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(57)【要約】
【課題】ＬＥＤ装置の製造方法を提供する。
【解決手段】本方法では、分離バッフル（１２、２７、
３８）によりＬＥＤの発光面とボンディングワイヤ領域
（１３、３９）とを隔て、これにより蛍光体被覆工程で
蛍光体が発光面だけに被覆される。この方法はＬＥＤ装
置のフリップチップ構造体又は垂直チップ構造体に適用
できる。この方法は白色光ＬＥＤを直接製造でき、パッ
ケージ工程で蛍光体を使用する必要がなく、白色光ＬＥ
Ｄの製造工程は簡単化される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤチップの発光面をボンディングワイヤ領域から該ボンディングワイヤ領域上の分
離バッフルにより隔てるステップと、
　蛍光体被覆工程で該ＬＥＤチップの該発光面上に蛍光体を被覆するステップと
を含むＬＥＤ装置の製造方法。
【請求項２】
　前記ＬＥＤ装置は高出力白色ＬＥＤ装置である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＬＥＤ装置は、フリップチップ構造体又は垂直構造体を有する請求項１又は２に記
載の方法。
【請求項４】
　フリップチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造方法であって、
　基部（９）上に１つ以上のフリップチップ構造体であって、該各フリップチップ構造体
は透明基板（８）と、透明基板（８）の裏面に装着され該フリップチップ構造体の発光面
としての透明電極層（１０）とを含む１つ以上のフリップチップ構造体を装着し、該基部
（９）上にボンディングワイヤ領域（１３）を該１つ以上のフリップチップ構造体を囲う
よう配置するステップと、
　蛍光体の懸濁液を該透明電極層（１０）上に被覆するステップと、
　該懸濁液の溶媒を加熱により蒸発させて、該蛍光体を固化させ、蛍光体層（１１）を形
成するステップと、
　分離バッフル（１２）を取り去るステップと、
　該基部（９）を分割して、１つのフリップチップ構造体を有する単一ユニットＬＥＤ装
置を形成するステップと
を含む製造方法。
【請求項５】
　粗い表面を有する粗い層（１４）が前記透明電極層（１０）と前記蛍光体層（１１）と
の間に配置されている請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＬＥＤ装置は高出力白色ＬＥＤ装置である請求項４又は５に記載の方法。
【請求項７】
　フリップチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造方法であって、
　基部（２０）上に金属接合層（２１）を配置し、その上に１つ以上のフリップチップ構
造体であって、該各フリップチップ構造体は該金属接合層（２１）に対面する反射金属層
（２２）と、発光面としてのｎ型半導体材料層（２５）とを含む１つ以上のフリップチッ
プ構造体を、該金属接合層の周縁部が該１つ以上のフリップチップ構造体を囲うよう装着
するステップと、
　該金属接合層（２１）の該周縁部上に分離バッフル（２７）を配置して、該ｎ型半導体
材料層（２５）を該金属接合層（２１）の該周縁部から隔てるステップと、
　蛍光体の懸濁液を該ｎ型半導体材料層（２５）上に直接被覆するステップと、
　該懸濁液の溶媒を加熱により蒸発させて、該蛍光体を固化させ、蛍光体層（２６）を形
成するステップと、
　該分離バッフル（２７）を取り去るステップと、
　該基部（２０）を分割して、１つのフリップチップ構造体を有する単一ユニットＬＥＤ
装置を形成するステップと
を含む製造方法。
【請求項８】
　粗い表面を有する粗い層（２８）が前記ｎ型半導体材料層（２５）と前記蛍光体層（２
６）との間に配置されている請求項７に記載の方法。
【請求項９】
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　前記ＬＥＤ装置は高出力白色ＬＥＤ装置である請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　垂直チップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造方法であって、
　基部（３２）上に１つ以上の垂直チップ構造体であって、該各垂直チップ構造体は順に
成膜されたｎ側電極（３３）、ｎ型半導体材料層（３４）、発光層（４１）、ｐ型半導体
