理する（Ｓ３１０）。これは映像処理された第２映像データを用
いて発光素子１１０の発光特性に対する不良の有無を２次的に判断するためである。
【００８０】
　検査装置１００は、映像処理された第２映像データと第２基準映像データとが同一であ
るかを判断する（Ｓ３１１）。具体的に、第２映像データに含まれた画素値と第２基準映
像データに含まれた基準画素値とを比較し、対応する２つの画素値が同一であるか（また
は、許容誤差の範囲内に含まれるか）を判断する方式を用いる。
【００８１】
　映像処理された第２映像データと第２基準映像データとが同一である場合、検査装置１
００は発光素子１１０の発光特性が正常であると判断し（Ｓ３１２）、異なる場合、発光
素子１１０の発光特性は不良であると判断する（Ｓ３１３）。
【００８２】
　検査装置１００は、判断結果を第１映像データおよび第２映像データとマッチングして
格納する（Ｓ３１４）。すなわち、検査装置１００は判断結果データを生成することがで
きる。
【００８３】
　図４および図５は、本発明の一実施形態に係る第１映像データおよび第２映像データで
ある。図４に示す第１映像データは発光素子に可視光線の光を照射して撮像した映像であ
り、図５に示す第２映像データは同一の発光素子に紫外線の光を照射して撮像した映像で
ある。
【００８４】
　図４に示す第１映像データ４００を参照すると、第１ないし第４素子領域ａ、ｂ、ｃ、
ｄを含む。第１映像データ４００は第１ないし第４素子領域ａ、ｂ、ｃ、ｄの内で境界線
が検出された状態であり、第２素子領域ｂでＡ領域が損傷されたことが分かる。第１映像
データ４００の境界線の検出過程においてＡ領域に含まれた損傷領域も境界線Ｌ１が検出
される。
【００８５】
　第１基準映像データ（図示せず）の場合、Ａ領域に含まれた境界線を含んでいない。し
たがって、第１映像データ４００が第１基準映像データと一致しないため、第１映像デー
タ４００に対応する発光素子は外観不良であると判断される。
【００８６】
　図５に示す第２映像データ５００を参照すると、第１映像データ４００のように第１な
いし第４素子領域ａ、ｂ、ｃ、ｄを含む。第２映像データで第１ないし第４素子領域ａ、
ｂ、ｃ、ｄは発光素子の活性層で発生した光と、蛍光体物質によって波長変換された光に
対応する画素値を含んでもよい。
【００８７】
　例えば、発光素子の活性層で青色光が発生し、蛍光体物質が黄色光に波長変換されると
仮定する場合、第１ないし第４素子領域ａ、ｂ、ｃ、ｄに含まれた画素は青色光と黄色光
とが混合した画素値を有する。したがって、発光素子の発光特性が正常である場合、第１
ないし第４素子領域ａ、ｂ、ｃ、ｄに含まれた画素の平均値は許容誤差の範囲内に含まれ
る。
【００８８】
　第１ないし第４素子領域ａ、ｂ、ｃ、ｄのうち、第１素子領域ａは青色光に対する画素
値がほとんどなく、黄色光に対する画素値が算出される。すなわち、第１素子領域ａに含
まれた画素値の平均値は許容誤差の範囲から離れる。これは、発光素子が青色光を正常に
発生できないことによって、発光素子の発光特性が不良なものと判断する。
【００８９】
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　一方、図４および図５に示すように、第２映像データ５００では波長変換光の影響によ
ってＡ領域に含まれた損傷領域が検出されない。したがって、発光素子の外観不良は可視
光線を撮像した第１映像データ４００を用いて検査されてもよい。
【００９０】
　また、第１映像データ４００では波長変換光による輝度変化がなくて第１素子領域ａに
対する発光特性が検査されない。したがって、発光素子の発光特性の不良は紫外線を撮像
した第２映像データ５００を用いて検査されてもよい。
【００９１】
　図６および図７は、本発明の他の実施形態に係る第１映像データおよび第２映像データ
である。図６に示す第１映像データは発光素子に可視光線を照射して撮像した映像であり
、図７に示す第２映像データは同一の発光素子に紫外線を照射して撮像した映像である。
【００９２】
　図６に示す第１映像データ６００を参照すると、Ｂ領域で外観不良が検査される。第１
映像データ６００と第１基準映像データ（図示せず）の場合、Ｂ領域で画素値が一致しな
い。したがって、第１映像データ６００に対応する発光素子が汚染であると判断する。
【００９３】
　図７に示す第２映像データ７００はＢ領域が汚染された状態の発光素子を撮像した映像
ではあるが、波長変換光の影響でＢ領域に含まれた外観不良が検出されない。したがって
、発光素子の外観不良は可視光線を撮像した第１映像データ６００を用いて検査してもよ
い。
【００９４】
　図８および図９は、本発明の一実施形態に係る第２映像データおよび映像処理された第
２映像データである。図８に示す第２映像データの場合、波長変換光を用いて発光素子の
発光特性を検査したものとして、波長変換光により微細な大きさの点またはスポットが正
確に検査されない場合である。したがって、検査装置は第２映像データを映像処理し、白
黒映像に変換させてもよい。
【００９５】
　図８は発光素子に紫外線を照射して撮像した第２映像データ８００であり、図９は図８
に示す第２映像データ９００を映像処理したものである。
【００９６】
　図８および図９を参照すると、第２映像データ８００および映像処理された第２映像デ
ータ９００は、Ｃ領域に黄色っぽい染み（ｙｅｌｌｏｗｉｓｈ・モノクロの図８および９
においてはグレーが濃い領域）を含んでいる。このような染みは発光素子の発光特性に起
因したものであるが、第２映像データ８００を用いて正確に検査することが難しいため、
映像処理された第２映像データ９００を用いて検査する。
【００９７】
　図１０～図１２は本発明の他の実施形態に係る映像処理された第２映像データである。
図１０～図１２は互いに異なる発光特性の不良を含む発光素子を撮像したもので、映像処
理された第２映像データ１０００、１１００、１２００である。
【００９８】
　図１０に示す第２映像データ１０００は、Ｄ領域に白点（ｗｈｉｔｅ　ｓｐｏｔ）を含
み、図１１に示す第２映像データ１１００はＥ領域に黒点（ｄａｒｋ　ｓｐｏｔ）を含み
、図１２に示す第２映像データ１２００はＦ領域に白点および黒点を含む。
【００９９】
　白点は発光素子のパターンの欠陥によるもので、黒点は半導体層、特にガリウム窒化物
界半導体層に亀裂が発生したものである。このような欠陥によって発光素子の活性層にお
いてエネルギー結合が正常に行われず、白点および／または黒点が発生し得る。このよう
に白点および／または黒点は外観検査では発見することができず、第２映像データを映像
処理して検査することができる。
【０１００】
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　上述したように、本発明を限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明は、
上記の実施形態に限定されることなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する
者であれば、このような実施形態から多様な修正及び変形が可能である。したがって、本
発明の範囲は、開示された実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲だけでは
なく特許請求の範囲と均等なものなどによって定められるものである。
【符号の説明】
【０１０１】
　１００　　　発光素子検査装置
　１１０　　　発光素子
　１２０　　　第１照明ユニット
　１３０　　　第２照明ユニット
　１４０　　　光分割ユニット
　１５０　　　カラーフィルタ
　１６０　　　映像撮像ユニット
　１７０　　　判断ユニット

【図１】 【図２】
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【図６】
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【図７】

【図８】
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【図１０】
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【図１１】

【図１２】
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