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(57)【要約】
【課題】光取り出し効率を向上させる透光性被覆層を、
より簡易に形成できるようにする。
【解決手段】半導体発光装置１は、サブマウント２、サ
ブマウント２上に搭載された半導体発光素子３、および
半導体発光素子３を完全に被覆した透光性被覆層４を有
する。透光性被覆層４は、サブマウント２との接触部の
外側境界線Ｌb上の任意の接触点Ｐe1、Ｐe2におけるサ
ブマウント２に対する接触角度θが、サブマウント２上
の場所で異なるように形成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コア材、配線層およびコート層のうち少なくともコア材および配線層を有する第一支持
体と、
　前記第一支持体の上面に搭載された少なくとも１つの半導体発光素子と、
　前記半導体発光素子が前記第一支持体と接合されている部分を除いて前記半導体発光素
子を完全に被覆して形成された透光性被覆層と、
を有し、
　前記透光性被覆層は、前記第一支持体との接触領域と非接触領域との境界である外側境
界線上の任意の接触点における前記第一支持体に対する接触角度θが、前記第一支持体上
の場所で異なるように形成されている半導体発光装置。
【請求項２】
　前記接触角度θは、
　前記第一支持体の側面側の任意の方向から投影した場合において、
　前記透光性被覆層を投影して得られる外側輪郭曲線上の任意の２つの点を直線で結んだ
とき、これら２つの点を前記第一支持体と前記透光性被覆層との接触点に限りなく近接さ
せることで得られる直線を被覆層投影直線とし、
　前記第一支持体のコア材を投影して得られるコア材輪郭曲線上の、前記透光性被覆層に
被覆されている部分での任意の２つの点を直線で結んだとき、これら２つの点を前記接触
点に限りなく近接させることで得られる直線をコア材投影直線とし、
　前記被覆層投影直線と前記コア材投影直線とがなす角度のうち、前記第一支持体および
前記透光性被覆層の外側の部分に形成される角度で定義される、請求項１に記載の半導体
発光装置。
【請求項３】
　前記接触角度θは、前記第一支持体の全周にわたって３０°≦θ≦１６５°の範囲で変
化している、請求項１または２に記載の半導体発光装置。
【請求項４】
　前記接触角度θは、前記外側境界線上の任意の２つの場所での接触角度θの差をΔθと
したとき、１０°≦Δθ≦１３０°の範囲で変化している、請求項１から３のいずれか１
項に記載の半導体発光装置。
【請求項５】
　前記透光性被覆層は、前記第一支持体の外縁に接して形成されている請求項１から４の
いずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項６】
　前記第一支持体の上面は、少なくとも前記コア材が略平坦である請求項１から５のいず
れか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項７】
　前記第一支持体は、上面側から見た形状が非円形である請求項１から６のいずれか１項
に記載の半導体発光装置。
【請求項８】
　前記第一支持体は、上面側から見た形状がｎ角形（ただし、ｎは、３≦ｎ≦１０を満た
す整数である。）である請求項７に記載の半導体発光装置。
【請求項９】
　前記第一支持体は、上面側から見た形状が、三角形、四角形、六角形または八角形であ
る請求項８に記載の半導体発光装置。
【請求項１０】
　前記第一支持体は、上面側から見た形状が正多角形である請求項７から９のいずれか１
項に記載の半導体発光装置。
【請求項１１】
　前記第一支持体は、前記透光性被覆層との接触性を抑制する接触性抑制構造を、前記第



(3) JP 2010-50235 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

一支持体の外縁よりも内側に有し、前記透光性被覆層は、前記接触性抑制構造の内側領域
に形成されている請求項１から４のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項１２】
　前記接触性抑制構造は、前記第一支持体の上面に形成された、溝、段差、または異種材
料部分によって構成されている請求項１１に記載の半導体発光装置。
【請求項１３】
　前記接触性抑制構造の内側領域は、前記第一支持体の上面側から見た形状が非円形であ
る請求項１１または１２に記載の半導体発光装置。
【請求項１４】
　前記接触性抑制構造の内側領域は、前記第一支持体の上面側から見た形状がｍ角形（た
だし、ｍは、３≦ｎ≦１０を満たす整数である。）である請求項１３に記載の半導体発光
装置。
【請求項１５】
　前記接触性抑制構造の内側領域は、前記第一支持体の上面側から見た形状が三角形、四
角形、六角形または八角形である請求項１４に記載の半導体発光装置。
【請求項１６】
　前記接触性抑制構造の内側領域は、前記第一支持体の上面側から見た形状が正多角形で
ある請求項１３から１５のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項１７】
　前記第一支持体を上面側から見たときの、前記外側境界線で囲まれた領域の形状は、前
記第一支持体上の半導体発光素子を前記第一支持体の上面側から見たときの形状と相似で
ない請求項１から１６のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項１８】
　前記半導体発光素子は、金属ハンダまたは金属バンプを用いたフリップチップ実装によ
って、金属ワイヤを用いることなく前記第一支持体の上面に接合されている請求項１から
１７のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項１９】
　前記半導体発光装置を前記第一支持体の側面側の任意の方向δから投影した場合におい
て、
　前記第一支持体の上面に対して前記透光性被覆層が前記第一支持体の厚み方向に最も突
出している頂部から前記第一支持体の上面に垂直に下ろした直線の距離をｄとし、かつ
　前記透光性被覆層を投影して得られる前記透光性被覆層の外側輪郭曲線において前記頂
部の近傍を円近似した際の曲率半径をＲ（δ）としたとき、
　０．５≦ｄ／Ｒ（δ）≦１．７
を常に満たしている請求項１から１８のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項２０】
　前記透光性被覆層の表面は、前記半導体発光素子の発光波長と同程度の微細な凹凸を有
する請求項１から１９のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項２１】
　前記第一支持体を搭載する第二支持体と、前記第一支持体の配線層と前記第二支持体の
配線層とを結線する立体配線と、をさらに有し、
　前記立体配線は、前記透光性被覆層に覆われている部分と、前記透光性被覆層の外側に
存在している部分とを有する請求項１から２０のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項２２】
　前記第一支持体の上面側の配線層は、少なくともＡｌ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、
Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｎ、Ｓ
ｎ、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、Ｉｒ、ＰｔおよびＡｕの中から選択される少なくとも１種の材料を
含み、かつＡｇを含まない請求項１から２１のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項２３】
　前記第一支持体は前記コート層を有し、該コート層は、絶縁層を含んでおり、かつ、少
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なくともＳｉＯx、ＡｌＯx、ＴｉＯx、ＴａＯx、ＨｆＯx、ＺｒＯx、ＳｉＮx、ＡｌＮx、
ＡｌＦx、ＢａＦx、ＣａＦx、ＳｒＦx、ＭｇＦxから選択される１つもしくは複数の層を
有する請求項１から２２のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項２４】
　前記半導体発光素子は、Ｉｎ、ＩｎＳｂ、ＩｎＳｎ、ＰｂＳｎ、ＡｕＳｂ、ＡｕＳｎ、
ＡｕＧｅおよびＡｕＳｉから選択され、かつＡｇを含まないハンダを用いて前記第一支持
体と接合されている請求項１から２３のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項２５】
　前記半導体発光素子は、ＡｕもしくはＡｌを含むバンプを用いて前記第一支持体と接合
されている請求項１から２３のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項２６】
　前記半導体発光素子は、少なくともＡｌ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、
Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｗ
、Ｒｅ、Ｉｒ、ＰｔおよびＡｕの中から選択される少なくとも１種を含み、かつＡｇを含
まない電極を有している請求項１から２５のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項２７】
　前記半導体発光素子は、３８５ｎｍ以上４２５ｎｍ以下の波長領域にピーク発光波長を
有する請求項１から２６のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項２８】
　前記透光性被覆層は、ケイ素含有化合物を有する請求項１から２７のいずれか１項に記
載の半導体発光装置。
【請求項２９】
　前記ケイ素含有化合物はシリコーン系材料である請求項２８に記載の半導体発光装置。
【請求項３０】
　前記シリコーン系材料は縮合型シリコーン系材料である請求項２９に記載の半導体発光
装置。
【請求項３１】
　前記ケイ素含有化合物はガラス材料である請求項２８に記載の半導体発光装置。
【請求項３２】
　前記透光性被覆層は、前記半導体発光素子から発せられる光で励起される蛍光体を含有
する請求項１から３１のいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項３３】
　前記透光性被覆層の外側に、前記透光性被覆層全体を覆うように前記透光性被覆層に接
して設けられた、透光性を有する第二被覆層をさらに有する請求項１から３２のいずれか
１項に記載の半導体発光装置。
【請求項３４】
　前記第二被覆層は、
　前記透光性被覆層と異種のホスト材料からなるか、
　前記透光性被覆層と同種のホスト材料からなり、かつ前記透光性被覆層と異なる材料を
含むか、あるいは
　前記透光性被覆層と異種のホスト材料からなり、かつ前記透光性被覆層と異なる材料を
さらに含むか、
　のいずれかの構成を有する請求項３３に記載の半導体発光装置。
【請求項３５】
　前記第二被覆層は、酸素、窒素、二酸化炭素、１８族の元素、もしくはこれらの混合ガ
スからなる層を含む請求項３３または３４に記載の半導体発光装置。
【請求項３６】
　前記第二被覆層は、複数の層を有する請求項３３から３５のいずれか１項に記載の半導
体発光装置。
【請求項３７】
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　半導体発光装置の製造方法であって、
　コア材、配線層およびコート層のうち少なくともコア材および金属配線層を有する第一
支持体、半導体発光素子および透光性被覆材を準備する準備工程と、
　前記第一支持体の上面に前記半導体発光素子を接合する接合工程と、
　前記半導体発光素子が前記第一支持体と接合されている部分を除いて完全に前記半導体
発光素子を被覆するように、成形型を用いることなく、前記透光性被覆材からなる透光性
被覆層を、前記第一支持体との接触部の外側境界線上の任意の接触点における前記第一支
持体に対する接触角度θが前記第一支持体上の場所で異なるように、形成する被覆層形成
工程と、
を有する半導体発光装置の製造方法。
【請求項３８】
　前記接触角度θは、
　前記第一支持体の側面側の任意の方向から投影した場合において、
　前記透光性被覆層を投影して得られる外側輪郭曲線上の任意の２つの点を直線で結んだ
とき、これら２つの点を前記第一支持体と前記透光性被覆層との接触点に限りなく近接さ
せることで得られる直線を被覆層投影直線とし、
　前記第一支持体のコア材を投影して得られるコア材輪郭曲線上の、前記透光性被覆層に
被覆されている部分での任意の２つの点を直線で結んだとき、これら２つの点を前記接触
点に限りなく近接させることで得られる直線をコア材投影直線とし、
　前記被覆層投影直線と前記コア材投影直線とがなす角度のうち、前記第一支持体および
前記透光性被覆層の外側の部分に形成される角度である、請求項３７に記載の半導体発光
装置の製造方法。
【請求項３９】
　前記被覆層形成工程では、前記前記接触角度θが、前記第一支持体の全周にわたって３
０°≦θ≦１６５°の範囲で変化するように前記透光性被覆層を形成する請求項３７また
は３８に記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項４０】
　前記被覆層形成工程では、前記接触角度θが、前記外側境界線上の任意の２つの場所で
の接触角度θの差をΔθとしたとき、１０°≦Δθ≦１３０°の範囲で変化するように前
記透光性被覆層を形成する請求項３７から３９のいずれか１項に記載の半導体発光装置の
製造方法。
【請求項４１】
　前記準備工程は、前記透光性被覆材の準備において、前記透光性被覆材を下記の物性規
定試験で測定される最大高さ／接触線幅の値が０．００１５以上となるように調整するこ
とを含む請求項３７から４０のいずれか１項に記載の半導体発光装置の製造方法。
＜物性規定試験＞
（手順１）ガラス平滑面に、内径１．５２ｍｍのニードルからその内径と同じ太さになる
ように前記透光性被覆材にて直線を描画する。
（手順２）前記（手順１）の直後に前記透光性被覆材を硬化させる。
（手順３）硬化後のガラスに接触している透光性被覆材の線幅とガラス面からの最大高さ
を測定し、その比（最大高さ/接触線幅）を算出する。
【請求項４２】
　前記準備工程は、前記透光性被覆材の準備において、前記透光性被覆材の中に蛍光体を
含むように調製することを含む請求項３７から４１のいずれか１項に記載の半導体発光装
置の製造方法。
【請求項４３】
　前記準備工程は、前記透光性被覆材の準備において、真空度をＰ1L（Ｐａ）、温度をＴ

1L（℃）、時間をｔ1L（ｈ）としたとき、これらが
１０－２＜Ｐ1L＜１０２、
１０＜Ｔ1L＜５０、および



(6) JP 2010-50235 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

０．１＜ｔ1L＜２４、
の範囲内である条件で前記透光性被覆材を脱気することを含む請求項３７から４２のいず
れか１項に記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項４４】
　前記接合工程は、前記第一支持体と前記半導体発光素子との接合を、少なくとも酸素、
窒素、二酸化炭素および１８族の元素から選ばれる１つのガス、もしくはこれらの混合ガ
スの雰囲気中で行ない、かつ、接合温度Ｔ2L（℃）を、２０＜Ｔ2L＜４５０の範囲内の温
度で行なうことを含む請求項３７から４３のいずれか１項に記載の半導体発光装置の製造
方法。
【請求項４５】
　前記被覆層形成工程は、
　流動性を有する前記透光性被覆材を、前記半導体発光素子が接合された前記第一支持体
の上面の前記透光性被覆層を形成すべき領域全体に広がるように滴下する工程と、
　前記透光性被覆材が滴下された前記第一支持体を真空装置内で脱気する工程と、
　脱気中または脱気後に、前記透光性被覆材を硬化させる工程と、
を有する請求項３７から４４のいずれか１項に記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項４６】
　前記透光性被覆材は熱硬化性材料であり、前記透光性被覆材を硬化させる工程は、前記
透光性被覆材を加熱することを含む請求項４５に記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項４７】
　前記透光性被覆材の加熱は、酸素、窒素、二酸化炭素および１８族の元素から選ばれる
１つのガス、もしくはこれらの混合ガスの雰囲気中で行ない、かつ、
　加熱温度をＴ33（℃）、加熱時間をｔ33（ｈ）としたとき、これらを
１０＜Ｔ33＜２５０、
０．５＜ｔ33＜５０
の範囲内の条件とすることを含む請求項４６に記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項４８】
　前記透光性被覆材の加熱を段階的に行なう請求項４６または４７に記載の半導体発光装
置の製造方法。
【請求項４９】
　前記透光性被覆材の加熱を、前記第一支持体の下面を重力方向に向けた姿勢で行なう請
求項４６から４８のいずれか１項に記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項５０】
　前記透光性被覆材の加熱を、前記第一支持体の上面を重力方向に向けた姿勢で行なう請
求項４６から４８のいずれか１項に記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項５１】
　前記透光性被覆材の加熱を、前記第一支持体の側面を重力方向に向けた姿勢で行なう請
求項４６から４８のいずれか１項に記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項５２】
　前記被覆層形成工程における脱気の工程は、真空度をＰ32（Ｐａ）、温度をＴ32（℃）
、時間をｔ32（ｈ）としたとき、これらが
１０－２＜Ｐ32＜１０２、
１０＜Ｔ32＜５０、および
０．００１＜ｔ32＜２４、
の範囲内である条件で脱気することを含む請求項４５から５１のいずれか１項に記載の半
導体発光装置の製造方法。
【請求項５３】
　前記被覆層形成工程における脱気の工程は、圧力変動を導入しながら脱気することを含
む請求項３０から５２のいずれか１項に記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項５４】
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　前記準備工程は、前記第一支持体を搭載する第二支持体を準備する工程をさらに有し、
　前記接合工程は、前記第一支持体の上面に形成された配線層と前記第二支持体に形成さ
れた配線層とを立体配線で結線する工程をさらに有し、
　前記被覆層形成工程は、前記立体配線が、前記透光性被覆材に覆われる部分と前記透光
性被覆材の外側に存在している部分とを有するように、前記透光性被覆材を形成すること
を含む請求項３７から５３のいずれか１項に記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項５５】
　前記透光性被覆層の形成後、前記透光性被覆層の表面に、前記半導体発光素子の発光波
長と同程度の微細な凹凸を形成する工程をさらに有する請求項３７から５４のいずれか１
項に記載の半導体発光装置の製造方法。
【請求項５６】
　前記透光性被覆層の外側に、前記透光性被覆層全体を覆うように前記透光性被覆層に接
して、透光性を有する第二被覆層を形成する工程をさらに有する請求項３７から５５のい
ずれか１項に記載の半導体発光装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、支持体上に搭載された半導体発光素子を透光性被覆層で覆った半導体発光装
置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード等の半導体発光素子を用いた半導体発光装置は、小型でかつ低消費電力
であるため、表示用途としてだけでなく照明用途としても市場が拡大してきている。この
種の半導体発光装置は一般に、配線が設けられた支持体と、支持体上に搭載された半導体
発光素子と、半導体発光素子を覆った透光性被覆層とを有している。透光性被覆層は、半
導体発光素子、および半導体発光素子と配線との接続部を保護し得るものであるが、半導
体発光素子からの光によって励起される所望の蛍光体を透光性被覆層に含有させることで
、発光光の波長変換を行なうこともできる。さらに、透光性被覆層をドーム状に形成する
など透光性被覆層の形状を工夫することによって、光取り出し効率を向上させることもで
きる。
【０００３】
　このように半導体発光素子を透光性被覆層で被覆することの利点の１つとして光取り出
し効率の向上が挙げられる。この場合、透光性被覆層の形状を適切に形成することが重要
であり、形状のばらつきが抑制された透光性被覆層の形成方法として、成形型を用いた射
出成形による方法がある。しかし、射出成形によって透光性被覆層を形成するには射出成
型機といった設備が必要であり、そのため、より簡易な方法が望まれている。
【０００４】
　成形型を用いずに透光性被覆層を形成する方法の一例として、特許文献１に、半導体発
光素子の上面に、樹脂をその外周端部が半導体発光素子の発光観測面（上面）の外周端部
と実質的に一致するように塗布し、これを硬化させることによって透光性被覆層を球状に
形成することが開示されている。特許文献１に開示された半導体発光装置では、半導体発
光素子の側面は、少なくとも半導体発光素子の側面と透光性被覆層の外周端部の近傍を含
むように、半導体発光素子の周りに形成された遮光膜で覆われる。遮光膜は、半導体発光
素子からの光を反射散乱させるものであり、例えばＴｉＯ2からなる。
【０００５】
　また、特許文献２には、絶縁基板に設けられた導電パターンの上に半導体発光素子を搭
載した半導体発光装置において、導体パターンの一部を他の部分よりも厚く形成した突出
部とし、その突出部上に半導体発光素子を搭載することが開示されている。透光性被覆層
は、突出部の上面において半導体発光素子を覆い、かつ略半球状に盛り上がるように形成
される。このような透光性被覆層は、例えばエポキシ樹脂を、突出部の上面に所定量滴下
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し、それを硬化させることで形成することができる。また特許文献２には、透光性被覆層
から略均一な光が出射されるようにするために、突出部の好ましい形状は、上面が円形で
ある円柱状であることが記載されている。
【特許文献１】特開２００２－３０５３２８号公報
【特許文献２】特開２００５－１２３５５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された半導体発光装置では、半導体発光素子を被覆す
るために複数の工程、すなわち透光性被覆層を形成する工程および遮光膜を形成する工程
が必要となる。また、特許文献２に開示された半導体発光装置では、半導体発光素子を被
覆する工程は簡単であるが、支持体上への配線の形成工程が複雑になる。さらに、従来の
半導体発光装置では、透光性被覆層を、半導体発光素子を中心としてできるだけ対称な形
状に形成するこことに主眼が置かれていた。つまり、透光性被覆層は、半導体発光素子を
上側から見た場合には円形であり、側面側から見た場合には左右対称であるような形状が
好ましいとされてきた。そのため、半導体発光装置の製造に際しては様々な制約を受ける
こととなっていた。
【０００７】
　本発明の目的は、光取り出し効率を向上させる透光性被覆層をより簡易に形成し得る半
導体発光装置およびその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　半導体発光装置の光取り出し効率を向上させるべく本発明者らが鋭意検討してきた結果
、透光性被覆層の対称性はそれほど重要ではないことが分ってきた。そもそも、被覆層を
平面視円形に形成したとしても、発光素子そのものが矩形であることが多いからである。
そこで本発明者らは、支持体上面との関係において透光性被覆層の立体形状に着目し、本
発明を完成するに至った。
【０００９】
　本発明は、下記の特徴を有する半導体発光装置およびその製造方法に存する。
【００１０】
　［１］　コア材、配線層およびコート層のうち少なくともコア材および配線層を有する
第一支持体と、
　前記第一支持体の上面に搭載された少なくとも１つの半導体発光素子と、
　前記半導体発光素子が前記第一支持体と接合されている部分を除いて前記半導体発光素
子を完全に被覆して形成された透光性被覆層と、
を有し、
　前記透光性被覆層は、前記第一支持体との接触領域と非接触領域との境界である外側境
界線上の任意の接触点における前記第一支持体に対する接触角度θが、前記第一支持体上
の場所で異なるように形成されている半導体発光装置。
【００１１】
　［２］　前記接触角度θは、
　前記第一支持体の側面側の任意の方向から投影した場合において、
　前記透光性被覆層を投影して得られる外側輪郭曲線上の任意の２つの点を直線で結んだ
とき、これら２つの点を前記第一支持体と前記透光性被覆層との接触点に限りなく近接さ
せることで得られる直線を被覆層投影直線とし、
　前記第一支持体のコア材を投影して得られるコア材輪郭曲線上の、前記透光性被覆層に
被覆されている部分での任意の２つの点を直線で結んだとき、これら２つの点を前記接触
点に限りなく近接させることで得られる直線をコア材投影直線とし、
　前記被覆層投影直線と前記コア材投影直線とがなす角度のうち、前記第一支持体および
前記透光性被覆層の外側の部分に形成される角度で定義される、上記［１］に記載の半導
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体発光装置。
【００１２】
　［３］　前記接触角度θは、前記第一支持体の全周にわたって３０°≦θ≦１６５°の
範囲で変化している、上記［１］または［２］に記載の半導体発光装置。
【００１３】
　［４］　前記接触角度θは、前記外側境界線上の任意の２つの場所での接触角度θの差
をΔθとしたとき、１０°≦Δθ≦１３０°の範囲で変化している、上記［１］から［３
］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００１４】
　［５］　前記透光性被覆層は、前記第一支持体の外縁に接して形成されている上記［１
］から［４］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００１５】
　［６］　前記第一支持体の上面は、少なくとも前記コア材が略平坦である上記［１］か
ら［５］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００１６】
　［７］　前記第一支持体は、上面側から見た形状が非円形である上記［１］から［６］
のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００１７】
　［８］　前記第一支持体は、上面側から見た形状がｎ角形（ただし、ｎは、３≦ｎ≦１
０を満たす整数である。）である上記［７］に記載の半導体発光装置。
【００１８】
　［９］　前記第一支持体は、上面側から見た形状が、三角形、四角形、六角形または八
角形である上記［８］に記載の半導体発光装置。
【００１９】
　［１０］　前記第一支持体は、上面側から見た形状が正多角形である上記［７］から［
９］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００２０】
　［１１］　前記第一支持体は、前記透光性被覆層との接触性を抑制する接触性抑制構造
を、前記第一支持体の外縁よりも内側に有し、前記透光性被覆層は、前記接触性抑制構造
の内側領域に形成されている上記［１］から［４］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００２１】
　［１２］　前記接触性抑制構造は、前記第一支持体の上面に形成された、溝、段差、ま
たは異種材料部分によって構成されている上記［１１］に記載の半導体発光装置。
【００２２】
　［１３］　前記接触性抑制構造の内側領域は、前記第一支持体の上面側から見た形状が
非円形である上記［１１］または［１２］に記載の半導体発光装置。
【００２３】
　［１４］　前記接触性抑制構造の内側領域は、前記第一支持体の上面側から見た形状が
ｍ角形（ただし、ｍは、３≦ｎ≦１０を満たす整数である。）である上記［１３］に記載
の半導体発光装置。
【００２４】
　［１５］　前記接触性抑制構造の内側領域は、前記第一支持体の上面側から見た形状が
三角形、四角形、六角形または八角形である上記［１４］に記載の半導体発光装置。
【００２５】
　［１６］　前記接触性抑制構造の内側領域は、前記第一支持体の上面側から見た形状が
正多角形である上記［１３］から［１５］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００２６】
　［１７］　前記第一支持体を上面側から見たときの、前記外側境界線で囲まれた領域の
形状は、前記第一支持体上の半導体発光素子を前記第一支持体の上面側から見たときの形
状と相似でない上記［１］から［１６］のいずれかに記載の半導体発光装置。
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【００２７】
　［１８］　前記半導体発光素子は、金属ハンダまたは金属バンプを用いたフリップチッ
プ実装によって、金属ワイヤを用いることなく前記第一支持体の上面に接合されている上
記［１］から［１７］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００２８】
　［１９］　前記半導体発光装置を前記第一支持体の側面側の任意の方向δから投影した
場合において、
　前記第一支持体の上面に対して前記透光性被覆層が前記第一支持体の厚み方向に最も突
出している頂部から前記第一支持体の上面に垂直に下ろした直線の距離をｄとし、かつ
　前記透光性被覆層を投影して得られる前記透光性被覆層の外側輪郭曲線において前記頂
部の近傍を円近似した際の曲率半径をＲ（δ）としたとき、
　０．５≦ｄ／Ｒ（δ）≦１．７
を常に満たしている上記［１］から［１８］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００２９】
　［２０］　前記透光性被覆層の表面は、前記半導体発光素子の発光波長と同程度の微細
な凹凸を有する上記［１］から［１９］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００３０】
　［２１］　前記第一支持体を搭載する第二支持体と、前記第一支持体の配線層と前記第
二支持体の配線層とを結線する立体配線と、をさらに有し、
　前記立体配線は、前記透光性被覆層に覆われている部分と、前記透光性被覆層の外側に
存在している部分とを有する上記［１］から［２０］のいずれかに記載の半導体発光装置
。
【００３１】
　［２２］　前記第一支持体の上面側の配線層は、少なくともＡｌ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃ
ｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ
、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、Ｉｒ、ＰｔおよびＡｕの中から選択される少なくとも１
種の材料を含み、かつＡｇを含まない上記［１］から［２１］のいずれかに記載の半導体
発光装置。
【００３２】
　［２３］　前記第一支持体は前記コート層を有し、該コート層は、絶縁層を含んでおり
、かつ、少なくともＳｉＯx、ＡｌＯx、ＴｉＯx、ＴａＯx、ＨｆＯx、ＺｒＯx、ＳｉＮx