材料層（３５）、及び該垂直チップ構造体の発光面として機能する透明電極層（３６）を
含む１つ以上の垂直チップ構造体を装着し、該透明電極層（３６）の一部の上にボンディ
ングワイヤ領域（３９）を配置するステップと、
　該ボンディングワイヤ領域（３９）上に分離バッフル（３８）を配置して、該ボンディ
ングワイヤ領域（３９）を該透明電極層（３６）の残りの部分から隔てるステップと、
　蛍光体の懸濁液を該透明電極層（３６）上に直接被覆するステップと、
　該懸濁液の溶媒を加熱により蒸発させて、該蛍光体を固化させ、蛍光体層（３７）を形
成するステップと、
　該分離バッフル（３８）を取り去るステップと、
　該基部（３２）を分割して、１つの垂直チップ構造体を有する単一ユニットＬＥＤ装置
を形成するステップと
を含む製造方法。
【請求項１１】
　粗い表面を有する粗い層（４０）が前記透明電極層（３６）と前記蛍光体層（３７）と
の間に配置されている請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＬＥＤ装置は高出力白色ＬＥＤ装置である請求項１０又は１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ装置の製造方法、特に、製造途中のＬＥＤ装置の発光面を、ボンディ
ングワイヤ領域等の他の領域から隔て、発光面上だけに蛍光体を被覆するＬＥＤ装置の製
造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）は、半導体材料でできた順方向バイアスされるＰＮ接合ダイ
オードである。ＰＮ接合ダイオードの端子間が順方向にバイアスされると、非平衡キャリ
ア（電子‐正孔対）の再結合により発光する。この発光プロセスは、自発的な発光プロセ
スと概ね同じである。ＬＥＤを製造するための材料は、高濃度にドープされて、ＰＮ接合
が形成され、熱平衡状態においてｎ型領域は過剰な数の自由電子を有し、ｐ型領域は過剰
な数の正孔を有する。ＰＮ接合に亘って自発的に空乏領域が形成され、空乏領域は電子と
正孔との再結合を防ぐ。ＰＮ接合が十分な電圧で順方向バイアスされると、この空乏領域
は狭くなり、電子は空乏領域の電界に打ち勝ってＰＮ接合を通過し、ＰＮ接合のｐ型領域
側に注入される。次に、電子は正孔と出会い再結合し、これにより発光する。
【０００３】
　通常、従来の発光ダイオード（ＬＥＤ）は、基板上にｎ型半導体材料層、発光層、及び
ｐ型半導体材料層を含む積層構造体を形成することで製造される。従来のＬＥＤは、様々
な所望の波長の光を発するために様々な材料と構造とを採用する。例えば、青色と緑色の
ＬＥＤは通常、サファイアを基板として、ＧａＩｎＮエピタキシャル構造体を積層構造体
として使用する。サファイアを基板として使用するので、従来の発光ダイオードのアノー
ドとカソードは基板の同じ側に形成される。図１を参照すると、ｎ型ＧａＮ層５、発光層
４、ｐ型ＧａＮ層３、及び透明電極層２がサファイア基板６上に順に形成される。アノー
ド１とカソード７はそれぞれ透明電極層２とｎ型ＧａＮ層５の上に形成される。しかし、
サファイア基板６は熱放散が弱く、熱伝導構造体が発光層４から離れて配置されている。
従って、製造される従来のＬＥＤは、０．３ｍｍ×０．３ｍｍの面積を有し動作電流が２
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０ｍＡのＬＥＤ等の小面積で低出力のＬＥＤに限られている。
【０００４】
　より高い照明効率とより良好な照度とが要求されているので、フリップチップ構造体を
有するＬＥＤ装置が高出力ＬＥＤ装置として、上記従来のＬＥＤ装置を徐々に置き換えて
いる。図２を参照すると、フリップチップ８の底面が発光面として機能し、フリップチッ
プ８の上面の電極が、熱伝導構造体として機能するシリコン基板９のヒートシンク側に取
り付けられる。フリップチップ８はシリコン基板９に近接しているので、熱放散効率が向
上する。従って、ＬＥＤ装置の面積を１ｍｍ×１ｍｍに増加させることが出来、動作電流
は３００又は５００ｍＡに達し、ＬＥＤ装置は最大１ワットの出力を有することが出来る
。
【０００５】
　高出力ＬＥＤ装置は白色光灯に主に適用される。白色ＬＥＤ装置の製造技術は、蛍光体
をパッケージする技術を通常必要とする。しかし、白色ＬＥＤ装置の製造工程において、
蛍光体被覆は制御が難しく、不均一な白色光照度が生じ放射される白色光の色温度と座標
に影響し、従って、パッケージ歩留りが減少する。このようなパッケージ欠陥は特に高出
力白色ＬＥＤ装置に顕著である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、ＬＥＤ装置の製造方法が提供される。本発明に係る方法は分離バッフ
ルを使用し、ＬＥＤの発光面をボンディングワイヤ領域等のその他の領域から該ボンディ
ングワイヤ領域上の分離バッフルにより隔て、蛍光体被覆工程で該ＬＥＤの該発光面上に
だけ蛍光体を被覆する。従って、パッケージ工程で蛍光体を使用する必要がない。
【０００７】
　好ましくは、前記ＬＥＤ装置は高出力白色ＬＥＤ装置である。
　好ましくは、前記ＬＥＤ装置は、フリップチップ構造体又は垂直チップ構造体を有する
。
【０００８】
　本発明によれば、フリップチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造方法が提供される。
本発明に係る方法は、基部上に１つ以上のフリップチップ構造体を装着するステップと、
該基部上にボンディングワイヤ領域を該１つ以上のフリップチップ構造体を囲うよう配置
するステップと、該ボンディングワイヤ領域上に分離バッフルを配置して該フリップチッ
プ構造体の発光面としての透明電極層の裏面を該ボンディングワイヤ領域から隔てるステ
ップと、蛍光体の懸濁液を該透明電極層上に被覆するステップと、該懸濁液の溶媒を加熱
により蒸発させて、該蛍光体を固化させ、蛍光体層を形成するステップと、該分離バッフ
ルを取り去るステップと、該基部を分割して、１つのフリップチップ構造体を有する１つ
以上の単一ユニットＬＥＤ装置を形成するステップとを含む。
【０００９】
　本発明によれば、垂直チップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造方法が提供される。本発
明に係る方法は、基部上に１つ以上の垂直チップ構造体であって、該各垂直チップ構造体
は該基部上に順に成膜されたｐ側電極、ｐ型半導体材料層、発光層、ｎ型半導体材料層、
及び発光面として機能する透明電極層を含む１つ以上の垂直チップ構造体を装着し、該透
明電極層の一部の上にボンディングワイヤ領域を配置するステップと、該ボンディングワ
イヤ領域上に分離バッフルを配置して、該ボンディングワイヤ領域を該透明電極層の残り
の部分から隔てるステップと、蛍光体の懸濁液を該透明電極層上に被覆するステップと、
該懸濁液の溶媒を加熱により蒸発させて、該蛍光体を固化させ、蛍光体層を形成するステ
ップと、該分離バッフルを取り去るステップと、該基部を分割して、１つの垂直チップ構
造体を有する１つ以上の単一ユニットＬＥＤ装置を形成するステップとを含む。
【００１０】
　本発明によれば、フリップチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造方法が提供される。
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本発明に係る方法は、基部上に金属接合層を配置し、その上に１つ以上のフリップチップ
構造体を、該金属接合層の周縁部が該１つ以上のフリップチップ構造体を囲うよう装着す
るステップと、該金属接合層の該周縁部上に分離バッフルを配置して、該金属接合層と反
対の側の該ｎ型半導体材料層を該金属接合層の該周縁部から隔てるステップと、蛍光体の
懸濁液を該ｎ型半導体材料層上に被覆するステップと、該懸濁液の溶媒を加熱により蒸発
させて、該蛍光体を固化させ、蛍光体層を形成するステップと、該分離バッフルを取り去
るステップと、該基部を分割して、１つのフリップチップ構造体を有する１つ以上の単一
ユニットＬＥＤ装置を形成するステップとを含む。
【００１１】
　好ましくは、発光面上の蛍光体の接着を向上させるために、粗い表面を有する粗い層が
前記蛍光体層と前記フリップチップ又は垂直チップ構造体との間に配置される。
【００１２】
　従って、白色ＬＥＤ装置を蛍光体パッケージ技術を使用することなく直接製造でき、こ
のため白色ＬＥＤ装置の製造工程全体が簡単化される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】従来技術に係る青色と緑色の発光ダイオードの側面図である。
【図２】従来技術に係るフリップチップ構造体を有する従来のＬＥＤ装置の側面図である
。
【図３】本発明に係る方法をフリップチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造に適用した