、ＡｌＮx、ＡｌＦx、ＢａＦx、ＣａＦx、ＳｒＦx、ＭｇＦxから選択される１つもしくは
複数の層を有する上記［１］から［２２］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００３３】
　［２４］　前記半導体発光素子は、Ｉｎ、ＩｎＳｂ、ＩｎＳｎ、ＰｂＳｎ、ＡｕＳｂ、
ＡｕＳｎ、ＡｕＧｅおよびＡｕＳｉから選択され、かつＡｇを含まないハンダを用いて前
記第一支持体と接合されている上記［１］から［２３］のいずれかに記載の半導体発光装
置。
【００３４】
　［２５］　前記半導体発光素子は、ＡｕもしくはＡｌを含むバンプを用いて前記第一支
持体と接合されている上記［１］から［２３］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００３５】
　［２６］　前記半導体発光素子は、少なくともＡｌ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆ
ｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｎ、Ｓｎ
、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、Ｉｒ、ＰｔおよびＡｕの中から選択される少なくとも１種を含み、か
つＡｇを含まない電極を有している上記［１］から［２５］のいずれかに記載の半導体発
光装置。
【００３６】
　［２７］　前記半導体発光素子は、３８５ｎｍ以上４２５ｎｍ以下の波長領域にピーク
発光波長を有する上記［１］から［２６］のいずれかに記載の半導体発光装置。
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【００３７】
　［２８］　前記透光性被覆層は、ケイ素含有化合物を有する上記［１］から［２７］の
いずれかに記載の半導体発光装置。
【００３８】
　［２９］　前記ケイ素含有化合物はシリコーン系材料である上記［２８］に記載の半導
体発光装置。
【００３９】
　［３０］　前記シリコーン系材料は縮合型シリコーン系材料である上記［２９］に記載
の半導体発光装置。
【００４０】
　［３１］　前記ケイ素含有化合物はガラス材料である上記［２８］に記載の半導体発光
装置。
【００４１】
　［３２］　前記透光性被覆層は、前記半導体発光素子から発せられる光で励起される蛍
光体を含有する上記［１］から［３１］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００４２】
　［３３］　前記透光性被覆層の外側に、前記透光性被覆層全体を覆うように前記透光性
被覆層に接して設けられた、透光性を有する第二被覆層をさらに有する上記［１］から［
３２］のいずれかに記載の半導体発光装置。
【００４３】
　［３４］　前記第二被覆層は、
　前記透光性被覆層と異種のホスト材料からなるか、
　前記透光性被覆層と同種のホスト材料からなり、かつ前記透光性被覆層と異なる材料を
含むか、あるいは
　前記透光性被覆層と異種のホスト材料からなり、かつ前記透光性被覆層と異なる材料を
さらに含むか、
　のいずれかの構成を有する上記［３３］に記載の半導体発光装置。
【００４４】
　［３５］　前記第二被覆層は、酸素、窒素、二酸化炭素、１８族の元素、もしくはこれ
らの混合ガスからなる層を含む上記［３３］または［３４］に記載の半導体発光装置。
【００４５】
　［３６］　前記第二被覆層は、複数の層を有する上記［３３］から［３５］のいずれか
に記載の半導体発光装置。
【００４６】
　［３７］　半導体発光装置の製造方法であって、
　コア材、配線層およびコート層のうち少なくともコア材および金属配線層を有する第一
支持体、半導体発光素子および透光性被覆材を準備する準備工程と、
　前記第一支持体の上面に前記半導体発光素子を接合する接合工程と、
　前記半導体発光素子が前記第一支持体と接合されている部分を除いて完全に前記半導体
発光素子を被覆するように、成形型を用いることなく、前記透光性被覆材からなる透光性
被覆層を、前記第一支持体との接触部の外側境界線上の任意の接触点における前記第一支
持体に対する接触角度θが前記第一支持体上の場所で異なるように、形成する被覆層形成
工程と、
を有する半導体発光装置の製造方法。
【００４７】
　［３８］　前記接触角度θは、
　前記第一支持体の側面側の任意の方向から投影した場合において、
　前記透光性被覆層を投影して得られる外側輪郭曲線上の任意の２つの点を直線で結んだ
とき、これら２つの点を前記第一支持体と前記透光性被覆層との接触点に限りなく近接さ
せることで得られる直線を被覆層投影直線とし、
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　前記第一支持体のコア材を投影して得られるコア材輪郭曲線上の、前記透光性被覆層に
被覆されている部分での任意の２つの点を直線で結んだとき、これら２つの点を前記接触
点に限りなく近接させることで得られる直線をコア材投影直線とし、
　前記被覆層投影直線と前記コア材投影直線とがなす角度のうち、前記第一支持体および
前記透光性被覆層の外側の部分に形成される角度である、上記［３７］に記載の半導体発
光装置の製造方法。
【００４８】
　［３９］　前記被覆層形成工程では、前記前記接触角度θが、前記第一支持体の全周に
わたって３０°≦θ≦１６５°の範囲で変化するように前記透光性被覆層を形成する上記
［３７］または［３８］に記載の半導体発光装置の製造方法。
【００４９】
　［４０］　前記被覆層形成工程では、前記接触角度θが、前記外側境界線上の任意の２
つの場所での接触角度θの差をΔθとしたとき、１０°≦Δθ≦１３０°の範囲で変化す
るように前記透光性被覆層を形成する上記［３７］から［３９］のいずれかに記載の半導
体発光装置の製造方法。
【００５０】
　［４１］　前記準備工程は、前記透光性被覆材の準備において、前記透光性被覆材を下
記の物性規定試験で測定される最大高さ／接触線幅の値が０．００１５以上となるように
調整することを含む上記［３７］から［４０］のいずれかに記載の半導体発光装置の製造
方法。
＜物性規定試験＞
（手順１）ガラス平滑面に、内径１．５２ｍｍのニードルからその内径と同じ太さになる
ように前記透光性被覆材にて直線を描画する。
（手順２）前記（手順１）の直後に前記透光性被覆材を硬化させる。
（手順３）硬化後のガラスに接触している透光性被覆材の線幅とガラス面からの最大高さ
を測定し、その比（最大高さ/接触線幅）を算出する。
【００５１】
　［４２］　前記準備工程は、前記透光性被覆材の準備において、前記透光性被覆材の中
に蛍光体を含むように調製することを含む上記［３７］から［４１］のいずれかに記載の
半導体発光装置の製造方法。
【００５２】
　［４３］　前記準備工程は、前記透光性被覆材の準備において、真空度をＰ1L（Ｐａ）
、温度をＴ1L（℃）、時間をｔ1L（ｈ）としたとき、これらが
１０－２＜Ｐ1L＜１０２、
１０＜Ｔ1L＜５０、および
０．１＜ｔ1L＜２４、
の範囲内である条件で前記透光性被覆材を脱気することを含む上記［３７］から［４２］
のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。
【００５３】
　［４４］　前記接合工程は、前記第一支持体と前記半導体発光素子との接合を、少なく
とも酸素、窒素、二酸化炭素および１８族の元素から選ばれる１つのガス、もしくはこれ
らの混合ガスの雰囲気中で行ない、かつ、接合温度Ｔ2L（℃）を、２０＜Ｔ2L＜４５０の
範囲内の温度で行なうことを含む上記［３７］から［４３］のいずれかに記載の半導体発
光装置の製造方法。
【００５４】
　［４５］　前記被覆層形成工程は、
　流動性を有する前記透光性被覆材を、前記半導体発光素子が接合された前記第一支持体
の上面の前記透光性被覆層を形成すべき領域全体に広がるように滴下する工程と、
　前記透光性被覆材が滴下された前記第一支持体を真空装置内で脱気する工程と、
　脱気中または脱気後に、前記透光性被覆材を硬化させる工程と、
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を有する上記［３７］から［４４］のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。
【００５５】
　［４６］　前記透光性被覆材は熱硬化性材料であり、前記透光性被覆材を硬化させる工
程は、前記透光性被覆材を加熱することを含む上記［４５］に記載の半導体発光装置の製
造方法。
【００５６】
　［４７］　前記透光性被覆材の加熱は、酸素、窒素、二酸化炭素および１８族の元素か
ら選ばれる１つのガス、もしくはこれらの混合ガスの雰囲気中で行ない、かつ、
　加熱温度をＴ33（℃）、加熱時間をｔ33（ｈ）としたとき、これらを
１０＜Ｔ33＜２５０、
０．５＜ｔ33＜５０
の範囲内の条件とすることを含む上記［４６］に記載の半導体発光装置の製造方法。
【００５７】
　［４８］　前記透光性被覆材の加熱を段階的に行なう上記［４６］または［４７］に記
載の半導体発光装置の製造方法。
【００５８】
　［４９］　前記透光性被覆材の加熱を、前記第一支持体の下面を重力方向に向けた姿勢
で行なう上記［４６］から［４８］のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。
【００５９】
　［５０］　前記透光性被覆材の加熱を、前記第一支持体の上面を重力方向に向けた姿勢
で行なう上記［４６］から［４８］のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。
【００６０】
　［５１］　前記透光性被覆材の加熱を、前記第一支持体の側面を重力方向に向けた姿勢
で行なう上記［４６］から［４８］のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。
【００６１】
　［５２］
　前記被覆層形成工程における脱気の工程は、真空度をＰ32（Ｐａ）、温度をＴ32（℃）
、時間をｔ32（ｈ）としたとき、これらが
１０－２＜Ｐ32＜１０２、
１０＜Ｔ32＜５０、および
０．００１＜ｔ32＜２４、
の範囲内である条件で脱気することを含む上記［４５］から［５１］のいずれかに記載の
半導体発光装置の製造方法。
【００６２】
　［５３］　前記被覆層形成工程における脱気の工程は、圧力変動を導入しながら脱気す
ることを含む上記［３０］から［５２］のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。
【００６３】
　［５４］　前記準備工程は、前記第一支持体を搭載する第二支持体を準備する工程をさ
らに有し、
　前記接合工程は、前記第一支持体の上面に形成された配線層と前記第二支持体に形成さ
れた配線層とを立体配線で結線する工程をさらに有し、
　前記被覆層形成工程は、前記立体配線が、前記透光性被覆材に覆われる部分と前記透光
性被覆材の外側に存在している部分とを有するように、前記透光性被覆材を形成すること
を含む上記［３７］から［５３］のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。
【００６４】
　［５５］　前記透光性被覆層の形成後、前記透光性被覆層の表面に、前記半導体発光素
子の発光波長と同程度の微細な凹凸を形成する工程をさらに有する上記［３７］から［５
４］のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。
【００６５】
　［５６］　前記透光性被覆層の外側に、前記透光性被覆層全体を覆うように前記透光性
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被覆層に接して、透光性を有する第二被覆層を形成する工程をさらに有する上記［３７］
から［５５］のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。
【発明の効果】
【００６６】
　本発明によれば、光取り出し効率を向上させる透光性被覆層を、成形型を用いることな
く極めて簡単に製造することができ、結果的に、光取り出し効率に優れた半導体発光装置
を安価に提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６７】
　以下、本発明を詳細に説明するが、本発明は以下の実施形態に限定されるものではなく
、その趣旨を逸脱しない範囲であれば種々に変更して実施することができる。
【００６８】
　図１および図２を参照すると、本発明の一実施形態による半導体発光装置１が示されて
いる。半導体発光装置１は、第一支持体であるサブマウント２と、サブマウント２上にフ
リップチップマウントされた半導体発光素子３と、サブマウント２の上面に半導体発光素
子３を覆って形成された透光性被覆層４とを有する。これらサブマウント２、半導体発光
素子３および透光性被覆層４について以下に詳細に説明する。
【００６９】
　［１］サブマウント
　サブマウント２は、コア材と、半導体発光素子３との接合のためにコア材の表面の一部
に形成された配線層とを有し、搭載された半導体発光素子３への電流注入と放熱の機能を
併せ持つ。サブマウント２のコア材は、ＡｌＮ、ＳｉＣ、ダイヤモンド、ＢＮ、ＣｕＷ、
Ａｌのいずれかであることが望ましい。これら材料は、放熱性に優れ、半導体発光素子３
の発熱の問題を効率よく抑制できる。また、Ａｌ2Ｏ3、Ｓｉ、ガラス等も、安価でありサ
ブマウント２のコア材として好ましく利用できる。なお、サブマウント２のコア材を金属
とした場合は、その表面の一部または全体を耐エッチング性のある誘電体等からなるコー
ト層でコートすることが望ましいが、コア材が金属でない場合であってもコート層を設け
ることができる。
【００７０】
　配線層は、金属、導電性樹脂、導電性酸化物など、導電性を有するものであれば特に限
定されないが、中でも、金属によって形成されているものが好ましく、さらに多層構造を
有しているものが好ましい。配線層は、コア材の表面に形成されていても良いが、コート
層上に形成することも好ましい。
【００７１】
　なお、サブマウント２の表面は半導体発光素子３の発光波長領域の光に対して高反射特
性となっていることが好ましい。
【００７２】
　サブマウント２の上面側の配線層は、金属によって形成されている場合は、少なくとも
Ａｌ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｚｒ、Ｎｂ
、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、Ｉｒ、ＰｔおよびＡｕの中か
ら選択される少なくとも１種の材料を含むものであることが好ましい。さらに、光学変質
を抑制する観点から、配線層はＡｇを含まないことが好ましく、これは、半導体発光素子
３が近紫外から紫外領域の光を発するものである場合に特に好ましい。
【００７３】
　また、サブマウント２に必要に応じて設けられるコート層は、絶縁層を含んでおり、少
なくともＳｉＯx、ＡｌＯx、ＴｉＯx、ＴａＯx、ＨｆＯx、ＺｒＯx、ＳｉＮx、ＡｌＮx、
ＡｌＦx、ＢａＦx、ＣａＦx、ＳｒＦx、ＭｇＦxから選択される１つもしくは複数の層を
有することが好ましい。
【００７４】
　［２］半導体発光素子
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　半導体発光素子３の発光波長は特に制限されず、半導体発光装置１の用途に応じて幅広
い発光波長領域の半導体発光素子３を使用することができる。特に、半導体発光素子３が
蛍光体と組み合わせて使用される場合は、蛍光体を励起する光を発光する半導体発光素子
３が用いられる。その場合の半導体発光素子３の発光波長領域は、紫外から近紫外領域ま
での範囲が好ましく、ピーク発光波長の具体的な数値としては、通常３５０ｎｍ以上、好
ましくは３８５ｎｍ以上、また、通常４３０ｎｍ以下、好ましくは４２５ｎｍ以下である
。このような半導体発光素子３としては、具体的には発光ダイオード（以下、適宜「ＬＥ
Ｄ」という。）や半導体レーザダイオード（以下、適宜「ＬＤ」という。）等が使用でき
る。
【００７５】
　これらＬＥＤやＬＤの中でも、基板上に窒化物半導体層、特にＧａＮ系化合物半導体層
が形成されたＧａＮ系ＬＥＤやＬＤが好ましい。なぜなら、ＧａＮ系ＬＥＤやＬＤは、上
記の領域の光を発するＳｉＣ系ＬＥＤ等に比べて、発光出力や外部量子効率が格段に大き
く、蛍光体と組み合わせることによって、非常に低電力で非常に明るい発光が得られるか
らである。例えば、２０ｍＡの電流注入時に、通常、ＧａＮ系ＬＥＤやＬＤはＳｉＣ系の
ＬＥＤ等の１００倍以上の発光強度を有する。ＧａＮ系ＬＥＤやＬＤにおいては、ＡｌX

ＧａYＮ発光層、ＧａＮ発光層、ＩｎXＧａYＮ発光層、またはＩｎXＡｌYＧａ(1-X-Y)Ｎ発
光層を有しているものが好ましい。ＧａＮ系ＬＥＤにおいては、それらの中でもＩｎXＧ
ａYＮ発光層を有するものが、発光強度が非常に強いので特に好ましい。ＧａＮ系ＬＤに
おいては、ＩｎXＧａYＮ層とＧａＮ層の多重量子井戸構造のものが、発光強度が非常に強
いので特に好ましい。
【００７６】
　ＧａＮ系ＬＥＤはこれら発光層、ｐ層、ｎ層、電極、および基板を基本構成要素とした
ものであり、発光層をｎ型とｐ型のＡｌXＧａYＮ層、ＧａＮ層、またはＩｎXＧａYＮ層な
どでサンドイッチにしたヘテロ構造を有しているものが、発光効率が高いため好ましく、
さらにヘテロ構造を量子井戸構造にしたものが、発光効率がさらに高く、より好ましい。
【００７７】
　また、発光層で発生した光をより多く外部に取り出すための種々の構造（電極構造、反
射層構造、上下を逆に実装し得るフリップチップ構造など）などを適宜設けることが好ま
しい。
【００７８】
　半導体発光素子３を構成する基板は、種々の基板を用いることができるが、中でも特に
、サファイア、ＳｉＣ、ＧａＮ、ＬｉＧａＯ2、ＺｎＯ、ＳｃＡｌＭｇＯ4、ＮｄＧａＯ3

およびＭｇＯからなる群から選ばれた基板を好ましく用いることができる。中でも、ホモ
エピタキシャル成長により低転位密度化ができるＧａＮ基板を用いるのが好ましい。また
、半導体発光素子３に形成される電極は、少なくともＡｌ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ
、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｎ、
Ｓｎ、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、Ｉｒ、ＰｔおよびＡｕの中から選択される少なくとも１種の材料
を含むものであることが好ましい。さらに、光学変質を抑制する観点から、電極はＡｇを
含まないことが好ましく、これは、半導体発光素子３が近紫外から紫外領域の光を発する
もにである場合に特に好ましい。
【００７９】
　半導体発光素子３は、各種ハンダ材、ペースト材または金属バンプによって、金属ワイ
ヤを用いることなくサブマウント２上の金属層に接合することができる。半導体発光素子
３の高出力動作と高効率な発光のために放熱性を十分に確保するためには、特に金属ハン
ダによって接合されることが望ましい。好ましい金属ハンダとしては、Ｉｎ、ＩｎＳｂ、
ＩｎＳｎ、ＰｂＳｎ、ＡｕＳｂ、ＡｕＳｎ、ＡｕＧｅおよびＡｕＳｉから選択されるハン
ダを挙げることができる。さらに、ハンダは、光学変質を抑制する観点から、Ａｇを含ま
ないことが好ましく、これは、半導体発光素子３が近紫外から紫外領域の光を発するもの
である場合に特に好ましい。これらハンダは安定であって、使用温度環境等に照らして適
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宜選択可能である。また、半導体発光素子３とサブマウント２との接合に用いられるバン
プとしては、ＡｕもしくはＡｌを含むバンプであることが好ましい。
【００８０】
　半導体発光素子３のサイズは、半導体発光素子３がサブマウント２に搭載された状態で
サブマウント２の半導体発光素子３が搭載された面である上面側から見た場合に、半導体
発光素子３の外縁がサブマウント２の外縁に接しないようなサイズであり、半導体発光素
子３は、サブマウント２の外縁に接することなくサブマウント２の上面に搭載される。こ
れにより、半導体発光素子３はサブマウント２上で透光性被覆層４によって確実に被覆さ
れる。
【００８１】
　［３］透光性被覆層
　透光性被覆層４は、半導体発光素子３がサブマウント２と接合されている部分を除いて
完全に半導体発光素子３を被覆しており、少なくとも半導体発光素子３を保護する機能と
、半導体発光素子３からの光の取り出し効率を向上させる機能を併せ持つ。ここで透光性
とは、その材料が完全に光を吸収または遮蔽しない性質をいい、透過の度合によらないが
、材料の消衰係数ｋが、半導体発光素子３の発光波長において、通常１×１０-3以下、好
ましくは１×１０-4以下、さらに好ましくは１×１０-5以下、特に好ましくは１×１０-6

以下である。
【００８２】
　透光性被覆層４のこれらの機能を効果的に発揮させるため、本形態では、透光性被覆層
４のサブマウント２との接触領域と非接触領域との境界で形成される外側境界線Ｌb（図
２において太線で示される線）上の任意の接触点におけるサブマウント２に対する接触角
度θが、サブマウント２上の場所で異なっている。これは、例えば、外側境界線Ｌb上の
２つの接触点Ｐe1、Ｐe2を考え、それら接触点Ｐe1、Ｐe2での接触角度をそれぞれθ1、
θ2としたとき、θ１≠θ2であるということを意味する。
【００８３】
　ここで、透光性被覆層４の接触角度θは、次のように定義される。
【００８４】
　図３に示すように、サブマウント２の側面側の任意の方向から半導体発光装置を投影し
た場合を考える。このとき、透光性被覆層４を投影して得られる被覆層投影外側輪郭曲線
Ｃc上の任意の２点Ｐc1、Ｐc2を結ぶ直線を考え、この２点を限りなく接触点Ｐeに近接さ
せたときに得られる直線を、被覆層投影直線Ｌcとする。一方、サブマウント２のコア材
を投影して得られるコア材投影輪郭曲線Ｃs上の、透光性被覆層４に被覆されている部分
での任意の２点Ｐs1、Ｐs2を結ぶ直線を考え、この２点を限りなく接触点Ｐeに近接させ
たときに得られる直線をコア材投影直線Ｌsとする。そして、被覆層投影直線Ｌcとコア材
投影直線Ｌsとがなす角度のうち、サブマウント２および透光性被覆層４の外側の部分に
形成される角度を接触角度θとする。接触角度θは、別の言い方をすれば、接触点Ｐeに
おけるサブマウント２からの透光性被覆層４の立ち上がり角度と言うこともできる。
【００８５】
　接触角度θは、サブマウント２の全周にわたって３０°≦θ≦１６５°の範囲で変化し
ていることが望ましい。また、その変化の範囲は、外側境界線Ｌb上の任意の２つの場所
での接触角度θの差をΔθとしたとき、１０°≦Δθ≦１３０°の範囲であることが望ま
しい。
【００８６】
　透光性被覆層４に用いる材料は、通常は、成形型を用いずにサブマウント２上に半導体
発光素子３を覆ってドーム状に盛り上げることのできる、硬化性材料を用いる。
【００８７】
　硬化性材料とは、流動性を有する材料であって、何らかの硬化処理を施すことにより硬
化する材料のことをいう。ここで、流動性を有するとは、通常、液状又はゲル状のことを
いう。ただし、本発明においては、透光性被覆層４の形状を保持させる観点から、後述す
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る超微粒子状シリカなどの無機粒子を含有し、チクソトロピック性を高めることが好まし
いため、ゲル状、クリーム状、またはペースト状を呈するものが好ましい。
【００８８】
　透光性被覆層４は、半導体発光素子３を保護し、かつ半導体発光素子３からの光を透過
させる役割を担保するものであれば具体的な種類に制限は無いが、透光性被覆層４を構成
する材料にかかわらず、下記に示す特性を有することが好ましい。
【００８９】
　１）他の層との界面に、極性基を含有すること、
　２）硬度が、ショアＡで５以上１００以下、または、ショアＤで０以上８５以下である
こと、および
　３）シロキサン結合を有すること。
【００９０】
　以下、これらの特性１）～３）について説明する。
【００９１】
　［３－１Ａ］特性１）：極性基
　透光性被覆層４は、光・熱・物理的作用などで、サブマウント２や半導体発光素子３の
間で剥離を生ずると、半導体発光装置の光維持率が低下する。従って、透光性被覆層４は
、サブマウント２や半導体発光素子３と強く密着していることが重要である。
【００９２】
　また、本発明の半導体発光装置１は、半導体発光素子３からの光をそのまま利用するも
のもあるが、半導体発光素子３からの光で励起される蛍光体と組み合わせて半導体発光素
子３からの光を波長変換し、所望の波長領域の光を発するように構成されていてもよい。
その場合は、透光性被覆層４の中に蛍光体を含有させることも考えられるが、透光性被覆
層４を複数の層で構成し、その複数の層の少なくとも１つの層に蛍光体を含有させること
も考えられる。あるいは、透光性被覆層４の外側をさらに別の層で覆うこともある。
【００９３】
　このように、透光性被覆層４は、サブマウント２や半導体発光素子３との強固な密着性
を担保する必要がある。また、透光性被覆層４を複数の層で構成する場合や透光性被覆層
４の外側に他の層を形成する場合、各層が強く密着していることが重要である。そこで、
透光性被覆層４は、隣接する層との界面に、極性基を含有することが好ましい。すなわち
、透光性被覆層４は、隣接するサブマウント２、半導体発光素子３、および他の層との界
面に極性基を有するよう、当該極性基を有する化合物を含有する。このような極性基の種
類に制限は無いが、例えば、シラノール基、アミノ基及びその誘導基、アルコキシシリル
基、カルボニル基、エポキシ基、カルボキシ基、カルビノール基（－ＣＯＨ）、メタクリ
ル基、シアノ基、スルホン基などが挙げられる。なお、透光性被覆層４は、いずれか１種
の極性基のみを含有していてもよく、２種以上の極性基を任意の組み合わせ及び比率で含
有していても良い。
【００９４】
　このように、透光性被覆層４が隣接する他の層との界面に極性基を有することにより、
サブマウント２、半導体発光素子３と強固に密着し、長時間の使用によっても剥離などの
問題を抑制することができる。また、他の層を形成する場合は二層が強く密着し、重ね塗
りによる積層が可能となる。
【００９５】
　透光性被覆層４に含まれる極性基は、また、ポリフタルアミドなどの樹脂、セラミック
又は金属の表面に存在する所定の官能基（例えば、水酸基、メタロキサン結合中の酸素な
ど）と水素結合が可能であり、高い密着性を発現する。透光性被覆層４が形成されるサブ
マウント２や、さらにそのサブマウント２が搭載される実装基板（パッケージ）は、通常
、樹脂、セラミック又は金属で形成されている。また、セラミックや金属の表面には、通
常は水酸基が存在する。一方、透光性被覆層４は、通常、当該水酸基と水素結合可能な官
能基を有している。したがって、水素結合により、透光性被覆層４は、サブマウント２や
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実装基板に対する密着性に優れている。
【００９６】
　なお、透光性被覆層４における実質的な極性基の有無は、ＩＲ（赤外分光）分析及びＮ
ＭＲ（核磁気共鳴）により確認することができる。
【００９７】
　ところで、これらの極性基は、透光性被覆層４の中にはじめから含まれていても良く、
プライマーの塗布や表面処理などにより透光性被覆層４の表面に後から付加されたもので
もよい。したがって、この観点からいえば、透光性被覆層４およびそれに隣接する他の層
の関係について具体例を挙げると、図１０（ａ）～（ｆ）のような構成が挙げられる。た
だし、透光性被覆層４およびそれに隣接する他の層の関係は、以下の具体例に限定される
ものではない。
【００９８】
　例えば図１０（ａ）に模式的に示すように、積層された２層が共に、はじめから極性基
を含有する層Ｓで形成されている構成が挙げられる。この場合、両層Ｓ、Ｓが含有する極
性基により両層Ｓ、Ｓは良好に密着する。
【００９９】
　また、例えば図１０（ｂ）に模式的に示すように、積層された２層のうち一方がはじめ
から極性基を含有する層Ｓであり、他方が、極性基を含有しない層Ｏで形成されている構
成が挙げられる。この場合でも、層Ｓが含有する極性基により密着性は従来よりも向上す
る。
【０１００】
　さらに、例えば図１０（ｃ）に模式的に示すように、積層された２層が共に、はじめは
極性基を含有しない層Ｏで形成され、且つ、両層Ｏ，Ｏの間にプライマーＰが塗布されて
いる構成が挙げられる。この場合、プライマーＰにより両層Ｏ，Ｏの表面には極性基が付
与される。これにより、密着性が向上する。また、この場合、極性基を含む部分が２層の
界面のみとなり、実質的に薄膜となるため、光や熱により着色しやすい極性基を導入して
も、透光機能への影響が生じにくい。なお、層Ｏが特性２）及び特性３）を満たしている
場合には、これらの層Ｏ、はプライマーＰにより極性基を有することになるため、特性１
）を有する層として機能することになる。
【０１０１】
　また、例えば図１０（ｄ）に模式的に示すように、積層された２層が共に、はじめから
極性基を含有する層Ｓで形成され、且つ、両層Ｓ，Ｓの間にプライマーＰが塗布されてい
る構成が挙げられる。この場合、プライマーＰにより両層Ｓ，Ｓの間の密着性が特に優れ
る。
【０１０２】
　さらに、例えば図１０（ｅ）に模式的に示すように、積層された２層のうち一方がはじ
めから極性基を含有する層Ｓであり、他方が、はじめは極性基を含有しない層Ｏで形成さ
れ、さらに、極性基を含有する層Ｓと含有しない層Ｏとの間にプライマーＰが塗布されて
いる構成が挙げられる。この場合、プライマーＰにより層Ｓと層Ｏとの間の密着性は、図
１０（ｂ）で説明した場合よりも向上する。なお、この場合においても、層Ｏが特性２）
及び特性３）を満たしている場合には、その層Ｏは、プライマーＰにより極性基を有する
ことになるため、特性１）を有する層として機能することになる。
【０１０３】
　また、例えば図１０（ｆ）に模式的に示すように、はじめは極性基を含有しない層Ｏの
上に、はじめから極性基を含有する層Ｓを積層し、層Ｓの成分の一部が層Ｏにしみ込んで
密着性を補助している構成が挙げられる。このような成分のしみ込みは、上層である層Ｓ
の形成液が下層である層Ｏにしみ込むことにより行なわれる。
【０１０４】
　［３－１Ｂ］特性２）：硬度測定値
　硬度測定値は、本発明で用いる透光性被覆層４の硬度を評価する指標であり、以下の硬
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度測定方法により測定される。
【０１０５】
　本発明で用いる透光性被覆層４は、比較的硬度の低い部材、好ましくはエラストマー状
を呈する部材であることが好ましい。すなわち、本発明では、サブマウント２および半導
体発光素子３など、熱膨張係数の異なる複数種の部材を使用することになるが、透光性被
覆層４が比較的低硬度であり、好ましくはエラストマー状を呈することにより、透光性被
覆層４および当該透光性被覆層４を有する本発明の半導体発光装置１が上記の各部材の伸
縮による応力を緩和することができる。したがって、使用中に剥離、クラック、断線など
を起こしにくく、耐リフロー性および耐温度サイクル性に優れる半導体発光装置１を提供
することができる。
【０１０６】
　具体的には、透光性被覆層４は、デュロメータタイプＡによる硬度測定値（ショアＡ）
が、５以上、好ましくは７以上、より好ましくは１０以上、また、通常１００以下、好ま
しくは８０以下、より好ましくは７０以下である。または、デュロメータタイプＤによる
硬度測定値（ショアＤ）が、０以上、また、通常８５以下、好ましくは８０以下、より好
ましくは７５以下である。上記範囲の硬度測定値を有することにより、透光性被覆層４お
よび当該透光性被覆層４を有する本発明の半導体発光装置１は、クラックが発生しにくく
、耐リフロー性および耐温度サイクル性に優れるという利点を得ることができる。また、
透光性被覆層４を塗布する対象が例えばフレキシブル基板等の薄手の基板である場合には
、透光性被覆層４の積層により硬化収縮応力がかかって基板および透光性被覆層４が反る
可能性がある。このため、透光性被覆層４は、ショアＡが５以上８０以下のゴム弾性を有
する材料で形成されていることが好ましい。
【０１０７】
　〔硬度測定方法〕
　硬度測定値（ショアＡ）は、ＪＩＳ　Ｋ６２５３に記載の方法により測定することがで
きる。具体的には、古里精機製作所製のＡ型ゴム硬度計を用いて測定を行なうことができ
る。
【０１０８】
　一方、硬度測定値（ショアＤ）は、ＪＩＳ　Ｋ６２５３に記載の方法により測定するこ
とができる。具体的には、古里精機製作所製のＤ型プラスチック硬度計を用いて測定を行
なうことができる。
【０１０９】
　［３－１Ｃ］特性３）：シロキサン結合
　本発明の半導体発光装置において、透光性被覆層４は、シロキサン結合を含有すること
が好ましい。すなわち、透光性被覆層４は、シロキサン結合を有する化合物を含んで形成
されていることが好ましい。
【０１１０】
　シロキサン結合を有する化合物としては、後述のケイ素含有化合物などが挙げられる。
【０１１１】
　以上、透光性被覆層４の望ましい特性について述べたが、これらの特性を得るうえで好
適に用いられるのは上述の硬化性材料である。また、透光性被覆層４を形成するにあたっ
て、上述の硬化性材料は、１種のみを用いてもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び比
率で併用してもよい。硬化性材料としては、無機系材料及び有機系材料並びに両者の混合
物のいずれを用いることも可能である。
【０１１２】
　無機系材料としては、例えば、金属アルコキシド、セラミック前駆体ポリマー若しくは
金属アルコキシドを含有する溶液をゾル－ゲル法により加水分解重合して成る溶液、また
はこれらの組み合わせを固化した無機系材料（例えばシロキサン結合を有する無機系材料
）等を挙げることができる。
【０１１３】
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　一方、有機系材料としては、例えば、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂等が挙げられる。具
体例を挙げると、ポリ（メタ）アクリル酸メチル等の（メタ）アクリル樹脂；ポリスチレ
ン、スチレン－アクリロニトリル共重合体等のスチレン樹脂；ポリカーボネート樹脂；ポ
リエステル樹脂；フェノキシ樹脂；ブチラール樹脂；ポリビニルアルコール；エチルセル
ロース、セルロースアセテート、セルロースアセテートブチレート等のセルロース系樹脂
；エポキシ樹脂；フェノール樹脂；シリコーン樹脂等が挙げられる。
【０１１４】
　従来、半導体発光装置用の蛍光体分散材料としては、一般的にエポキシ樹脂が用いられ
てきたが、本発明におけるように、大出力の大型発光素子を用いる場合、特に、半導体発
光素子３からの発光に対して劣化が少なく、耐熱性にも優れるケイ素含有化合物を使用す
ることが好ましい。
【０１１５】
　ケイ素含有化合物とは分子中にケイ素原子を有する化合物をいい、ポリオルガノシロキ
サン等の有機材料（シリコーン系材料）、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素等の無
機材料、及びホウケイ酸塩、ホスホケイ酸塩、アルカリケイ酸塩等のガラス材料を挙げる
ことができる。中でも、透明性、接着性、ハンドリングの容易さや、硬化物が応力緩和力
を有する点から、シリコーン系材料が好ましい。半導体発光装置用のシリコーン樹脂に関
しては例えば特開平１０－２２８２４９号公報や特許２９２７２７９号公報、特開２００
１－３６１４７号公報などで封止剤への使用、特開２０００－１２３９８１号公報におい
て波長調整コーティングへの使用が試みられている。
【０１１６】
　［３－２－１］シリコーン系材料
　シリコーン系材料とは、通常、シロキサン結合を主鎖とする有機重合体をいい、例えば
、下記の一般組成式（１）で表わされる化合物及び／又はそれらの混合物が挙げられる。
（Ｒ1Ｒ2Ｒ3ＳｉＯ1/2）M（Ｒ4Ｒ5ＳｉＯ2/2）D（Ｒ6ＳｉＯ3/2）T（ＳｉＯ4/2）Q・・・
式（１）
【０１１７】
　一般組成式（１）において、Ｒ1からＲ6は、有機官能基、水酸基及び水素原子よりなる
群から選択されるものを表わす。なお、Ｒ1からＲ6は、同じであってもよく、異なっても
よい。
【０１１８】
　また、一般組成式（１）において、Ｍ、Ｄ、Ｔ及びＱは、０以上１未満の数を表わす。
ただし、Ｍ＋Ｄ＋Ｔ＋Ｑ＝１を満足する数である。
【０１１９】
　なお、シリコーン系材料を硬化性材料として用いる場合、その塗設に際しては、液状の
シリコーン系材料を用いて半導体発光素子３を被覆した後、熱や光によって硬化させれば
よい。
【０１２０】
　［３－２－２］シリコーン系材料の種類
　シリコーン系材料を硬化のメカニズムにより分類すると、通常、付加重合硬化タイプ、
縮重合硬化タイプ、紫外線硬化タイプ、パーオキサイド架硫タイプなどのシリコーン系材
料を挙げることができる。これらの中では、付加重合硬化タイプ（付加型シリコーン樹脂
）、縮合硬化タイプ（縮合型シリコーン樹脂）、紫外線硬化タイプが好適である。以下、
付加型シリコーン系材料、及び縮合型シリコーン系材料について説明する。
【０１２１】
　［３－２－２－１］付加型シリコーン系材料
　付加型シリコーン系材料とは、ポリオルガノシロキサン鎖が、有機付加結合により架橋
されたものをいう。代表的なものとしては、例えばビニルシランとヒドロシランとをＰｔ
触媒などの付加型触媒の存在下反応させて得られる、Ｓｉ－Ｃ－Ｃ－Ｓｉ結合を架橋点に
有する化合物等を挙げることができる。これらは市販のものを使用することができ、例え
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ば付加重合硬化タイプの具体的商品名としては信越化学工業社製「ＬＰＳ－１４００」「
ＬＰＳ－２４１０」「ＬＰＳ－３４００」等が挙げられる。
【０１２２】
　上記付加型シリコーン系材料は、具体的には、例えば下記平均組成式（１ａ）で表され
るアルケニル基含有オルガノポリシロキサン（Ａ）と下記平均組成式（２ａ）で表される
ヒドロシリル基含有オルガノポリシロキサン（Ｂ）を（Ａ）の総アルケニル基に対して（
Ｂ）の総ヒドロシリル基量が０．５～２．０倍となる量比で混合し、触媒量の付加反応触
媒（Ｃ）の存在下反応させて得ることが出来る。
【０１２３】
（Ａ）アルケニル基含有オルガノポリシロキサン
　ＲnＳｉＯ〔（4-n）/2〕　　　　　（１ａ）
（但し、式中Ｒは同一又は異種の置換又は非置換の１価炭化水素基、アルコキシ基、又は
水酸基で、ｎは１≦ｎ＜２を満たす正数である。）で示される１分子中に少なくとも２個
のケイ素原子に結合したアルケニル基を有するオルガノポリシロキサンである。
（Ｂ）ヒドロシリル基含有ポリオルガノシロキサン
　Ｒ’aＨbＳｉＯ〔(4-a-b)/2〕　　　　　　（２ａ）
（但し式中Ｒ’は脂肪族不飽和炭化水素基を除く同一又は異種の置換又は非置換の１価炭
化水素基、ａ、ｂは０．７≦ａ≦２．１、０．００１≦ｂ≦１．０かつ、０．８≦ａ＋ｂ
≦２．６を満たす正数である。）で示される１分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結
合した水素原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキサンである。
（Ｃ）付加反応触媒
【０１２４】
　付加型シリコーン系材料には、上記（Ａ）～（Ｃ）成分に加え、任意成分として硬化性
、ポットライフを与えるために付加反応制御剤、硬度・粘度を調節するために例えばアル
ケニル基を有する直鎖状のジオルガノポリシロキサンの他にも直鎖状の非反応性オルガノ
ポリシロキサン、ケイ素原子数が２～１０個程度の直鎖状又は環状の低分子オルガノポリ
シロキサンなどを本発明の効果を損なわない範囲で添加してもよい。
【０１２５】
　なお、上記組成物の硬化条件は特に制限されないが、１２０～１８０℃、３０～１８０
分の条件とすることが好ましい。得られる硬化物が硬化後にも柔らかいゲル状である場合
には、ゴム状や硬質プラスチック状のシリコーン樹脂と比較して線膨張係数大きいため、
室温付近の低温にて１０～３０時間硬化することにより内部応力の発生を抑制することが
できる。
【０１２６】
　付加型シリコーン系材料は公知のものを使用することができ、さらには金属やセラミッ
クスへの密着性を向上させる添加剤や有機基を導入しても良い。例えば、特許３９０９８
２６号公報、特許３９１００８０号公報、特開２００３－１２８９２２号公報、特開２０
０４－２２１３０８号公報、特開２００４－１８６１６８号公報に記載のシリコーン材料
が好適である。
【０１２７】
　［３－２－２－２］縮合型シリコーン系材料
　縮合型シリコーン系材料とは、例えば、アルキルアルコキシシランの加水分解・重縮合
で得られるＳｉ－Ｏ－Ｓｉ結合を架橋点に有する化合物を挙げることができる。具体的に
は、下記一般式（２）及び／又は（３）で表わされる化合物、及び／又はそのオリゴマー
を加水分解・重縮合して得られる重縮合物が挙げられる。
【０１２８】
Ｍm+ＸnＹ