場合に使用される分離バッフルの平面図である。
【図４】図３の分離バッフルを有しフリップチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造途中
の側面図である。
【図５】本発明に係る方法を別のフリップチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造に適用
した場合に使用される分離バッフルの平面図である。
【図６】図５の分離バッフルを有し該別のフリップチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製
造途中の側面図である。
【図７】本発明に係る方法を垂直チップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造に適用した場合
に使用される分離バッフルの平面図である。
【図８】図７の分離バッフルを有し垂直チップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造途中の側
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　添付の図面と実施形態により本発明を更に説明する。
　本発明によれば、ＬＥＤ装置の発光面をボンディングワイヤ領域等の他の領域から隔て
るために分離バッフルを使用し、蛍光体被覆工程で発光面上だけに蛍光体を被覆すること
で、蛍光体被覆の均一性を向上させ、パッケージ工程の蛍光体パッケージ技術を不要にで
きる。本発明はフリップチップ構造体又は垂直チップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造に
適用できる。
【００１５】
　図３は本発明に係る方法をフリップチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造に適用した
場合に使用される分離バッフルの平面図である。図４は図３の分離バッフルを有しフリッ
プチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造途中の側面図である。図４を参照すると、サフ
ァイアでできていてもよい透明基板８を有する１つ以上のフリップチップ構造体が、基部
９上に、フリップチップ構造体の上面が基部９と対向した状態で装着される。基部９はシ
リコン、窒化アルミニウム、銅、窒化ガリウム、酸化亜鉛、及びこれらの組合せからなる
グループから選択された材料でできていてよい。フリップチップ構造体の発光面として機
能する透明電極層１０が透明基板８の裏面上に配置される。粗い表面を有する粗い層１４
が透明電極層１０上に選択的に配置され、蛍光体をフリップチップ構造体に被覆した時、
蛍光体の接着を向上させる。或いは、粗い層１４は省略可能である。ボンディングワイヤ
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領域１３がフリップチップ構造体を囲っている。分離バッフル１２がボンディングワイヤ
領域１３上に配置され、発光面として機能する透明電極層１０をボンディングワイヤ領域
１３から隔てる。図３は多数のフリップチップ構造体に適用された分離バッフルの平面図
である。この分離バッフルはフリップチップ構造体のサイズに一致した寸法の開口を多数
有している。蛍光体の懸濁液を透明電極層１０上又は粗い層１４上にスピンコート又は滴
下コートにより直接被覆する。懸濁液の溶媒を加熱により蒸発させると、蛍光体は固化し
て、蛍光体層１１を形成する。蛍光体層１１を形成した後、分離バッフル１２を取り去る
。上記のステップにより、フリップチップ構造体の発光面上に蛍光体が均一に被覆され固
化される。従って、蛍光体パッケージ技術をパッケージ工程で使用することを避けること
が出来る。次に、基部９は分割されて、１つのフリップチップ構造体を有する単一ユニッ
トＬＥＤ装置が得られる。
【００１６】
　図５は本発明に係る方法を別のフリップチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造に適用
した場合に使用される分離バッフルの平面図である。図６は図５の分離バッフルを有し該
別のフリップチップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造途中の側面図である。図６を参照す