1
m-n　　　　（２）

（式（２）中、Ｍは、ケイ素、アルミニウム、ジルコニウム、及びチタンからなる群より
選択される少なくとも１種の元素を表わし、Ｘは、加水分解性基を表わし、Ｙ1は、１価
の有機基を表わし、ｍは、Ｍの価数を表わす１以上の整数を表わし、ｎは、Ｘ基の数を表



(22) JP 2010-50235 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

わす１以上の整数を表わす。但し、ｍ≧ｎである。）
（Ｍs+ＸtＹ

1
s-t-1）uＹ

2　　　　（３）
（式（３）中、Ｍは、ケイ素、アルミニウム、ジルコニウム、及びチタンからなる群より
選択される少なくとも１種の元素を表わし、Ｘは、加水分解性基を表わし、Ｙ1は、１価
の有機基を表わし、Ｙ2は、ｕ価の有機基を表わし、ｓは、Ｍの価数を表わす１以上の整
数を表わし、ｔは、１以上、ｓ－１以下の整数を表わし、ｕは、２以上の整数を表わす。
）
【０１２９】
　また、縮合型シリコーン系材料には、硬化触媒を含有させておいても良い。硬化触媒と
しては、本発明の効果を著しく損なわない限り任意のものを用いることができ、例えば、
金属キレート化合物などを好適に用いることができる。金属キレート化合物は、アルミニ
ウム、ジルコニウム、スズ、亜鉛、チタン、ハフニウム及びタンタルからなる群より選ば
れるいずれか１以上を含むものが好ましく、Ｚｒを含むものがさらに好ましい。なお、硬
化触媒は、１種のみを用いてもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用しても
よい。
【０１３０】
　このような縮合型シリコーン系材料としては、例えば、特開２００６－７７２３４号公
報、特開２００６－２９１０１８号公報、特開２００６－３１６２６４号公報、特開２０
０６－３３６０１０号公報、特開２００６－３４８２８４号公報、および国際公開２００
６／０９０８０４号パンフレットに記載の半導体発光デバイス用部材が好適である。
【０１３１】
　本発明に係る硬化性材料として好適なシリコーン系材料は、シラノール含有率が、通常
０．０１重量％以上、好ましくは０．１重量％以上、より好ましくは０．３重量％以上、
また、通常１０重量％以下、好ましくは８重量％以下、更に好ましくは５重量％以下の範
囲である。シラノール含有率を低くすることにより、シラノール系材料は経時変化が少な
く、長期の性能安定性に優れ、吸湿・透湿性何れも低い優れた性能を有する。但し、シラ
ノールが全く含まれない部材は密着性に劣るため、シラノール含有率に上記のごとく最適
な範囲が存在する。
【０１３２】
　シリコーン系材料のシラノール含有率は、例えば、前記の［固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクト
ル測定］の項で説明した方法を用いて固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトル測定を行ない、全ピー
ク面積に対するシラノール由来のピーク面積の比率より、全ケイ素原子中のシラノールと
なっているケイ素原子の比率（％）を求め、別に分析したケイ素含有率と比較することに
より算出することができる。
【０１３３】
　また、本発明に係る硬化性材料として好適なシリコーン系材料は、適当量のシラノール
を含有しているため、発光素子やパッケージの表面に存在する極性部分にシラノールが水
素結合し、密着性が発現する。極性部分としては、例えば、水酸基やメタロキサン結合の
酸素等が挙げられる。
【０１３４】
　さらに、本発明に係る硬化性材料として好適なシリコーン系材料は、適切な触媒の存在
下で加熱することにより、発光素子やパッケージの表面の水酸基との間に脱水縮合による
共有結合を形成し、更に強固な密着性を発現することができる。
【０１３５】
　一方、シラノールが多過ぎると、系内が増粘して塗布が困難になったり、活性が高くな
り加熱により軽沸分が揮発する前に固化したりすることによって、発泡や内部応力の増大
が生じ、クラックなどを誘起する場合がある。
【０１３６】
　［３－２－３］ガラス材料
　本発明において透光性被覆層４にガラス材料を用いる場合、粉砕ガラスを溶融、硬化す
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ることにより製造することができる。
【０１３７】
　ガラス材料としては、屈伏点が通常７００℃以下、好ましくは６００℃以下、更に好ま
しくは５００℃以下であり、通常２００℃以上、好ましくは２５０℃以上である。屈伏点
が大きすぎると焼結する際に高温になり過ぎ、半導体発光素子の劣化を招く恐れがある。
また、蛍光体を混ぜて用いる場合に、蛍光体の劣化あるいは、蛍光体とガラス組成物との
反応により蛍光体の発光特性の低下が起こる場合がある。屈伏点が小さすぎると被覆の安
定性が低下し、製品の使用時に軟化するという不具合を生じる場合がある。
【０１３８】
　本発明に用いられるガラスの炭素成分は通常１００ｐｐｍ以下、好ましくは６０ｐｐｍ
以下、更に好ましくは３０ｐｐｍ以下、特に好ましくは１０ｐｐｍ以下である。炭素成分
が多すぎると無色透明性を十分担保できなくなるおそれがあるため、炭素成分は少ない程
好ましい。炭素成分を減少させる方法としては、予め溶融、硬化、粉砕工程を経て得られ
たガラスを用いる方法が好ましい。
【０１３９】
　本発明に用いられるガラスとしては、アルカリ金属、アルカリ土類金属およびＺｎから
選択される１以上を含有するガラス組成物（以下、単に「ガラス組成物」と称する。）が
好ましい。好ましくは下記（Ｉ）および（ＩＩ）の化合物を含有する。
（Ｉ）ＳｉＯ2、Ｂ2Ｏ3、Ｐ2Ｏ5、ＧｅＯ2、ＴｅＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｇａ2Ｏ3、およびＢｉ2

Ｏ3から選択される１以上を含む、Ｚａｃｈａｒｉａｓｅｎによるガラス形成酸化物。
（ＩＩ）アルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子、およびＺｎから選択される１以上を
含む網目修飾酸化物。
【０１４０】
　前記（Ｉ）成分における「Ｚａｃｈａｒｉａｓｅｎによるガラス形成酸化物」とは、非
特許文献Ｗ.Ｈ.　Ｚａｃｈａｒｉａｓｅｎ,　Ｊ.　Ａｍ. Ｃｈｅｍ.　Ｓｏｃ.　,　５４,
　３８４１－３８５１（１９３２）において提唱された概念である、ガラスの基本骨格で
あるガラス形成酸化物をいう。これらの中では、ＳｉＯ2、Ｂ2Ｏ3、Ｐ2Ｏ5、Ａｌ2Ｏ3を
含むガラス形成酸化物が好ましく、Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＯ2、Ｐ2Ｏ5を含むガラス形成酸化物
が特に好ましく、Ａｌ2Ｏ3、Ｐ2Ｏ5をともに含むものが最も好ましい。
【０１４１】
　前記（Ｉ）成分の配合量は、ガラス組成物全体に対して、通常２０重量％以上、好まし
くは３０重量％以上、さらに好ましくは３３重量％以上であり、通常９０重量％以下、好
ましくは８０重量％以下、さらに好ましくは７０重量％以下である。前記（Ｉ）成分の配
合量が少なすぎると機械的強度が低下したり、耐水性が劣ったりする場合がある、多すぎ
ると、屈伏点が高くなる場合がある。
【０１４２】
　また、本発明において、（ＩＩ）アルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子、およびＺ
ｎから選択される１以上を含む網目修飾酸化物とは、屈伏点を低下させたり、耐久性を向
上させたりするはたらきがある。これらの中ではＢａＯ、ＳｒＯ、ＺｎＯ、Ｌｉ2Ｏ、Ｎ
ａ2Ｏ、Ｋ2Ｏ、ＭｇＯを含む網目修飾酸化物が好ましく、Ｌｉ2Ｏ、Ｎａ2Ｏ、Ｋ2Ｏ、Ｚ
ｎＯ、ＣａＯを含む網目修飾酸化物が特に好ましい。
【０１４３】
　前記（ＩＩ）成分の配合量は、ガラス組成物全体に対して、通常１０重量％以上、好ま
しくは２０重量％以上、さらに好ましくは３０重量％以上であり、通常８０重量％以下、
好ましくは７０重量％以下、さらに好ましくは６７重量％以下である。前記（ＩＩ）成分
の配合量が多すぎると耐久性が低下する場合があり、少なすぎると、屈伏点が高くなる場
合がある。
【０１４４】
　（Ｉ）および（ＩＩ）の組み合わせとしては、例えばＰ2Ｏ5を含むガラス形成酸化物お
よびＮａ2Ｏを含む網目修飾酸化物の組み合わせを挙げることができる。
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【０１４５】
　また、（Ｉ）および（ＩＩ）の重量比としては、通常９０：１０～２０：８０好ましく
は８０：２０～２０：８０である。
【０１４６】
　［３－２－４］その他の成分
　硬化性材料には、本発明の効果を著しく損なわない限り、上記の無機系材料及び／又は
有機系材料などに、更にその他の成分を混合して用いることも可能である。なお、その他
の成分は、１種のみを用いてもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用しても
よい。
【０１４７】
　［３－２－５］無機粒子
　硬化性材料には、光学的特性や作業性を向上させるため、また、以下の〔１〕～〔５〕
の何れかの効果を得ることを目的として、更に無機粒子を含有させても良い。なお、無機
粒子は、１種のみを用いてもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用してもよ
い。
〔１〕硬化性材料に無機粒子を光散乱剤として含有させることにより、当該硬化性材料で
形成された層を散乱層とする。これにより、光源から伝送された光を散乱層において散乱
させることができ、導光部材から外部に放射される光の指向角を広げることが可能となる
。また、特に蛍光体を含まない透光性被覆層４に光散乱剤を含有させることで、その外側
に蛍光体を含有する層を配置した場合に発光素子からの照射が緩和されるので、蛍光体の
劣化を抑制することができる。
〔２〕硬化性材料に無機粒子を結合剤として含有させることにより、当該硬化性材料で形
成された層においてクラックの発生を防止することができる。
〔３〕硬化性材料に無機粒子を粘度調整剤として含有させることにより、当該硬化性材料
の粘度を高くすることができる。
〔４〕硬化性材料に無機粒子を含有させることにより、当該硬化性材料で形成された層の
収縮を低減することができる。
〔５〕硬化性材料に無機粒子を含有させることにより、当該硬化性材料で形成された層の
屈折率を調整して、光取り出し効率を向上させることができる。
【０１４８】
　ただし、硬化性材料に無機粒子を含有させる場合、その無機粒子の種類及び量によって
得られる効果が異なる。
【０１４９】
　例えば、無機粒子が粒径約１０ｎｍの超微粒子状シリカ、ヒュームドシリカ（乾式シリ
カ。例えば、「日本アエロジル株式会社製、商品名：ＡＥＲＯＳＩＬ＃２００」、「トク
ヤマ社製、商品名：レオロシール」等）の場合、硬化性材料のチクソトロピック性が増大
するため、上記〔３〕の効果が大きい。
【０１５０】
　また、例えば、無機粒子が粒径約数μｍの破砕シリカ若しくは真球状シリカの場合、チ
クソトロピック性の増加はほとんど無く、当該無機粒子を含む層の骨材としての働きが中
心となるので、上記〔２〕及び〔４〕の効果が大きい。
【０１５１】
　また、例えば、硬化性材料に用いられる他の化合物（前記の無機系材料及び／又は有機
系材料など）とは屈折率が異なる粒径約１μｍの無機粒子を用いると、前記化合物と無機
粒子との界面における光散乱が大きくなるので、上記〔１〕の効果が大きい。
【０１５２】
　また、例えば、硬化性材料に用いられる他の化合物より屈折率の大きな、中央粒径が通
常１ｎｍ以上、好ましくは３ｎｍ以上、また、通常１０ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以下
、具体的には発光波長以下の粒径をもつ無機粒子を用いると、当該無機粒子を含む層の透
明性を保ったまま屈折率を向上させることができるので、上記〔５〕の効果が大きい。
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【０１５３】
　従って、混合する無機粒子の種類は目的に応じて選択すれば良い。また、その種類は単
一でも良く、複数種を組み合わせてもよい。また、分散性を改善するためにシランカップ
リング剤などの表面処理剤で表面処理されていても良い。
【０１５４】
　本発明においては、透光性被覆層の形状を保持させる観点から、チクソトロピック性を
高めることが好ましいため、粒径約１０ｎｍの超微粒子状シリカ、ヒュームドシリカを含
有することが好ましい。
【０１５５】
　［３－２－５－１］無機粒子の種類
　使用する無機粒子の種類としては、例えば、シリカ、チタン酸バリウム、酸化チタン、
酸化ジルコニウム、酸化ニオブ、酸化アルミニウム、酸化セリウム、酸化イットリウムな
どの無機酸化物粒子やダイヤモンド粒子が挙げられるが、目的に応じて他の物質を選択す
ることもでき、これらに限定されるものではない。
【０１５６】
　無機粒子の形態は粉体状、スラリー状等、目的に応じいかなる形態でもよいが、透明性
を保つ必要がある場合は、当該無機粒子を含有させる層に含有されるその他の材料と屈折
率を同等としたり、水系・溶媒系の透明ゾルとして硬化性材料に加えたりすることが好ま
しい。
【０１５７】
　［３－２－５－２］無機粒子の中央粒径
　これらの無機粒子（一次粒子）の中央粒径は特に限定されないが、通常、蛍光体粒子の
１／１０以下程度である。具体的には、目的に応じて以下の中央粒径のものが用いられる
。例えば、無機粒子を光散乱材として用いるのであれば、その中央粒径は通常０．０５μ
ｍ以上、好ましくは０．１μｍ以上、また、通常５０μｍ以下、好ましくは２０μｍ以下
である。また、例えば、無機粒子を骨材として用いるのであれば、その中央粒径は１μｍ
～１０μｍが好適である。また、例えば、無機粒子を増粘剤（チクソ剤）として用いるの
であれば、その中央粒径は１０～１００ｎｍが好適である。また、例えば、無機粒子を屈
折率調整剤として用いるのであれば、その中央粒径は１～１０ｎｍが好適である。
【０１５８】
　［３－２－５－３］無機粒子の混合方法
　無機粒子を混合する方法は特に制限されない。通常は、蛍光体と同様に遊星攪拌ミキサ
ー等を用いて脱泡しつつ混合することが推奨される。例えばアエロジルのような凝集しや
すい小粒子を混合する場合には、粒子混合後必要に応じビーズミルや三本ロールなどを用
いて凝集粒子の解砕を行なってから蛍光体等の混合容易な大粒子成分を混合しても良い。
【０１５９】
　［３－２－５－４］無機粒子の含有率
　硬化性材料中における無機粒子の含有率は、本発明の効果を著しく損なわない限り任意
であり、その適用形態により自由に選定できる。ただし、当該無機粒子を含有する層にお
ける無機粒子の含有率は、その適用形態により選定することが好ましい。例えば、無機粒
子を光散乱剤として用いる場合は、その層内における含有率は０．０１～１０重量％が好
適である。また、例えば、無機粒子を骨材として用いる場合は、その層内における含有率
は１～５０重量％が好適である。また、例えば、無機粒子を屈折率調整剤として用いる場
合は、その層内における含有率は１０～８０重量％が好適である。無機粒子の量が少なす
ぎると所望の効果が得られなくなる可能性があり、多すぎると硬化物の密着性、透明性、
硬度等の諸特性に悪影響を及ぼす可能性がある。
【０１６０】
　本発明においては、前述の通り、透光性被覆層の形状を保持させる観点から、チクソト
ロピック性を制御することが好ましい。超微粒子状シリカ、ヒュームドシリカの含有量は
、含有させる前の硬化性材料の粘度との関係で適宜調節することにより設定されるが、硬
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化性材料全体に対して、通常５重量％以上、好ましくは１０重量％以上であり、通常４０
重量％以下、好ましくは３０重量％以下である。超微粒子状シリカ、ヒュームドシリカの
含有量が多すぎると、粘度が高くなり過ぎるため、透光性被覆層４の形状の制御が困難に
なる。
【０１６１】
　また、硬化性材料における無機粒子の含有率は、各層における無機粒子の含有率が前記
範囲に収まるように設定すればよい。したがって、硬化性材料が乾燥工程において重量変
化しない場合は硬化性材料における無機粒子の含有率は形成される各層における無機粒子
の含有率と同様になる。また、硬化性材料が溶媒等を含有している場合など、当該硬化性
材料が乾燥工程において重量変化する場合は、その溶媒等を除いた硬化性材料における無
機粒子の含有率が、形成される各層における無機粒子の含有率と同様になるようにすれば
よい。
【０１６２】
　さらに、硬化性材料として前記のアルキルアルコキシシランの加水分解・重縮合物を用
いる場合には、当該加水分解・重縮合物はエポキシ樹脂やシリコーン樹脂などの他の硬化
性材料と比較して低粘度であり、かつ蛍光体や無機粒子とのなじみが良く、高濃度の無機
粒子を分散しても十分に塗布性能を維持することが出来る利点を有する。また、必要に応
じて重合度の調整やアエロジル等のチクソ材を含有させることにより高粘度にすることも
可能であり、目的の無機粒子含有量に応じた粘度の調整幅が大きく、塗布対象物の種類や
形状さらにはポッティング、スピンコート、印刷などの各種塗布方法に柔軟に対応できる
塗布液を提供することが出来る。
【０１６３】
　上述の観点から、硬化性材料の物性は、下記の物性規定試験で測定される最大高さ／接
触線幅が０．００１５以上であることが好ましい。
＜物性規定試験＞
（手順１）ガラス平滑面に、内径１．５２ｍｍのニードルからその内径と同じ太さになる
ように硬化性材料（透光性被覆材）にて直線を描画する。
（手順２）前記（手順１）の直後に硬化性材料を硬化させる。
（手順３）硬化後のガラスに接触している硬化性材料の線幅とガラス面からの最大高さを
測定し、その比（最大高さ/接触線幅）を算出する。
【０１６４】
　最大高さ／接触線幅は、より好ましくは０．００５以上、さらに好ましくは０．０１以
上である。また、最大高さ／接触線幅は、好ましくは７０以下、より好ましくは２０以下
、さらに好ましくは１０以下である。最大高さ／接触線幅が小さすぎると、レベリングし
過ぎて硬化性材料をドーム状に盛ることが困難になる。逆に、最大高さ／接触線幅が大き
過ぎると、レベリングし難く、硬化性材料を塗布した際にできる角が残り、硬化後にきれ
いなドーム状とならないことがある。
【０１６５】
　なお、（手順２）において、硬化性材料の硬化条件は材料により異なるが、速やかに完
全に硬化させることが好ましい。例えば熱硬化性のシリコーン系材料の場合は、１５０℃
の通風オーブンで１時間保持するなどの条件により硬化させる。
【０１６６】
　また、硬化性材料が熱硬化性のシリコーン系材料の場合は、下記の粘度測定条件にて粘
度を測定しながら硬化させた際の粘度ηの逆数の積分値が０．００１以上、５００００以
下となるような物性を有していることも好ましい。
【０１６７】
　＜粘度測定条件＞
　直径２５ｍｍで傾斜角１度のコーンプレートを使用するレオメーターにおいて、せん断
速度１（１／ｓ）にて、２５℃から１４５℃まで５℃/分で昇温し、その後１４５℃にて
１時間保持した場合の粘度ηをプロファイルする。
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【０１６８】
　透光性被覆層４が所望のドーム形状を保つためには、硬化性材料が硬化（加熱）の過程
でレベリングして角や凹みがなくなるほど粘度の低い材料である必要がある。一方、軟化
等により粘度が下がって液が周囲に広がってしまわない程度に粘度（チキソ性）が高い材
料である必要もある。
【０１６９】
　非揮発系材料のレベリングの理論としては、Orchardの理論が最も一般的に使用されて
おり、その理論式は以下の通りである。
【０１７０】
【数１】

　ここで、材料の特性としてはγとηが関係する。
【０１７１】
　シリコーン系材料を想定した場合には、表面張力は材料間で大きな差が無いと推定され
るので、その場合にもっとも影響が大きいのは必然的にηの値となる。
【０１７２】
　さらに、硬化の過程における
【０１７３】
【数２】

が直接的にレベリングの度合いa/a0に影響を及ぼすことがわかるので、所望の形状の透光
性被覆層４を作成するためには、「粘度の逆数の積分値」が上記範囲内におさまることが
好ましい条件となる。粘度ηの逆数の積分値は、より好ましくは１００００以下、特に好
ましくは１０００以下である。また、粘度ηの逆数の積分値は、より好ましくは０．０１
以上、さらに好ましくは０．１以上である。
【０１７４】
　粘度ηの逆数の積分値が大きすぎると、レベリングし過ぎて硬化性材料をドーム状に盛
ることが困難になる。その逆に、粘度ηの逆数の積分値が小さ過ぎると、レベリングし難
く、硬化性材料を塗布した際にできる角が残り、硬化後にきれいなドーム状とならないこ
とがある。
【０１７５】
　［３－３］蛍光体
　透光性被覆層４には蛍光体を含有させることができる。
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【０１７６】
　本発明の半導体発光装置に用いられる蛍光体は、紫外線～青色光により励起される赤色
、黄色、緑色、および青色蛍光体が挙げられる。
【０１７７】
　蛍光体の組成には特に制限はないが、結晶母体であるＹ2Ｏ3、Ｚｎ2ＳｉＯ4等に代表さ
れる金属酸化物、Ｃａ5（ＰＯ4）3Ｃｌ等に代表されるリン酸塩及びＺｎＳ、ＳｒＳ、Ｃ
ａＳ等に代表される硫化物に、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ
、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ等の希土類金属のイオンやＡｇ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｌ、Ｍｎ、Ｓｂ等の
金属のイオンを付活剤または共付活剤として組み合わせたものが好ましい。
【０１７８】
　結晶母体の好ましい例としては、例えば、（Ｚｎ，Ｃｄ）Ｓ、ＳｒＧａ2Ｓ4、ＳｒＳ、
ＺｎＳ等の硫化物、Ｙ2Ｏ2Ｓ等の酸硫化物、（Ｙ，Ｇｄ）3Ａｌ5Ｏ12、ＹＡｌＯ3、Ｂａ
ＭｇＡｌ10Ｏ17、（Ｂａ，Ｓｒ）（Ｍｇ，Ｍｎ）Ａｌ10Ｏ17、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）（Ｍ
ｇ，Ｚｎ，Ｍｎ）Ａｌ10Ｏ17、ＢａＡｌ12Ｏ19、ＣｅＭｇＡｌ11Ｏ19、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｍ
ｇ）Ｏ・Ａｌ2Ｏ3、ＢａＡｌ2Ｓｉ2Ｏ8、ＳｒＡｌ2Ｏ4、Ｓｒ4Ａｌ14Ｏ25、Ｙ3Ａｌ5Ｏ12

等のアルミン酸塩、Ｙ2ＳｉＯ5、Ｚｎ2ＳｉＯ4等の珪酸塩、ＳｎＯ2、Ｙ2Ｏ3等の酸化物
、ＧｄＭｇＢ5Ｏ10、（Ｙ，Ｇｄ）ＢＯ3等の硼酸塩、Ｃａ10（ＰＯ4）6（Ｆ，Ｃｌ）2、
（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ）10（ＰＯ4）6Ｃｌ2等のハロリン酸塩、Ｓｒ2Ｐ2Ｏ7、（Ｌａ
，Ｃｅ）ＰＯ4等のリン酸塩等を挙げることができる。
【０１７９】
　ただし、上記の結晶母体及び付活剤または共付活剤は、元素組成には特に制限はなく、
同族の元素と一部置き換えることもでき、得られた蛍光体は近紫外から可視領域の光を吸
収して可視光を発するものであれば用いることが可能である。
【０１８０】
　［３－３－１］蛍光体の含有率
　硬化性材料中における蛍光体の含有率は、本発明の効果を著しく損なわない限り任意で
あり、その適用形態により自由に選定できる。ただし、透光性被覆層４中の蛍光体総量と
して、通常１５重量％以上、好ましくは１８重量％以上、より好ましくは２０重量％以上
、また、通常３０重量％以下、好ましくは２８重量％以下、より好ましくは２５重量％以
下である。また、流体状の硬化性材料における蛍光体の含有率は、透光性被覆層４におけ
る蛍光体の含有率が前記範囲に収まるように設定すればよい。したがって、流体状の硬化
性材料が硬化性材料硬化工程において重量変化しない場合は硬化性材料における蛍光体の
含有率は透光性被覆層４における蛍光体の含有率と同様になる。また、流体状の硬化性材
料が溶媒等を含有している場合など、硬化性材料が硬化性材料硬化工程において重量変化
する場合は、その溶媒等を除いた硬化性材料における蛍光体の含有率が透光性被覆層４に
おける蛍光体の含有率と同様になるようにすればよい。
【０１８１】
　ただし、前記の蛍光体の含有率は、特に白色の光を得る場合に好適なものである。した
がって、具体的な蛍光体含有率は目的色、蛍光体の発光効率、混色形式、蛍光体比重、塗
布膜厚、光学部材の形状により多様であり、この限りではない。
【０１８２】
　［３－３―２］層構造
　透光性被覆層４が蛍光体を含有する場合、透光性被覆層４は単層であってもよいし、青
色蛍光体を含有することによって青色に発光する蛍光層（第１の蛍光層）と、青色蛍光体
以外の蛍光体（すなわち、黄色蛍光体、緑色蛍光体および赤色蛍光体の少なくとも１種）
を含有することによって青色以外の色に発光する蛍光層（第２の蛍光層）と、の２層構造
とすることもできる。青色蛍光体には、紫外から近紫外領域の光によって励起される蛍光
体が用いられる。青色蛍光体以外の蛍光体には、青色光によって励起される蛍光体、また
は紫外から近紫外の領域の光によって励起される蛍光体が用いられる。
【０１８３】
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　このように、透光性被覆層４を第１の蛍光層および第２の蛍光層の２層構造とすること
で、半導体発光素子３側からより離れた蛍光層に含有される蛍光体の劣化をより抑制する
ことができる。
【０１８４】
　半導体発光素子３側からの第１の蛍光層および第２の蛍光層の積層順は、第２の蛍光層
が含有する蛍光体がどの波長領域で励起されるかに応じて適宜定めることができる。
【０１８５】
　第２の蛍光層に含有される蛍光体が青色光によって励起される場合は、第１の蛍光層お
よび第２の蛍光層をこの順番に積層することが好ましい。これにより、第２の蛍光層に含
有される蛍光体として、従来の青色光によって励起されて発光し青色光と混色することに
よって白色光を取り出す発光装置に用いられていた蛍光体を用いることができる。このよ
うな発光装置は、従来公知の青色発光素子の発光色と青励起の黄色蛍光体、もしくは青励
起の赤・緑蛍光体の発光色を組み合わせて白色とする発光装置と比較して、発光装置の温
度環境による色ずれが少なく安定した色度の白色光を提供することができる。これは青色
発光素子の温度による発光波長や輝度の変化が大きく、発光素子からの透過光を直接利用
し白色を得る発光装置にもこの影響が出るためである。本形態では、赤・緑・青の光は全
て温度により発光波長変化しにくい蛍光体由来であり、温度変化により励起光の波長や輝
度が多少変化しても色ずれが起きにくい。
【０１８６】
　一方、第２の蛍光層に含有される蛍光体が紫外から近紫外光によって励起される場合は
、第２の蛍光層および第１の蛍光層をこの順番に積層することが好ましい。このように、
第１および第２の蛍光層に含有される蛍光体は紫外から近紫外領域の光で励起されるもの
とし、かつ上記の順番で第１の蛍光層および第２の蛍光層を積層することで、半導体発光
素子３から発せられる励起光の利用効率を向上させることができる。
【０１８７】
　紫外から近紫外光により励起されて緑色や赤色光を発する蛍光体は、通常青色領域にも
吸収端を有し、紫外～近紫外光により励起された青色光蛍光体の発する青色光を吸収して
しまう。このため、青色蛍光体を半導体発光素子３の直近に配置して、白色光を発する半
導体発光装置１を構成すると、青色光を緑色や赤色蛍光体が吸収し青色光成分が減少し、
青色の蛍光体を余分に配合する必要が生じ、蛍光体の利用効率が低下する。そこで、青色
蛍光体を半導体発光素子３から最も離れた位置に配置することにより、青色光の吸収が起
きにくく、さらに青色蛍光体使用量も減るため、得られる白色光の輝度が高くなる。
【０１８８】
　透光性被覆層４を２層構造とする場合、半導体発光素子３に近い側の蛍光層に含有され
る蛍光体の粒径を、半導体発光素子３から離れた側の蛍光層に含有される蛍光体の粒径よ
りも小さくすることが好ましい。このように蛍光体の粒径を調整することで、半導体発光
素子３から発せられた光を効率よく各蛍光層へ伝達することができる。その結果、各蛍光
層に含有される蛍光体を効率よく励起させることができ、半導体発光装置１から取り出さ
れる光の輝度をより向上させることができる。なお、蛍光体の粒径は、中央粒径（Ｄ50）
で規定することができる。
【０１８９】
　以下、各蛍光層に含有される蛍光体についてより詳しく説明する。
【０１９０】
　［３－３－２Ａ］第１の蛍光層
　第１の蛍光層に含有される青色蛍光体を励起可能な具体的な波長範囲は、通常３５０ｎ
ｍ以上、好ましくは３８０ｎｍ以上、また、通常４３０ｎｍ以下、好ましくは４２０ｎｍ
以下の波長範囲である。励起可能な波長が、上記範囲より長い場合は発光装置や照明装置
が暗くなる虞があり、また、短い場合は蛍光体が励起し難くなる虞がある。
【０１９１】
　かかる蛍光体として好ましくは、酸化物系蛍光体、塩化物系蛍光体等の青色系蛍光体を
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用いることができる。さらに好ましくは、Ｅｕ付活アルミン酸塩蛍光体、Ｅｕ付活シリケ
ート系蛍光体、Ｅｕ付活アパタイト系蛍光体等が好適に用いられる。また、六方晶系の結
晶構造を持つものが好適に用いられる。
【０１９２】
　特に好ましい蛍光体としては、例えば、（Ｂａ，Ｓｒ）ＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ、Ｍ

ｘ（Ｓｉ，Ａｌ）１２（Ｎ，Ｏ）１６等が挙げられるが、特に（Ｂａ，Ｓｒ）ＭｇＡｌ１

０Ｏ１７：Ｅｕが好ましい。
【０１９３】
　これらは１種を単独で用いても良く、２種以上を併用しても良い。
【０１９４】
　［３－３－２Ｂ］第２の蛍光層（青色光励起）
　第２の蛍光層が青色光で励起される蛍光体を含有する場合、その蛍光体を励起可能な具
体的な波長範囲は、通常４３０ｎｍ以上、好ましくは４４０ｎｍ以上であり、また、通常
５００ｎｍ以下、好ましくは４８０ｎｍ以下、特に好ましくは４６０ｎｍ以下の波長範囲
である。励起可能な波長が、上記範囲より長い場合は発光装置や照明装置が暗くなる虞が
あり、また、短い場合は蛍光体が励起し難くなる虞がある。
【０１９５】
　かかる蛍光体としては、以下に述べる赤色蛍光体、緑色蛍光体および黄色蛍光体を挙げ
ることができる。
【０１９６】
　［３－３－２Ｂ－１］赤色蛍光体
　赤色蛍光体としては、例えば、赤色破断面を有する破断粒子から構成され、赤色領域の
発光を行なう（Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕで表わされるユウロピウム付
活アルカリ土類シリコンナイトライド系蛍光体、規則的な結晶成長形状としてほぼ球形状
を有する成長粒子から構成され、赤色領域の発光を行なう（Ｙ，Ｌａ，Ｇｄ，Ｌｕ）2Ｏ2

Ｓ：Ｅｕで表わされるユウロピウム付活希土類オキシカルコゲナイド系蛍光体等が挙げら
れる。
【０１９７】
　さらに、特開２００４－３００２４７号公報に記載された、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、
Ｔａ、Ｗ、及びＭｏよりなる群から選ばれる少なくも１種の元素を含有する酸窒化物及び
／又は酸硫化物を含有する蛍光体であって、Ａｌ元素の一部又は全てがＧａ元素で置換さ
れたアルファサイアロン構造をもつ酸窒化物を含有する蛍光体も用いることができる。な
お、これらは酸窒化物及び／又は酸硫化物を含有する蛍光体である。
【０１９８】
　［３－３－２Ｂ－２］緑色蛍光体
　緑色蛍光体として、例えば、破断面を有する破断粒子から構成され、緑色領域の発光を
行なう（Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）Ｓｉ2Ｏ2Ｎ2：Ｅｕで表わされるユウロピウム付活ア
ルカリ土類シリコンオキシナイトライド系蛍光体、破断面を有する破断粒子から構成され
、緑色領域の発光を行なう（Ｂａ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｍｇ）2ＳｉＯ4：Ｅｕで表わされるユウ
ロピウム付活アルカリ土類シリケート系蛍光体等が挙げられる。
【０１９９】
　［３－３－２Ｂ－３］黄色蛍光体
　黄色蛍光体としては、例えば、各種の酸化物系、窒化物系、酸窒化物系、硫化物系、酸
硫化物系等の蛍光体が挙げられる。特に、ＲＥ3Ｍ5Ｏ12：Ｃｅ（ここで、ＲＥは、Ｙ，Ｔ
ｂ，Ｇｄ，Ｌｕ，Ｓｍの少なくとも１種類の元素を表わし、Ｍは、Ａｌ，Ｇａ，Ｓｃの少
なくとも１種類の元素を表わす。）やＭ2

3Ｍ
3
2Ｍ

4
3Ｏ12：Ｃｅ（ここで、Ｍ2は２価の金

属元素、Ｍ3は３価の金属元素、Ｍ4は４価の金属元素）等で表わされるガーネット構造を
有するガーネット系蛍光体、ＡＥ2Ｍ

5Ｏ4：Ｅｕ（ここで、ＡＥは、Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ，
Ｍｇ，Ｚｎの少なくとも１種類の元素を表わし、Ｍ5は、Ｓｉ，Ｇｅの少なくとも１種類
の元素を表わす。）等で表わされるオルソシリケート系蛍光体、これらの系の蛍光体の構
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成元素の酸素の一部を窒素で置換した酸窒化物系蛍光体、ＡＥＡｌＳｉＮ3：Ｃｅ（ここ
で、ＡＥは、Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ，Ｍｇ，Ｚｎの少なくとも１種類の元素を表わす。）等の
ＣａＡｌＳｉＮ3構造を有する窒化物系蛍光体等のＣｅで付活した蛍光体などが挙げられ
る。
【０２００】
　［３－３－２Ｃ］第２の蛍光層（紫外光励起）
　第２の蛍光層が、紫外から近紫外領域の光で励起される蛍光体を含む場合、その蛍光体
を励起可能な具体的な波長範囲は、通常３５０ｎｍ以上、好ましくは３８０ｎｍ以上、ま
た、通常４３０ｎｍ以下、好ましくは４２０ｎｍ以下の波長範囲である。励起可能な波長
が、上記範囲より長い場合は発光装置や照明装置が暗くなる虞があり、また、短い場合は
蛍光体が励起し難くなる虞がある。
【０２０１】
　かかる蛍光体としては、前述の赤色蛍光体、緑色蛍光体および黄色蛍光体を挙げること
ができる。
【０２０２】
　上記の中で好ましい緑色蛍光体としては、例えば、酸化物系蛍光体、酸窒化物系蛍光体
、窒化物系蛍光体、硫化物系蛍光体等の緑色系蛍光体を挙げることができる。さらに好ま
しくは、Ｅｕ付活シリケート系蛍光体、Ｃｅ付活ガーネット系蛍光体、Ｅｕ，Ｍｎ共付活
アルミン酸塩蛍光体、Ｅｕ付活βサイアロン系蛍光体、Ｃｅ付活酸化スカンジウム系蛍光
体、Ｅｕ付活オキシナイトライド系蛍光体等が好適に用いられる。また、立方晶系、斜方
晶系または六方晶系の結晶構造を持つものが好適に用いられる。
【０２０３】
　特に好ましい緑色蛍光体としては、例えば、Ｙ３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅ、Ｃａ

３（Ｓｃ，Ｍｇ）２Ｓｉ３Ｏ１２：Ｃｅ、Ｍｇを添加したＣａ３Ｓｃ２Ｓｉ３Ｏ１２：Ｃ
ｅ、（Ｃａ，Ｓｒ）Ｓｃ２Ｏ４：Ｃｅ、（Ｃａ，Ｍｇ，Ｚｎ，Ｓｒ，Ｂａ）Ｓｉ２Ｎ２Ｏ

２：Ｅｕ、Ｓｉ６－ｚＡｌｚＯｚＮ８－ｚ：Ｅｕ等を挙げることができる。
【０２０４】
　特に、本発明においては、蛍光体の劣化抑制の効果が高いという点で、以下の蛍光体を
好ましいものとして挙げることができる。
【０２０５】
　（ｉ）（ＭＩ（１－γ）ＭＩＩ

γ）αＳｉＯβ：Ｅｕで表されるＥｕ付活シリケート系
蛍光体
（ここで、ＭＩは、Ｂａ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｚｎ及びＭｇからなる群より選ばれる１種以上の
元素を表し、ＭＩＩは、２価及び３価の原子価を取りうる１種以上の金属元素を表わす。
但し、ＭＩＩ全体に対する２価の元素のモル比が０．５以上、１以下である。γ、α及び
βは各々、０．０１≦γ＜０．３、１．５≦α≦２．５、及び、３．５≦β≦４．５を満
たす数を表わす。）その中でも、（Ｂａ，Ｓｒ）２ＳｉＯ４：Ｅｕが特に好ましい。
【０２０６】
　（ｉｉ）Ｍ１xＢａyＭ２zＬuＯvＮwで表される蛍光体
（ここで、Ｍ１はＣｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ
、Ｅｒ、Ｔｍ及びＹｂからなる群より選ばれる少なくとも１種類の付活元素を示し、Ｍ２
はＳｒ、Ｃａ、Ｍｇ及びＺｎから選ばれる少なくとも１種類の二価の金属元素を示し、Ｌ
は周期律表第４族又は１４族に属する金属元素から選ばれる金属元素を示し、ｘ、ｙ、ｚ
、ｕ、ｖ及びｗは、それぞれ以下の範囲の数値である。
０．００００１≦ｘ≦３
０≦ｙ≦２．９９９９９
２．６≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦３
０＜ｕ≦１１
６＜ｖ≦２５
０＜ｗ≦１７）
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【０２０７】
　上記緑色蛍光体は１種を単独で用いても良く、２種以上を併用しても良い。
【０２０８】
　また、上記の中で好ましい赤色蛍光体としては、窒化物系蛍光体、硫化物系蛍光体、酸
硫化物系蛍光体、酸窒化物系蛍光体等の赤色系蛍光体を挙げることができる。さらに好ま
しくは、Ｅｕ付活シリコンナイトライド系蛍光体、Ｅｕ付活アルカリ土類金属硫化物系蛍
光体、Ｅｕ付活αサイアロン系蛍光体、Ｅｕ付活希土類酸硫化物系蛍光体等が好適に用い
られる。また、斜方晶系または六方晶系の結晶構造を持つものが好適に用いられる。
【０２０９】
　特に好ましい蛍光体としては、例えば、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、（
Ｓｒ，Ｃａ）Ｓ：Ｅｕ、Ｌａ２Ｏ２Ｓ、Ｍ’

ｐＳｉ１２－（ｍ＋ｎ）Ａｌ（ｍ＋ｎ）Ｏｎ
Ｎ１６－ｎ：Ｅｕ（ただし、Ｍ’はＣａ、Ｓｒ及び／又はＹを表し、０＜ｐ≦２、０＜ｍ
≦６、０≦ｎ≦３である。）等を挙げることができるが、特にＭ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄ

ＮｅＯｆで表される蛍光体が好ましい。ここで、０．００００１≦ａ≦０．１５、ａ＋ｂ
＝１、０．５≦ｃ≦１．５、０．５≦ｄ≦１．５、２．５≦ｅ≦３．５、０≦ｆ≦０．５
である。また、Ｍ１は付活元素であり、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅ
ｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、及びＹｂよりなる群から選ばれる１種以上の元素で
ある。Ｍ２は２価の金属元素であり、Ｍ２の５０モル％以上がＣａ及び／又はＳｒである
ことが好ましい。Ｍ３は３価の金属元素であり、Ｍ３の５０モル％以上がＡｌであること
が発光特性の高い蛍光体が得られるので好ましいが、Ｍ３の８０モル％以上をＡｌとする
のが好ましく、９０モル％以上をＡｌとするのがより好ましく、Ｍ３の全てをＡｌとする
のが最も好ましい。Ｍ４は、少なくともＳｉを含む４価の金属元素であり、Ｍ４の５０モ
ル％以上がＳｉであることが好ましい。その中でも（Ｓｒ，Ｃａ，Ｍｇ）ＡｌＳｉＮ３：
Ｅｕが特に好ましい。
【０２１０】
　上記赤色蛍光体は１種を単独で用いても良く、２種以上を併用しても良い。
【０２１１】
　［３－３－３］各色蛍光体の好ましい組み合わせ
　以上のように、透光性被覆層４は、単層構造の場合と２層構造の場合があり、さらに２
層構造の場合には各層に異なる蛍光体を含有する。それぞれの場合に、各色蛍光体の好ま
しい組み合わせがある。以下に、各色蛍光体の好ましい組み合わせを例示する。
【０２１２】
　［３－３―３－１］単層構造の場合
　透光性被覆層４が単層構造の場合は、紫外から近紫外領域の光で励起される、蛍光体含
有層は青色蛍光体、緑色蛍光体および赤色蛍光体を含有することが好ましい。表１に、具
体的な各色蛍光体の好ましい組み合わせを示す。
【０２１３】
【表１】
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　表１では３色の蛍光体のみを含有する例を示したが、組み合わせ例１－１から１－６の
それぞれに、３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎで表される深赤色蛍光体を
加えて４色の蛍光体の組み合わせとすることも好ましい。
【０２１４】
　［３－３―３－２］２層構造（第２の蛍光層が青色光励起）の場合
　この層構造において白色光を取り出す場合、第２の蛍光層が含有する蛍光体の組み合わ
せとして好ましいのは、黄色蛍光体および赤色蛍光体の組み合わせ、または緑色蛍光体お
よび赤色蛍光体の組み合わせである。
【０２１５】
　表２に、第２の蛍光層が黄色蛍光体および赤色蛍光体を含有する場合の、透光性被覆層
４における具体的な各色蛍光体の好ましい組み合わせ例を示す。また、表３に、第２の蛍
光層が緑色蛍光体および赤色蛍光体を含有する場合の、透光性被覆層４における具体的な
各色蛍光体の好ましい組み合わせ例を示す。なお、表２および表３に示すのは、第１の蛍
光層および第２の蛍光層をこの順番で積層した場合の好ましい組み合わせ例である。
【０２１６】
【表２】

【０２１７】
【表３】

　表２では３色の蛍光体のみを含有する例を示したが、組み合わせ例２Ｂ－１から２Ｂ－
５のそれぞれに、(Ｃａ,Ｍｇ)ＡｌＳｉＮｉ３：Ｅｕ、またはＣａＡｌＳｉＮｉ３：Ｅｕ
で表される深赤色蛍光体を加えて４色の蛍光体の組み合わせとすることも好ましい。
【０２１８】
　［３－３―３－３］２層構造（第２の蛍光層が紫外から近紫外光励起）の場合
　この層構造において白色光を取り出す場合、第２の蛍光層が含有する蛍光体の組み合わ
せとして好ましいのは、緑色蛍光体および赤色蛍光体の組み合わせである。表４に、その
場合の透光性被覆層４における具体的な各色蛍光体の好ましい組み合わせ例を示す。なお
、表４に示すのは、第２の蛍光層および第１の蛍光層をこの順番で積層した場合の好まし
い組み合わせ例である。
【０２１９】
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【表４】

　表４では３色の蛍光体のみを含有する例を示したが、組み合わせ例３－１から３－６の
それぞれに、３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎで表される深赤色蛍光体を
加えて４色の蛍光体の組み合わせとすることも好ましい。
【０２２０】
　以上の好ましい組み合わせ例で述べた、「深赤色蛍光体」とは、波長６３０ｎｍ以上７
００ｎｍ以下の範囲に発光ピーク波長を有する蛍光体である。
【０２２１】
　また、本実施形態において、透光性被覆層４における蛍光層は３層以上の積層構造を有
していてもよい。
【０２２２】
　積層構造における各々の蛍光層はそれぞれ赤色、緑色、青色蛍光体を含有する蛍光層か
ら形成されている。しかして、各々蛍光層の各色蛍光体が励起されてそれぞれが固有の発
光を呈し、その合成光として、例えば白色光が得られることになる。
【０２２３】
　ここで、蛍光層の積層の順序は、特に限定されず、蛍光体の特性、その他の要因を検討
して、適宜配置される。例えば、半導体発光素子３に近い程、短波長の蛍光色を有するよ
うに配置すれば、励起光、蛍光体の発光の利用効率の観点からは好ましい。積層の順序を
、半導体発光素子３に近い程、含有する蛍光体の平均粒子径が小さくなるように配置すれ
ば、励起光を効率的に散乱させる効果を期待する観点からは好ましい。蛍光体の劣化防止
の観点からは、以下の配置とすることが好ましい。
（ｉ）光劣化しやすい蛍光体を半導体発光素子３に最も遠くなるように上面の層に配置す
る。
（ｉｉ）水分により劣化しやすい蛍光体を半導体発光素子３に最も近くなるように下面の
層に配置する。これにより蛍光体を外気から遠ざけ、水分劣化を抑制する。
（ｉｉｉ）硫黄成分を含有する蛍光体を積層の中間に配置する。これにより外気の水分劣
化を抑制し、半導体発光素子３の硫黄成分による黒変などを抑制する。
【０２２４】
　［４］半導体発光装置
　以上、サブマウント２、半導体発光素子３および透光性被覆層４について説明した。本
形態では、上述したように、外側境界線Ｌb上の任意の接触点におけるサブマウント２に
対する透光性被覆層４の接触角度θが、場所によって異なっている。このように透光性被
覆層４を形成することで、成形型を用いることなく、例えば上述した硬化性材料を、半導
体発光素子３が搭載されたサブマウント２の上面に、半導体発光素子３を被覆するように
滴下し、それを硬化させるだけで極めて簡単に透光性被覆層４を形成することができる。
その結果、光取り出し効率に優れた半導体発光装置を安価に提供することができるように
なる。特に、接触角度θが、外側境界線Ｌb上の全周にわたって３０°≦θ≦１６５°の
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範囲で変化していることにより、光取り出し効率がより優れた透光性被覆層４の形状が得
やすくなる。
【０２２５】
　ここで重要なのは、サブマウント２上での硬化性材料の広がりが、サブマウント２上の
ある領域内で規制され、その状態でさらに硬化性材料をサブマウント２の上面に供給する
ことによって、硬化性材料がサブマウント２上でドーム状に盛り上がった形状となること
である。図１および図２に示す形態では、サブマウント２の上面に供給された硬化性材料
がサブマウント２の外縁全周まで広がり、そこで広がりが規制された状態でさらに硬化性
材料をサブマウント２の上面に供給することによって、サブマウント２の外縁全周に接し
、かつ、ドーム状に盛り上がった透光性被覆層４を形成している。これによって、透光性
被覆層４は、サブマウント２の上面側から見るとサブマウント２の平面形状に略等しいが
、サブマウント２の側面側から見るとドーム状に形成される。
【０２２６】
　ここで、透光性被覆層４がサブマウント２の外縁に接しているとは、図４Ａに示すよう
に、透光性被覆層４のサブマウント２との外側境界線Ｌbがサブマウント２の外縁２eと一
致しており、透光性被覆層４がサブマウント２の側面２１に達していない場合だけでなく
、図４Ｂに示すように、透光性被覆層４のサブマウント２との外側境界線Ｌbがサブマウ
ント２の側面２１上に位置している場合も含む。
【０２２７】
　サブマウント２の半導体発光素子３が搭載される面である上面は、少なくともコア材が
略平坦であることが好ましい。また、サブマウント２を上面側から見たときのサブマウン
ト２の形状は、矩形、多角形、楕円形など任意の形状とすることができるが、サブマウン
ト２を加工する際の容易性の観点からは、非円形であることが好ましく、より好ましくは
、ｎ角形（ただし、ｎは、３≦ｎ≦１０を満たす整数である。）であり、特に好ましくは
、三角形、四角形、六角形または八角形である。また、サブマウント２の形状が多角形で
ある場合、正多角形であることが好ましい。
【０２２８】
　さらに、サブマウント２を上面側から見たときのサブマウント２の形状は、サブマウン
ト２上の半導体発光素子３をサブマウント２の上面側から見たときの形状と相似でないこ
とが好ましい。これにより、上述した、透光性被覆層４のサブマウント２に対する接触角
度θが場所によって異なっている半導体発光装置１をより簡単に製造することができるよ
うになる。また、複数の半導体発光素子３を一つのサブマウント２に配列する際には、た
とえ半導体発光素子３の上面側から見た形状が、通常よく見られる正方形であっても、そ
の配列の自由度から、サブマウント２の上面側から見たときの形状とは相似でないことが
多い。本発明においては、このような形状であっても半導体発光装置を容易に製造するこ
とができる。
【０２２９】
　上述した形態では、透光性被覆層４の外側境界線Ｌbがサブマウント２の外縁全周に接
しており、透光性被覆層４がサブマウント２の上面全域に広がっている例を示したが、透
光性被覆層４は、サブマウント２上の半導体発光素子３を覆うことができれば、透光性被
覆層４の外側境界線Ｌbはサブマウント２の外縁よりも内側に位置していてもよい。その
場合、透光性被覆層４を良好なドーム形状とするためには、サブマウント２は、透光性被
覆層４との接触性を抑制する接触性抑制構造を、サブマウント２の上面の外縁よりも内側
に有することが好ましい。
【０２３０】
　接触性抑制構造のいくつかの例を図５Ａ～図５Ｃに示す。図５Ａに示す例では、接触性
抑制構造は、サブマウント２の上面において半導体発光素子３の外周全周にわたって形成
された溝２ａによって形成されている。図５Ｂに示す例では、接触性抑制構造は、サブマ
ウント２の上面において透光性被覆層４を形成すべき領域よりも高さが低くなるように形
成された段差２ｂによって形成されている。図５Ｃに示す例では、接触性抑制構造は、サ
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ブマウント２の上面に露出した異種材料部２ｃで形成されている。異種材料部２ｃは、サ
ブマウント２の上面において、透光性被覆層４を形成すべき領域を構成する材料に比べて
透光性被覆層４が接触しにくい性質を有する材料で構成され、例えば、サブマウント２の
コア材そのものの材料を変えたり、コア材と配線層との上記の性質の違いを利用したり、
コート層が設けられている場合はコート層と配線層との上記の性質の違いを利用したり、
あるいはこれらの複合的な上記の性質の違いを利用したりすることができる。
【０２３１】
　以上のような接触性抑制構造を設けることによって、上述の硬化性材料を用いて透光性
被覆層４を形成する際、サブマウント２の上面での硬化性材料の広がりが、溝２ａの内縁
、段差２ｂ、あるいは異種材料部２ｃによって規制され、透光性被覆層４を接触性抑制構
造の内側の領域のみにドーム状に形成することができる。このように、接触性抑制構造に
よって、サブマウント２の上面において透光性被覆層２が形成される領域が規制される。
本発明では、サブマウント２の上面における、接触性抑制構造で囲まれた領域を、接触性
抑制構造で規制されることによって透光性被覆層４が形成される領域という意味で、透光
性被覆層形成領域という。また、サブマウント２の上面側から見たとき、透光性被覆層形
成領域の形状は、外側境界線Ｌbで囲まれた領域の形状と等しい。
【０２３２】
　透光性被覆層形成領域は、半導体発光素子３が搭載される領域を含むような位置および
サイズであれば任意の位置およびサイズとすることができる。また、サブマウント２の上
面側から見た透光性被覆層形成領域の形状も、矩形、多角形、楕円形など任意の形状とす
ることができるが、接触性抑制構造を形成する際の容易性の観点からは、非円形であるこ
とが好ましく、より好ましくは、ｍ角形（ただし、ｍは、３≦ｎ≦１０を満たす整数であ
る。）であり、特に好ましくは、三角形、四角形、六角形または八角形である。また、透
光性被覆層形成領域の形状が多角形である場合、正多角形であることが好ましい。
【０２３３】
　さらに、サブマウント２を上面側から見たときの、外側境界線Ｌbで囲まれた領域の形
状は、サブマウント２上の半導体発光素子３をサブマウント２の上面側から見たときの形
状と相似でないことが好ましい。これにより、上述した、透光性被覆層４のサブマウント
２に対する接触角度θが場所によって異なっている半導体発光装置１をより簡単に製造す
ることができるようになる。また、複数の半導体発光素子３を一つのサブマウント２に配
列する際には、たとえ半導体発光素子３の上面側から見た形状が、通常よく見られる正方
形であっても、その配列の自由度から、サブマウント２の上面側から見たときの外側境界
線Ｌbで囲まれた領域の形状とは相似でないことが多い。本発明においては、このような
形状であっても半導体発光装置を容易に製造することができる。
【０２３４】
　透光性被覆層４のドームの具体的な立体形状は、特に制限されるものではないが、光取
り出し効率向上という観点からは、以下のような立体形状とすることが好ましい。
【０２３５】
　図６に示すように、半導体発光装置１をサブマウント２の側面側の任意の方向δから投
影した場合を考える。そのとき、サブマウント２の上面に対して透光性被覆層４がサブマ
ウント２の厚み方向に最も突出している頂部Ｔからサブマウント２の上面に垂直に下ろし
た直線の距離をｄとする。また、透光性被覆層４を投影して得られる前述の被覆層投影外
側輪郭曲線Ｃcにおいて頂部Ｔの近傍を円近似した際の曲率半径をＲ（δ）とする。ここ
で、透光性被覆層４の頂部Ｔからサブマウント２の上面までの直線距離ｄと、透光性被覆
層４の頂部Ｔでの曲率半径Ｒ（δ）との比ｄ／Ｒ（δ）は、以下の式
０．５≦ｄ／Ｒ（δ）≦１．７
を常に満たすことが望ましい。ここで、「常に満たす」とは、半導体発光装置１をサブマ
ウント２の側面側のどの方向から投影した場合においても上記の式を満たすということで
ある。
【０２３６】
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　以上のようにｄ／Ｒ（δ）の範囲を定めることで、半導体発光素子３からの光を透光性
被覆層４の外側へ効率よく取り出すことができる。ｄ／Ｒ（δ）の値が小さいと、半導体
発光素子３から出射した光は、透光性被覆層４と周辺媒質の界面に臨界角以上の入射角度
で入射する割合が多くなる。臨界角以上の入射角で入射した光は全反射し、全反射した光
は、サブマウント２等に一部が吸収され、結果的に光取り出し効率が低下することになる
。ｄ／Ｒ（δ）の値が０．５未満では、その傾向がより顕著に現れるため好ましくない（
たとえば、図６Ａの透光性被覆層４ａにおける入射角θａ）。一方、ｄ／Ｒ（δ）の値が
大きくなると光取り出し効率は向上するが（たとえば、図６Ａの透光性被覆層４ｂにおけ
る入射角θｂ）、ｄ／Ｒ（δ）の値が１．７を超えると、透光性被覆層４と周辺媒質の界
面に臨界角以上の入射角度で入射する割合が再度多くなる（たとえば、図６Ａの透光性被
覆層４ｃにおける入射角θｃ）。よって、ｄ／Ｒ（δ）の値は１．７以下であることが好
ましい。
【０２３７】
　また、上記ｄ／Ｒ（δ）の好ましい数値範囲を裏付けるために、以下のシミュレーショ
ンを行った。
【０２３８】
　即ち、ＡｌＮ製のサブマウント２、およびケイ素含有化合物からなる透光性被覆層４を
用いた半導体発光装置を仮定した場合に、透光性被覆層４の形状について、図６Ａに示す
直線距離ｄと曲率半径Ｒを変化させ、全放射束がどのように変化するかをシミュレーショ
ンによって調べた。この結果を図６Ａ－１のグラフに示す。ここで、全放射束は、透光性
被覆層４の外側に設定した評価面において取り出される全放射束を、半導体発光素子３の
内部発光を１とした場合の比で表している。図６Ａ－１より、ｄ／Ｒ＝１．７を超える付
近から評価面での全放射束の値が下がり始めることが確認された。
【０２３９】
　また、光取り出し効率をより向上させるためには、透光性被覆層４の表面が、半導体発
光素子３の発光波長と同じ程度の微細な凹凸を有することも好ましい。
【０２４０】
　半導体発光装置１は、第二支持体をさらに有することもできる。第二支持体は、第一支
持体を搭載するものであり、第一支持体と電気的に接続される。図７に、第二支持体を有
する半導体発光装置の一例を示す。図７に示す半導体発光装置１は、第一支持体であるサ
ブマウント２、半導体発光素子３および透光性被覆層４の他にさらに、第二支持体である
実装基板５を有している。サブマウント２、半導体発光素子３および透光性被覆層４は、
前述したものと同様のものでよいので、ここではそれらの説明は省略する。
【０２４１】
　実装基板５は、配線層５ａを有しており、この配線層５ａとサブマウント２の上面に設
けられた配線層とが、立体配線である金属ワイヤ６を介して接続されている。サブマウン
ト２の上面は透光性被覆層４で覆われており、よって、金属ワイヤ６は、透光性被覆層４
に覆われている部分と、透光性被覆層４の外側に存在している部分とを有する。
【０２４２】
　図７では、金属ワイヤ６によって実装基板５とサブマウント２とを接合した例を示した
が、実装基板５とサブマウント２との接合方法は、両者の配線の配置や構造等に応じて任
意に変更することができる。例えば、サブマウント２の、実装基板５との接合のための配
線がサブマウント２の下面に設けられている場合は、実装基板５とサブマウント２との接
合を、金属ハンダ、ペースト材または金属バンプによって、金属ワイヤを用いることなく
接合することができる。
【０２４３】
　本発明の半導体発光装置は、透光性被覆層４の外側に、透光性を有する第二被覆層を有
することができる。第二被覆層を有する半導体発光装置の一例を図８Ａに示す。図８Ａに
示すように、第二被覆層７は、透光性被覆層４の外側に、透光性被覆層４全体を覆うよう
に透光性被覆層４に接して設けられている。
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【０２４４】
　第二被覆層７は、
（ｉ）透光性被覆層４と異種のホスト材料からなる、
（ｉｉ）透光性被覆層４と同種のホスト材料からなり、かつ透光性被覆層４と異なる材料
を含む、あるいは
（ｉｉｉ）透光性被覆層４と異種のホスト材料からなり、かつ透光性被覆層４と異なる材
料をも含む、
構成を有することができる。
【０２４５】
　構成（ｉ）の例としては、透光性被覆層４をガラス材料で構成し、第二被覆層７を上述
したシリコーン系材料で構成したものが挙げられる。構成（ｉｉ）の例としては、透光性
被覆層４および第二被覆層７はどちらも上述したシリコーン系材料で構成しているが、透
光性被覆層４には蛍光体を含有させず、第二被覆層７に蛍光体を含有させたものが挙げら
れる。この場合は、透光性被覆層４に蛍光体を含有させたものに比べて、蛍光体を半導体
発光素子３から離して配置することができるため、半導体発光素子３からの光による蛍光
体の劣化を抑制することができる。構成（ｉｉｉ）の例としては、透光性被覆層４を、蛍
光体を含有させないガラス材料で構成し、第二被覆層７を、蛍光体を含有させた上述のシ
リコーン系材料で構成したものが挙げられる。
【０２４６】
　第二被覆層７に蛍光体を含有させる場合、含有させる蛍光体としては、透光性被覆層４
の説明において前述した各色蛍光体を挙げることができる。また、透光性被覆層４に蛍光
体を含有させる場合と同様、複数の蛍光体層を有するように第二被覆層を形成することも
できる。この場合も、各蛍光体層に含有させる蛍光体は、透光性被覆層４において説明し
たのと同様でよい。なお、第二被覆層７に蛍光体を含有させる場合は、透光性被覆層４に
は蛍光体を含有させる必要はないが、前述した各色蛍光体の組み合せを、透光性被覆層４
および第二被覆層７の組み合わせで達成することもできる。
【０２４７】
　第二被覆層７は、複数の層で構成することもできる。図８Ｂに示す例では、第二被覆層
７は、内側層７ａおよび外側層７ｂの二層構造を有している。第二被覆層７を複数の層で
構成する場合、各層の材料は、上記の透光性被覆層４との関係における第二被覆層７の構
成（ｉ）～（ｉｉｉ）をそのまま当てはめることができる。また特に、内側層７ａについ
てはガス層とすることもできる。このように、被覆層としてガス層を介在させることで、
半導体発光素子３からの熱をより外部へ逃がす構成とするか、あるいは逃がさない構成と
するかに応じて、半導体発光装置１の熱伝導特性を調整することができる。ガス層を構成
する元素としては、酸素、窒素、二酸化炭素、１８族の元素、もしくはこれらの混合ガス
が挙げられる。これらの中でも、空気よりも熱伝導率を高くした場合はＨｅやＮｅが最も
好ましく、その逆に熱伝導率を低くしたい場合は、クリプトン（Ｋｒ）、キセノン（Ｘｅ
）、または二酸化炭素が好ましい。
【０２４８】
　ガスによる熱伝導特性の調整については、第二被覆層７を有しない構成の場合において
も、半導体発光装置１そのものを、ここで例示したガスの雰囲気中に置くことで、第二被
覆層７の内側層７ａをガス層とした場合と同様に達成することができる。また、ガス層の
熱伝導率を高く、または低くするためには、ガス層をそれぞれ加圧、または減圧にしても
よい。
【０２４９】
　上述した各種形態では、サブマウント２上に１つの半導体発光素子３を搭載した半導体
発光装置１を示したが、サブマウント２上に搭載する半導体発光素子３の数は複数とする
ことができる。その一例として図９に示す半導体発光装置では、細長いサブマウント２の
上面に、３つの半導体発光素子３が、サブマウント２の長手方向に沿って１列に並んで搭
載されている。このように複数の半導体発光素子３を搭載することで、半導体発光装置を
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任意の形状で構成することができる。
【０２５０】
　次に、本発明の半導体発光装置の製造方法について、図１および図２に示した半導体発
光装置１を製造する場合を例に挙げて説明する。
【０２５１】
　半導体発光装置１は、大きく分けて以下の３つの工程を経て製造することができる。
（準備工程）サブマウント２、半導体発光素子３、および透光性被覆材を準備する。
（接合工程）サブマウント２と半導体発光素子３とを接合する。
（被覆層形成工程）半導体発光素子３がサブマウント２と接合されている部分を除いて完
全に半導体発光素子３を被覆するように、成形型を用いることなく、透光性被覆材からな
る透光性被覆層４を、前述したように定義される接触角度θがサブマウント２上の場所で
異なるように所望の形状に形成する。
【０２５２】
　被覆層形成工程においては、半導体発光装置１の全周にわたって３０°≦θ≦１６５°
の範囲で変化していることが望ましい。また、その変化の範囲は、任意の２つの場所での
接触角度θの差をΔθとしたとき、１０°≦Δθ≦１３０°の範囲であることが望ましい
。
【０２５３】
　被覆層形成工程で成形型を用いることなく透光性被覆層４を所望の形状に形成するため
には、準備工程における透光性被覆材の準備では、透光性被覆材が、下記の物性規定試験
で測定される最大高さ／接触線幅の値が好ましくは０．００１５以上、より好ましくは０
．００５以上、さらに好ましくは０．０１以上となるように調整するのが望ましい。
＜物性規定試験＞
（手順１）ガラス平滑面に、内径１．５２ｍｍのニードルからその内径と同じ太さになる
ように前記透光性被覆材にて直線を描画する。
（手順２）前記（手順１）の直後に前記透光性被覆材を硬化させる。
（手順３）硬化後のガラスに接触している透光性被覆材の線幅とガラス面からの最大高さ
を測定し、その比（最大高さ/接触線幅）を算出する。
【０２５４】
　ここで、（手順２）において、透光性被覆材の硬化条件は材料により異なるが、速やか
に完全に硬化させることが好ましい。例えば熱硬化性のシリコーン系材料の場合は、１５
０℃の通風オーブンで１時間保持するなどの条件により硬化させる。
【０２５５】
透光性被覆材は、最大高さ/接触線幅が大きすぎると、被覆層形成工程において透光性被
覆層４を所望の形状に形成するのに長時間を要し、逆に、最大高さ/接触線幅が小さすぎ
ると、上述したｄ／Ｒ（δ）の値を大きくするのが困難になり結果的に高い光取り出し効
率が得られにくくなる。
【０２５６】
　また、準備工程における透光性被覆材の準備では、透光性被覆材の中に蛍光体を含むよ
うに調製してもよい。
【０２５７】
　さらに、透光性被覆材は、予め脱気を行なっておくことが好ましく、その脱気の条件と
しては、真空度をＰ1L（Ｐａ）、温度をＴ1L（℃）、時間をｔ1L（ｈ）としたとき、これ
らが
１０－２＜Ｐ1L＜１０２、
１０＜Ｔ1L＜５０、および
０．１＜ｔ1L＜２４、
の範囲内であることが好ましい。
【０２５８】
　上記の接合工程においては、サブマウント２と半導体発光素子３との接合を、少なくと
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も酸素、窒素、二酸化炭素および１８族の元素から選ばれる１つのガス、もしくはこれら
の混合ガスの雰囲気中で行ない、かつ、接合温度Ｔ2L（℃）を、２０＜Ｔ2L＜４５０の範
囲内の温度で行なうことが好ましい。接合温度Ｔ2Lが高すぎると、半導体発光素子３が劣
化する場合がある。また、接合温度Ｔ２Ｌが低すぎると、あらゆる接合材において、接合
が難しくなる。
【０２５９】
　被覆層形成工程では、成形型を用いることなく透光性被覆層４を所望の形状に形成する
方法としていくつかの方法が考えられるが、最も簡単な方法は、流動性を有する透光性被
覆材をサブマウント２の上面に滴下し、それを硬化させる方法である。この場合、被覆層
形成工程は、流動性を有する透光性被覆材を、半導体発光素子３が接合されたサブマウン
ト２の上面に滴下する工程と、透光性被覆材が滴下されたサブマウント２を真空装置内で
脱気する工程と、脱気中または脱気後に、滴下した透光性被覆材を硬化させる工程とを有
することによって、透光性被覆層４を所望の形状に形成することができる。液体状の透光
性被覆材を、熱硬化性の材料とすれば、透光性被覆材の硬化は、透光性被覆材をサブマウ
ント２および半導体発光素子３とともに加熱することで行なうことができる。
【０２６０】
　透光性被覆材を滴下する工程では、サブマウント２の上面の透光性被覆層４を形成すべ
き領域全体に透光性被覆材が広がるように透光性被覆材を滴下する。このとき、透光性被
覆層４がサブマウント２の外縁に接している構成である場合は、透光性被覆材は、サブマ
ウント２の外縁全周に接するようにサブマウント２の上面全体に滴下される。一方、図５
Ａ～図５Ｃに示したように、サブマウント２の上面に接触性抑制構造を有し、その内側の
領域のみに透光性被覆層４が形成される構成である場合は、透光性被覆材は、サブマウン
ト２の上面の、接触性抑制構造の内側の領域全体に滴下される。
【０２６１】
　被覆層形成工程における透光性被覆材の脱気の工程では、透光性被覆材を固化させない
程度に脱気することが重要である。そのため、この工程での脱気の条件は、真空度をＰ32