ると、１つ以上のフリップチップ構造体が基部２０上に、金属接合層２１を介して装着さ
れる。基部２０はシリコン、窒化アルミニウム、銅、窒化ガリウム、酸化亜鉛、及びこれ
らの組合せからなるグループから選択された材料でできていてよい。フリップチップ構造
体は金属接合層２１に対面した反射金属層２２と、発光積層構造体とを含む。この発光積
層構造体は、反射金属層２２上に順に成膜されたｐ型半導体材料層２３、量子井戸発光層
２４、及びｎ型半導体材料層２５を含む。図６のフリップチップ構造体は図４のフリップ
チップ構造体と透明サファイア基板が取り除かれている点で異なる。粗い表面を有する粗
い層２８はｎ型半導体材料層２５上に選択的に配置され、蛍光体をフリップチップ構造体
に被覆した時、蛍光体の接着を向上させる。或いは、粗い層２８は省略可能である。分離
バッフル２７が金属接合層２１の周縁部上に配置され、発光面として機能するｎ型半導体
材料層２５を金属接合層２１の周縁部から隔てる。分離バッフル２７はｎ型半導体材料層
２５の平面サイズに一致した寸法の開口を多数有している。蛍光体の懸濁液を粗い層２８
上にスピンコート又は滴下コートにより直接被覆する。懸濁液の溶媒を加熱により蒸発さ
せると、蛍光体は固化して、蛍光体層２６を形成する。蛍光体層２６を形成した後、分離
バッフル２７を取り去る。次に、基部２０は分割されて、１つのフリップチップ構造体を
有する単一ユニットＬＥＤ装置が得られる。上記のステップにより、フリップチップ構造
体の発光面上に蛍光体が均一に被覆され固化される。従って、蛍光体パッケージ技術をパ
ッケージ工程で使用することを避けることが出来る。
【００１７】
　図７は本発明に係る方法を垂直チップ構造体を有するＬＥＤ装置の製造に適用した場合
に使用される分離バッフルの平面図である。図８は図７の分離バッフルを有し垂直チップ
構造体を有するＬＥＤ装置の製造途中の側面図である。図８を参照すると、垂直チップ構
造体は、基部３２上に順に成膜されたｎ側電極３３、ｐ型半導体材料層３４、発光層４１
、ｎ型半導体材料層３５、及び透明電極層３６を含む。透明電極層３６は垂直チップ構造
体の発光面として機能する。粗い表面を有する粗い層４０が透明電極層３６上に選択的に
配置され、蛍光体を垂直チップ構造体に被覆した時、蛍光体の接着を向上させる。或いは
、粗い層４０は省略可能である。ボンディングワイヤ領域３９が粗い層４０の粗い表面の
一部の上に配置されている。図７は基部３２上に装着された多数の垂直チップ構造体に適
用された分離バッフル３８の平面図である。分離バッフル３８は分離バッフル１２及び２
７と各ボンディングワイヤ領域３９を隔てる拡張部Ａを有している点で異なる。分離バッ
フル３８は垂直チップ構造体の発光面と形状及びサイズが一致した開口を多数有している
。蛍光体の懸濁液を発光面上にスピンコート又は滴下コートにより直接被覆する。懸濁液
の溶媒を加熱により蒸発させると、蛍光体は固化して、蛍光体層３７を形成する。蛍光体
層３７を形成した後、分離バッフル３８を取り去る。上記のステップにより、垂直チップ
構造体の発光面上に蛍光体が均一に被覆され固化される。従って、蛍光体パッケージ技術
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をパッケージ工程で使用することを避けることが出来る。次に、基部３２は分割されて、
１つの垂直チップ構造体を有する単一ユニットＬＥＤ装置が得られる。
【００１８】
　また、本発明を他のチップ構造体を有するＬＥＤ装置、特に蛍光体層を有する高出力Ｌ
ＥＤ装置に適用することが出来る。
【００１９】
　本発明によれば、分離バッフルを使用してＬＥＤ装置の発光面をボンディングワイヤ領
域等の他の領域から隔て、これにより蛍光体被覆工程で蛍光体を発光面上だけに被覆する
ので、蛍光体の均一性が向上する。白色ＬＥＤ装置の場合、白色光の色温度と座標の均一
性を効果的に制御できる。従って、蛍光体パッケージ技術を使用することなく、白色ＬＥ
Ｄ装置を製造することが出来、このため白色ＬＥＤ装置のパッケージ工程は簡単化される
。
【符号の説明】
【００２０】
　８　透明基板
　９　基部
　１０　透明電極層
　１１　蛍光体層
　１２　分離バッフル
　１３　ボンディングワイヤ領域
　１４　粗い層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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