（Ｐａ）、温度をＴ32（℃）、時間をｔ32（ｈ）としたとき、これらが
１０－２＜Ｐ32＜１０２、
１０＜Ｔ32＜５０、および
０．００１＜ｔ32＜２４、
の範囲内であることが好ましい。
【０２６２】
　また、本発明で用いる透光性被覆材は、比較的粘度が高く、半導体発光素子３を搭載し
たサブマウント２上に滴下した後の脱気では、半導体発光素子３とサブマウント２との間
の脱気が十分に行なわれないことがある。そこで、被覆層形成工程における透光性被覆材
の脱気では、意図的な圧力変動を導入しながら脱気することが好ましい。具体的には、真
空装置内に間欠的に大気、窒素ガス等を導入して圧力変動を起こす、真空引きを間欠的に
行う、間欠的に大気解放、脱気を繰り返す、などの方法が挙げられる。これにより透光性
被覆材中の気泡がはじけやすくなり、脱気が促進される。
【０２６３】
　透光性被覆材を加熱により硬化させる場合、その硬化を、酸素、窒素、二酸化炭素およ
び１８族の元素から選ばれる１つのガス、もしくはこれらの混合ガスの雰囲気中で行ない
、かつ、加熱温度をＴ33（℃）、加熱時間をｔ33（ｈ）としたとき、これらが
１０＜Ｔ33＜２５０、
０．５＜ｔ33＜５０
の範囲内であることが好ましい。このような条件で透光性被覆材を硬化させることにより
、透光性被覆材は、その粘度の変化および表面張力の相互作用により所望の形状で硬化し
易くなる。なお、加熱温度が高すぎると、透光性被覆材が硬化することによって形成され
た透光性被覆層４がサブマウント２から剥がれることがある。また、加熱温度が低すぎる
と、硬化不十分となる。
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【０２６４】
　透光性被覆材の硬化のための加熱工程においては、加熱温度は一定でなくてもよく、段
階的に上昇させてもよい。また、加熱中のサブマウント２の姿勢は、形成すべき透光性被
覆層４の最終的な形状に応じて任意の姿勢とすることができ、例えば、サブマウント２の
下面を重力方向に向けた姿勢で透光性被覆材を加熱してもよいし、その逆に、サブマウン
ト２の上面を重力方向に向けた姿勢で透光性被覆材を加熱してもよいし、あるいはサブマ
ウント２の側面を重力方向に向けた姿勢で透光性被覆材を加熱してもよい。
【０２６５】
　なお、透光性被覆層４が多層構造である場合は、上述した被覆層形成工程において、透
光性被覆材の滴下、脱気および硬化を層毎に繰り返し、最終的に、接触角度θがサブマウ
ント２上の場所で異なるように形成する。また、透光性被覆層４が前述したような微細な
凹凸を有している場合は、透光性被覆材の硬化後に、その硬化によって形成された透光性
被覆層４の表面に凹凸を形成する。
【０２６６】
　以上、図１および図２に示した半導体発光装置１の製造方法について説明したが、図７
に示すように、金属ワイヤ６によってサブマウント２と電気的に接続された第二支持体で
ある実装基板５をさらに有する場合は、上述した各工程に加えて以下の工程を有する。
【０２６７】
　まず、準備工程では、サブマウント２を搭載する実装基板５を準備する工程をさらに有
する。また、接合工程においては、サブマウント２の上面に形成された配線層と実装基板
５に形成された配線層５ａとを、立体配線である金属ワイヤ６で結線する工程をさらに有
する。そして被覆層形成工程では、金属ワイヤ６が、透光性被覆材に覆われる部分と透光
性被覆材の外側に存在している部分とを有するように、透光性被覆材を形成することを含
む。
【０２６８】
　また、図８Ａおよび図８Ｂに示したように、透光性被覆層４の外側にさらに第二被覆層
７を有する半導体発光装置１を製造する場合は、前述した被覆層形成工程の後に、第二被
覆層７を、透光性被覆層４の外側に、透光性被覆層４全体を覆うように透光性被覆層４に
接して形成する工程をさらに有する。
【実施例】
【０２６９】
　以下に実験例を挙げて本発明の特徴をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材
料、使用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更す
ることができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的に解釈され
るべきものではない。また、以下の実施例において参照している図面は、構造を把握しや
すくするために敢えて寸法を変えている部分があるが、実際の寸法は以下の文中に記載さ
れるとおりである。
【０２７０】
　［Ａ］サブマウント（第一支持体）の製造
　［サブマウント１］
　サブマウントのコア材として厚み０．２０ｍｍのＡｌＮを用意し、その上面に、Ｔｉお
よびＡｕをこの順に蒸着して積層し、リフトオフ法によりパターニングして必要な金属配
線層を形成した。これをダイシングにより分割し、上面が一辺１０．０ｍｍの正三角形の
サブマウントを作製した。
【０２７１】
　［サブマウント２］
　サブマウントのコア材として厚み０．２０ｍｍのＡｌＮを用意し、その上面に、プラズ
マＣＶＤによりＳｉＯ２を製膜した。次に、Ｔｉ、Ｐｔ、ＡｕおよびＡｕＳｎをこの順に
蒸着して積層し、リフトオフ法によりパターニングして必要な金属配線層を形成した。こ
れをダイシングにより分割し、上面が一辺２．２ｍｍの正方形のサブマウントを作製した
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。
【０２７２】
　［サブマウント３］
　サブマウントのコア材として厚み０．２０ｍｍのＡｌＮを用意し、その上面に、プラズ
マＣＶＤによりＳｉＯ２を製膜した。次に、Ｔｉ、ＰｔおよびＡｕをこの順に蒸着して積
層し、リフトオフ法によりパターニングして必要な金属配線層を形成した。これをダイシ
ングにより分割し、上面が一辺２．２ｍｍの正方形のサブマウントを作製した。
【０２７３】
　［サブマウント４］
　サブマウントのコア材として厚み０．２０ｍｍのＡｌＮを用意し、その上面に、Ｔｉお
よびＡｕをこの順に蒸着して積層し、リフトオフ法によりパターニングして必要な金属配
線層を形成した。これをダイシングにより分割し、上面が一辺２．２ｍｍの正方形のサブ
マウントを作製した。
【０２７４】
　［サブマウント５］
　サブマウントのコア材として厚み０．２０ｍｍのＡｌＮを用意し、その上面に、Ｔｉ、
Ｐｔ、ＡｕおよびＡｕＳｎをこの順に蒸着して積層し、リフトオフ法によりパターニング
して必要な金属配線層を形成した。これをダイシングにより分割し、上面が一辺２．２ｍ
ｍの正方形のサブマウントを作製した。
【０２７５】
　［サブマウント６］
　サブマウントのコア材として厚み０．４０ｍｍのＡｌＮを用意し、その上面に、Ｔｉ、
Ｐｔ、ＡｕおよびＡｕＳｎをこの順に蒸着して積層し、リフトオフ法によりパターニング
して必要な金属配線層を形成した。これをダイシングにより分割し、上面が一辺４．５ｍ
ｍの正方形のサブマウントを作製した。
【０２７６】
　［サブマウント７］
　サブマウントのコア材として、鏡面仕上げされた厚み０．４３ｍｍのサファイアを用意
し、その上面にＴｉ、ＰｔおよびＡｕをこの順に蒸着して積層し、リフトオフ法によりパ
ターニングして必要な金属配線層を形成した。これをダイシングにより分割し、上面が図
１１に示される形状および寸法のサブマウントを作製した。
【０２７７】
　［サブマウント８］
　サブマウントのコア材として厚み１．００ｍｍのＡｌＮを用意し、その上面に、Ｔｉ、
Ｐｔ、ＡｕおよびＡｕＳｎをこの順に蒸着して積層し、リフトオフ法によりパターニング
して必要な金属配線層を形成した。これをダイシングにより分割し、上面が図１２に示さ
れる形状および寸法のサブマウントを作製した。
【０２７８】
　［サブマウント９］
　サブマウントのコア材として、直径９．０ｍｍ、厚み１．００ｍｍの円柱形状に焼結形
成されたＡｌＮを用意し、その上面に、ＴｉおよびＡｕをこの順に蒸着して積層し、リフ
トオフ法によりパターニングして必要な金属配線層を形成し、サブマウントを作製した。
【０２７９】
　［Ｂ］ＬＥＤチップ（半導体発光素子）の製造
　［チップ１］
　サファイア基板上に、ＭＯＣＶＤ法により、近紫外ＬＥＤ構造を有するエピタキシャル
層を形成した。次に、ドライエッチング法を用いて一部にｎ型電極を形成させるためのｎ
－ＧａＮ層を露出させた。次に、リフトオフ法によりパターニングした電極を形成した。
ｎ側電極用金属としては、Ｔｉ、Ａｌ、Ａｕを用い、ｐ側電極用金属としては、Ｎｉ，Ａ
ｕを用いて、真空蒸着法により積層した。次に、上面が一辺０．８９５ｍｍの正六角形に
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なるように、ブレーキングによりＧａＮ系ＬＥＤチップを作製した。
【０２８０】
　完成したＬＥＤチップをサブマウントに搭載し、ステムに搭載して初期特性を測定した
ところ、ピーク発光波長は４０６．９ｎｍであった。
【０２８１】
　［チップ２］
　ＧａＮ基板を用いたこと以外は、チップ１と同様にして、ＧａＮ系ＬＥＤチップを作製
した。完成したＬＥＤチップの初期特性をチップ１と同様の方法により測定したところ、
ピーク発光波長は４０６．９ｎｍであった。
【０２８２】
　［チップ３］
　上面が一辺３．０ｍｍの正方形になるように、ブレーキングしたこと以外は、チップ２
と同様にして、ＧａＮ系ＬＥＤチップを作製した。完成したＬＥＤチップの初期特性をチ
ップ１と同様の方法により測定したところ、ピーク発光波長は４０８．３ｎｍであった。
【０２８３】
　［チップ４］
　上面が一辺３．０ｍｍの正方形になるように、ブレーキングしたこと以外は、チップ１
と同様にして、ＧａＮＬＥＤチップを作製した。完成したＬＥＤチップの初期特性をチッ
プ１と同様の方法により測定したところ、ピーク発光波長は４５６．５ｎｍであった。
【０２８４】
　［Ｃ］透光性被覆層形成液の製造
　下記の方法により、透光性被覆材として透光性被覆層形成液を製造し、後述する［Ｄ］
で使用に供するまで－１５℃の雰囲気中にて冷凍保管した。なお、これら透光性被覆層形
成液は、いずれも［３－２－５－４］項「無機粒子の含有率」に記載の物性規定試験で測
定される最大高さ／接触線幅が０．０１以上、１０以下となるように調節されている。ま
た、いずれも［３－２－５－４］項「無機粒子の含有率」に記載の粘度測定条件にて粘度
を測定しながら硬化させた際の粘度ηの逆数の積分値が１０００以下、０．１以上となる
ように調節されている。
【０２８５】
　［被覆層形成液１］
　モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製両末端シラノール
ジメチルシリコーンオイルＸＣ９６－７２３を３９０．１１ｇ、メチルトリメトキシシラ
ンを１０．４４ｇ、及び、触媒としてジルコニウムテトラアセチルアセトネート粉末０．
２８０ｇを、攪拌翼と、分留管、ジムロートコンデンサ及びリービッヒコンデンサとを取
り付けた５００ｍｌ三つ口コルベン中に計量し、室温にて１５分触媒の粗大粒子が溶解す
るまで攪拌した。この後、反応液を１００℃まで昇温して触媒を完全溶解し、１００℃全
還流下で３０分間６５０ｒｐｍで攪拌しつつ初期加水分解を行った。
【０２８６】
　続いて、留出をリービッヒコンデンサ側に接続し、窒素をＳＶ２０で液中に吹き込み生
成メタノール及び水分、副生物の低沸ケイ素成分を窒素に随伴させて留去しつつ１００℃
、５００ｒｐｍにて１時間攪拌した。この後窒素をＳＶ４０で液中に吹き込みながらさら
に１３０℃に昇温、保持しつつ５．１時間重合反応を継続し、粘度３３６ｍＰａ・ｓの反
応液を得た。なお、ここで「ＳＶ」とは「Ｓｐａｃｅ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ」の略称であり
、単位時間当たりの吹き込み体積量を指す。よって、ＳＶ２０とは、１時間に反応液の２
０倍の体積のＮ2を吹き込むことをいう。
【０２８７】
　窒素の吹き込みを停止し反応液をいったん室温まで冷却した後、ナス型フラスコに反応
液を移し、ロータリーエバポレーターを用いてオイルバス上１１０℃、１ｋＰａで２０分
間微量に残留しているメタノール及び水分、低沸ケイ素成分を留去し、粘度５０１ｍＰａ
・ｓの無溶剤の液を得た（これを適宜「透光性被覆層形成液Ａ」という）。
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【０２８８】
　透光性被覆層形成液Ａ２．００ｇ、日本アエロジル株式会社製ヒュームドシリカ「アエ
ロジルＲＸ２００」０．４６６ｇを軟膏つぼに計量し、株式会社シンキー製の自転公転式
ミキサー「あわとり練太郎ＡＲ－１００」を用いて均一に分散し、被覆層形成液１を得た
。
【０２８９】
　［被覆層形成液２］
　モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製両末端シラノール
ジメチルシリコーンオイルＸＣ９６－７２３を１５６０．０９ｇ、メチルトリメトキシシ
ランを４１．７１ｇ、及び、触媒としてジルコニウムテトラアセチルアセトネート粉末１
．１１９ｇを、攪拌翼と、分留管、ジムロートコンデンサ及びリービッヒコンデンサとを
取り付けた２Ｌ三つ口コルベン中に計量し、室温にて１５分触媒の粗大粒子が溶解するま
で攪拌した。この後、反応液を１００℃まで昇温して触媒を完全溶解し、１００℃全還流
下で３０分間４００ｒｐｍで攪拌しつつ初期加水分解を行った。
【０２９０】
　続いて、留出をリービッヒコンデンサ側に接続し、窒素をＳＶ２０で液中に吹き込み生
成メタノール及び水分、副生物の低沸ケイ素成分を窒素に随伴させて留去しつつ１００℃
、５００ｒｐｍにて１時間攪拌した。この後窒素をＳＶ２０で液中に吹き込みながらさら
に１３０℃に昇温、４時間保持し、さらにＳＶ４０として０．８時間重合反応を継続し、
粘度１１９ｍＰａ・ｓの反応液を得た。
【０２９１】
　窒素の吹き込みを停止し反応液をいったん室温まで冷却した後、ナス型フラスコに反応
液を移し、ロータリーエバポレーターを用いてオイルバス上１１０℃、１ｋＰａで２０分
間微量に残留しているメタノール及び水分、低沸ケイ素成分を留去し、粘度２００ｍＰａ
・ｓの無溶剤の液を得た（これを適宜「透光性被覆層形成液Ｂ」という）。
【０２９２】
　透光性被覆層形成液Ｂ２．００ｇ、日本アエロジル株式会社製ヒュームドシリカ「アエ
ロジルＲＸ２００」０．３８８ｇを軟膏つぼに計量し、株式会社シンキー製の自転公転式
ミキサー「あわとり練太郎ＡＲ－１００」を用いて均一に分散し、被覆層形成液２を得た
。
【０２９３】
　［被覆層形成液３］
　上記の透光性被覆層形成液Ａ２．００ｇ、日本アエロジル株式会社製ヒュームドシリカ
「アエロジルＲＸ２００」０．３４９ｇを軟膏つぼに計量し、株式会社シンキー製の自転
公転式ミキサー「あわとり練太郎ＡＲ－１００」を用いて均一に分散し、被覆層形成液３
を得た。
【０２９４】
　［被覆層形成液４］
　東レダウコーニング株式会社製シリコーン樹脂ＯＥ６３３６の主剤１ｇと硬化剤１ｇ、
及び日本アエロジル株式会社製ヒュームドシリカ「アエロジルＲＸ２００」０．２３４ｇ
を容器に計量し、株式会社シンキー製の自転公転式ミキサー「あわとり練太郎ＡＲ－１０
０」を用いて均一に分散し、被覆層形成液４を得た。
【０２９５】
　［被覆層形成液５］
　モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製両末端シラノール
ジメチルシリコーンオイルＸＣ９６－７２３を１４５ｇ、フェニルトリメトキシシランを
１４．５ｇ、及び、触媒としてジルコニウムテトラアセチルアセトネート粉末を０．６３
８ｇ用意し、これを攪拌翼とコンデンサとを取り付けた三つ口コルベン中に計量し、室温
にて１５分触媒が十分溶解するまで攪拌した。この後、反応液を１２０度まで昇温し、１
２０度全還流下で３０分間攪拌しつつ初期加水分解を行った。
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【０２９６】
　続いて窒素をＳＶ２０で吹き込み生成メタノール及び水分、副生物の低沸ケイ素成分を
留去しつつ１２０℃で攪拌し、さらに４．７５時間重合反応を継続し、粘度１８９ｍＰａ
・ｓの反応液を得た。
【０２９７】
　窒素の吹き込みを停止し反応液をいったん室温まで冷却した後、ナス型フラスコに反応
液を移し、ロータリーエバポレーターを用いてオイルバス上１２０℃、０．８ｋＰａで２
０分間微量に残留しているメタノール及び水分、低沸ケイ素成分を留去し、粘度３７６ｍ
Ｐａ・ｓの無溶剤の液を得た（これを適宜「透光性被覆層形成液Ｃ」という）。
【０２９８】
　透光性被覆層形成液Ｃ２．００ｇ、日本アエロジル株式会社製ヒュームドシリカ「アエ
ロジルＲＸ２００」０．３１０ｇを軟膏つぼに計量し、株式会社シンキー製の自転公転式
ミキサー「あわとり練太郎ＡＲ－１００」を用いて均一に分散し、被覆層形成液５を得た
。
【０２９９】
　［被覆層形成液６］
　モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製両末端シラノール
ジメチルシリコーンオイルＸＣ９６－７２３を１６００ｇ、フェニルトリメトキシシラン
を１６０ｇ、及び、触媒としてジルコニウムテトラアセチルアセトネート粉末を３．５２
ｇ用意し、これを攪拌翼とコンデンサとを取り付けた三つ口コルベン中に計量し、室温に
て１５分触媒が十分溶解するまで攪拌した。この後、反応液を１２０度まで昇温し、１２
０度全還流下で３０分間攪拌しつつ初期加水分解を行った。
【０３００】
　続いて窒素をＳＶ２０で吹き込み生成メタノール及び水分、副生物の低沸ケイ素成分を
留去しつつ１２０℃で攪拌し、さらに５．８３時間重合反応を進めた。窒素の吹き込みを
停止し反応液をいったん室温まで冷却した後、ナス型フラスコに反応液を移し、ロータリ
ーエバポレーターを用いてオイルバス上１２０℃、１ｋＰａで２０分間微量に残留してい
るメタノール及び水分、低沸ケイ素成分を留去し、粘度５６０ｍＰａ・ｓの無溶剤の液を
得た（これを適宜「透光性被覆層形成液Ｄ」という）。
【０３０１】
　ＸＣ９６－７２３を１４０ｇ、ＰＴＭＳ１４ｇ、触媒としてジルコニウムテトラアセチ
ルアセトネート粉末を０．３０８ｇ使用し、窒素吹き込み下の反応継続時間を４時間とし
た他は透光性被覆層形成液Ｃの製造法と同様にして、粘度１１７ｍＰａ・ｓの無溶剤の液
を得た（これを適宜「透光性被覆層形成液Ｅ」という）。
【０３０２】
　前記透光性被覆層形成液Ｄを１００重量部、および透光性被覆層形成液Ｅを２重量部、
添加、均一に混合し、透明無溶剤の液を得た（これを適宜「透光性被覆層形成液Ｆ」とい
う）。
【０３０３】
　透光性被覆層形成液Ｆを２．００ｇ、日本アエロジル株式会社製ヒュームドシリカ「ア
エロジルＲＸ２００」を０．２９１ｇ、それぞれ軟膏つぼに計量し、株式会社シンキー製
の自転公転式ミキサー「あわとり練太郎ＡＲ－１００」を用いて均一に分散し、被覆層形
成液６を得た。
【０３０４】
　［被覆層形成液７］
　透光性被覆層形成液Ｆを２．００ｇ、日本アエロジル株式会社製ヒュームドシリカ「ア
エロジルＲＸ２００」を０．１９４ｇ、それぞれ軟膏つぼに計量し、株式会社シンキー製
の自転公転式ミキサー「あわとり練太郎ＡＲ－１００」を用いて均一に分散し、被覆層形
成液６を得た。
【０３０５】
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　［被覆層形成液８］
　透光性被覆層形成液Ｆを１．５ｇ、黄色蛍光体Ｙ２．８６Ｌｕ０．０６Ｃｅ０．０８Ａ
ｌ５Ｏ１２（重量中央粒径ｄ５０＝２０．７μｍ）を０．０４ｇ、日本アエロジル株式会
社製ヒュームドシリカ「アエロジルＲＸ２００」を０．２１８ｇ、それぞれ軟膏つぼに計
量し、株式会社シンキー製の自転公転式ミキサー「あわとり練太郎ＡＲ－１００」を用い
て均一に分散し、被覆層形成液８を得た。
【０３０６】
　［Ｄ］半導体発光装置の製造（実施例１～１７、参考例１～５）
　［Ｄ－１］透光性被覆層形成液の調製
　上記にて製造し、冷凍保管した被覆層形成液１～７を室温（２５℃前後）で０．５時間
静置した。静置後、被覆層形成液１～７をそれぞれシリンジに入れ、脱気を行った。脱気
は１．３×１０-１Ｐａ、室温（２５℃前後）で１時間行なった。脱気後、被覆層形成液
１～７の入った各シリンジをディスペンサーに入れ、シリンジ内気圧を０．３４ＭＰａと
した。
【０３０７】
　なお、以下の予備試験を行ない、後述する評価を行なったが、後述の実施例と同様の結
果が得られた。
【０３０８】
　［Ｄ－１－１］予備試験１
　室温に静置する時間を５日間とした以外は、前記［Ａ－１］と同様の方法で被覆層形成
液１～７の調製、および半導体発光装置の作製を行なった。
【０３０９】
　［Ｄ－１－２］予備試験２
　脱気時間を１２時間とした以外は、前記［Ａ－１］と同様の方法で被覆層形成液１～７
の調製、および半導体発光装置の作製を行った。
【０３１０】
　［Ｄ－２］サブマウントとＬＥＤチップの結合
　下記表５の組み合わせにより、サブマウントの配線上にＬＥＤチップをフリップチップ
ボンディングにより結合した。結合は、窒素ガスを２Ｌ／分で導入する雰囲気下、設定温
度３００℃でＡｕＳｎハンダをメルトするか、または２００℃のステージ温度でＡｕバン
プで接合することにより行なった。次に、一部の半導体発光装置を除いて、サブマウント
の配線にＡｕワイヤーを超音波によりボンディングした。
【０３１１】
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【表５】

【０３１２】
　［Ｄ－２］透光性被覆層の形成
［Ｄ－２－１］滴下工程
　上記の実施例１～１７および参考例１～５のサブマウントの上面に、前述の［Ｃ］によ
り製造した透光性被覆層形成液をサブマウントの外縁全周に接するように滴下した。各実
施例および参考例と透光性被覆層形成液との組み合せを表６に示す。
【０３１３】
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【表６】

【０３１４】
　［Ｄ－２－２］脱気工程
　滴下工程を経た半導体発光装置を真空脱気装置の中に入れ、真空脱気装置の大気解放用
コックが閉まっていることを確認した上で、到達真空度が１．３×１０-1Ｐａの真空ポン
プを作動し、下記表７に示す時間、および温度にて脱気を行った。
【０３１５】
　この際、実施例３、１４では、１２時間（７２０分）脱気を連続して行った。実施例３
、１４以外の実施例、および参考例では、圧力変動を導入して脱気を行ない、脱気、大気
解放を交互に計４回行った。すなわち、第一の脱気では、真空引き開始から表７に示した
時間を経過後、脱気装置の大気解放用コックを開き、空気を入れ、大気圧になったら、再
度コックを閉め、真空引きを行った。同様に第二の脱気、第三の脱気を表７に示す時間行
った。第四の脱気で、表７に示す時間の経過後、透光性被覆層形成液からの気泡の発生が
なくなったのを確認した後、真空ポンプを停止し、大気解放用コックを開き、大気圧に戻
した。
【０３１６】



(49) JP 2010-50235 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

【表７】

【０３１７】
　［Ｄ－２－３］加熱工程
　脱気工程を経た半導体発光装置を下記表８に示す姿勢にて加熱処理を行ない、透光性被
覆層形成液を硬化させた。この際、実施例１３および１４は、サブマウントの上面が重力
方向を向くように、すなわち透光性被覆層が下向きとなるように半導体発光装置を乾燥機
内に静置した（表８では「下向き」と記載）。実施例１３、１４以外の実施例では、その
逆に、サブマウントの下面が重力方向を向くように、すなわち透光性被覆層が上向きとな
るように半導体発光装置を乾燥機内に静置した（表８では「上向き」と記載）。
【０３１８】
　加熱は、表８に示すとおり、各実施例、参考例について、１段階のキュア（硬化処理）
若しくは二段階または三段階のステップキュアにより行なった。また、参考例５について
は、加熱後、さらに、２００℃、２７５℃、３５０℃の追加加熱処理を行なった。第三段
階の加熱後、乾燥機内の気温が室温になるまで十分冷却を行ない、透光性被覆層を有する
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実施例１～１７、および参考例１～５の半導体発光装置を得た。
【０３１９】
【表８】

【０３２０】
　［Ｅ］半導体発光装置の評価
　［Ｅ－１］接触角度
　実施例１～１７の半導体発光装置を、図１３Ａ～図１３Ｅにそれぞれ示す複数の測定ポ
イントにおいてサブマウントの側面から写真撮影した。実施例２～１８については半導体
発光素子全体を撮影することができたが、実施例１については、サブマウントのサイズが
大きく、撮影視野内に半導体発光素子全体が入らなかったため、右側の外縁部または左側
の外縁部のいずれか一方のみを撮影した。
【０３２１】
　撮影した写真から、図３を用いて説明した前述の方法に従って被覆層投影直線Ｌcおよ
びコア材投影直線Ｌsを求め、それらがなす角度のうちサブマウントおよび透光性被覆層
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トでの接触角度θ、接触角度の最大値θmax、最小値θmin、最大値θmaxと最小値θminの
差Δθ、平均値θAVG、および標準偏差θSTDを算出した。
【０３２２】
　［Ｅ－２］曲率半径
　接触角度θの測定に用いた写真から、図６を用いて説明した前述の方法に従って、各測
定ポイントについて透光性被覆層の頂部からサブマウントの上面までの直線距離ｄおよび
透光性被覆層の頂部での曲率半径Ｒを測定し、ｄ／Ｒ、最大値ｄ／Ｒmax、最小値ｄ／Ｒm
in、平均値ｄ／ＲAVG、および標準偏差ｄ／ＲSTDを算出した。
【０３２３】
　［Ｅ－３］全放射束
　実施例２、３、５～８、１１および１２の半導体発光装置について、８００ｍＡの電流
を注入した際の全放射束を、積分球を用いて測定し、透光性被覆層形成前の、サブマウン
トに搭載された半導体発光素子の全放射束を除した値である全放射束上昇率Ｇrを算出し
た。
【０３２４】
　表９に、上記で求めた、サブマウントに対する透光性被覆層の接触角度θ、接触角度の
最大値θmax、最小値θmin、最大値θmaxと最小値θminの差Δθ、平均値θAVG、および
標準偏差θSTDを示す。また、表１０に、上記で求めた、透光性被覆層の頂部からサブマ
ウントの上面までの直線距離ｄと曲率半径Ｒとの比ｄ／Ｒ、最大値ｄ／Ｒmax、最小値ｄ
／Ｒmin、平均値ｄ／ＲAVG、標準偏差ｄ／ＲSTD、および全放射束上昇率Ｇｒを示す。
【０３２５】
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【０３２６】
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【表１０】

【０３２７】
　［Ｆ］透光性被覆層の表面処理
　［Ｆ－１］実施例１８（ＨＦによるウェットエッチング処理）
　青色半導体発光素子を準備し、これをＡｌＮ基板を有するサブマウントにフリップチッ
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プボンドして搭載し、半導体発光装置とした。この後に積分球をもちいて全放射束を測定
した。この結果、８００ｍＡ電流注入時の全放射束は２０２．０ｍＷであり、ピーク発光
波長は４６６．５ｎｍであった。
【０３２８】
　次に、被覆層形成液６の透光性被覆層形成液を用いて、実施例１と同様の条件で脱気お
よび加熱を行い、透光性被覆層を形成した。この透光性被覆層を形成した半導体発光装置
について、前記の通りに全放射束を測定した。
【０３２９】
　次に透光性被覆層表面に凹凸加工を施すために、フッ化水素４９重量％含有フッ酸水溶
液に３分間、透光性被覆層部分を浸漬した。浸漬後の半導体発光装置を前記の方法で、全
放射束を測定した。この結果、透光性被覆層表面を上記のウェットエッチング処理により
凹凸加工することにより、２％の全放射束向上が確認された。
【０３３０】
　［Ｆ－２］実施例１９（ＢＨＦによるウェットエッチング処理）
　青色半導体発光素子を準備し、これをＡｌＮ基板を有するサブマウントにフリップチッ
プボンドして搭載し、半導体発光装置とした。この後に積分球をもちいて全放射束を測定
した。この結果、８００ｍＡ電流注入時の全放射束は１９５．８ｍＷであり、ピーク発光
波長は４６７．９ｎｍであった。
【０３３１】
　次に、被覆層形成液６の透光性被覆層形成液を用いて、実施例１と同様の条件で脱気お
よび加熱を行い、透光性被覆層を形成した。この透光性被覆層を形成した半導体発光装置
について、前記の通りに全放射束を測定した。
【０３３２】
　次に透光性被覆層表面に凹凸加工を施すために、フッ化水素４９重量％含有フッ酸水溶
液および４０重量％フッ化アンモニウム水溶液の比が１：１（重量比）の溶液に３分間、
透光性被覆層部分を浸漬した。浸漬後の半導体発光装置を前記の方法で、全放射束を測定
した。この結果、透光性被覆層表面を上記のウェットエッチング処理により凹凸加工する
ことにより、４％の全放射束向上が確認された。
【０３３３】
　［Ｆ－３］実施例２０（ドライエッチング処理）
　青色半導体発光素子を準備し、これをＡｌＮ基板を有するサブマウントにフリップチッ
プボンドして搭載し、半導体発光装置とした。この後に積分球をもちいて全放射束を測定
した。この結果、８００ｍＡ電流注入時の全放射束は２０６．０ｍＷであり、ピーク発光
波長は４６７．９ｎｍであった。
【０３３４】
　次に、被覆層形成液６の透光性被覆層形成液を用いて、実施例１と同様の条件で脱気お
よび加熱を行い、透光性被覆層を形成した。この透光性被覆層を形成した半導体発光装置
について、前記の通りに全放射束を測定した。
【０３３５】
　次に透光性被覆層表面に凹凸加工を施すために、反応性イオンエッチング装置に半導体
発光装置を導入した。酸素導入量を２５ｃｃ、プロセス圧力を６ｍＴｏｒｒとして、ＲＦ
パワー２３５Ｗを印加し酸素プラズマを励起した。この際のＶｄｃは－１１０Ｖであった
。この条件において１０分間、透光性被覆層の表面加工を行った。加工終了後、当該、半
導体発光装置を反応性イオンエッチング装置から取り出し、前記の方法で、全放射束を測
定した。この結果、透光性被覆層表面を上記のいわゆるドライエッチング処理により凹凸
加工することにより、０．６％の全放射束向上が確認された。
【０３３６】
　［Ｇ］まとめ
　以上より、本発明の半導体発光装置は、簡便に製造することができ、発光効率を効果的
に向上することが確認された。すなわち、様々な形状の第一支持体上に、適切な透光性被
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覆層形成液を塗布し、脱気、加熱処理を行うことで、発光効率を向上させる透光性被覆層
を形成することができた。
【０３３７】
　［Ｇ－１］透光性被覆層の形成条件
　透光性被覆層を形成する際の脱気・加熱条件は、比較的広範囲に設定することが可能で
あることが実施例、および参考例から確認された。すなわち、予備試験１、２より、透光
性被覆層形成液の脱気等の前処理は、十分に行えば、透光性被覆層の形成に影響しないこ
とが確認された。
【０３３８】
　また、実施例２、３および実施例１３、１４より、塗布後の脱気、加熱処理においても
、十分な脱気、および十分な効果処理を行えば、透光性被覆層の形成に影響しないことが
確認された。すなわち、連続して７２０分間脱気を行った実施例３、１４と、４段階の脱
気・大気解放を行う処理をしたその他の実施例のいずれも、透光性被覆層を形成すること
ができた。
【０３３９】
　また、加熱処理を一段階のキュアのみで実施する参考例１、２および加熱処理後、さら
に追加加熱した参考例５においても、透光性被覆層を形成することができた。なお、加熱
温度を高温とした場合、すなわち、２００℃または２７５℃で硬化させた場合は、特に問
題なかった。一方、加熱温度を２８０℃、５分間とした参考例３、および加熱温度を３５
０℃、５分間とした参考例４においても透光性被覆層を形成することができたが、参考例
３では、第一支持体（サブマウント）と透光性被覆層の間に剥離が観察され、参考例４で
は、半導体発光素子と透光性被覆層の間に剥離が観察され、いずれも硬化が不十分であっ
た。
【０３４０】
　［Ｇ－２］透光性被覆層の形状
　透光性被覆層の形状としては、前述のシミュレーション結果より、透光性被覆層の頂部
からサブマウントの上面までの直線距離ｄと曲率半径Ｒとの関係で、０．５≦ｄ／Ｒ≦１
．７とすることが重要であると考えられる。
【０３４１】
　［Ｇ－３］透光性被覆層の表面処理
　透光性被覆層は表面処理によりさらに、全放射束を向上することができた。その際、ド
ライエッチング処理よりもフッ酸などによるウェットエッチング処理の方が、効果的であ
ることが確認された。これは、ドライエッチング処理による表面粗さは、半導体発光素子
の発光波長よりも小さいため、光取り出し効果が得られにくいのに対し、ウェットエッチ
ング処理による表面粗さは、半導体発光素子の発光波長に近似するため、光取り出し効率
が高くなるためと考えられる。
【０３４２】
　［Ｇ－４］その他の実施態様
　また、被覆層形成液１～８は各種蛍光体を混合することができることが確認されている
。従って、蛍光体を適宜混合することにより、半導体発光装置の発光色を白色などに適宜
設定することも可能である。
【０３４３】
　また、本実施例においては、周辺媒質を空気としているが、これを空気以外の物質に置
き換えて所望の効果を得ることも可能である。すなわち、周辺媒質に熱伝導率の高いヘリ
ウムを用いてカプセル構造とした場合は、半導体発光装置の冷却効果を期待することがで
きる。また、周辺媒質を樹脂、ガラスに置き換えて光取り出し効果を期待することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０３４４】
【図１】本発明の一実施形態による半導体発光装置の模式的断面図である。
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【図２】本発明の一実施形態による半導体発光装置の概略斜視図である。
【図３】本発明における接触角度θの求め方を説明する図である。
【図４Ａ】本発明における、第一支持体の外縁と透光性被覆層との関係の一例を示す図で
ある。
【図４Ｂ】本発明における、第一支持体の外縁と透光性被覆層との関係の他の例を示す図
である。
【図５Ａ】本発明の任意の構成である接触性抑制構造の一例を示す図である。
【図５Ｂ】本発明の任意の構成である接触性抑制構造の他の例を示す図である。
【図５Ｃ】本発明の任意の構成である接触性抑制構造のさらに他の例を示す図である。
【図６】本発明における、透光性被覆層の頂部からサブマウントの上面までの直線距離ｄ
と、透光性被覆層の頂部での曲率半径との比ｄ／Ｒの求め方を説明する図である。
【図６Ａ】ｄ／Ｒによる光取り出し効率の違いを説明する図である。
【図６Ａ－１】シミュレーションによって求められた、ｄ／Ｒと全放射束との関係を示す
グラフである。
【図７】第二支持体を有する本発明の半導体発光装置の模式的断面図である。
【図８Ａ】単層の第二被覆層を有する本発明の半導体発光装置の模式的断面図である。
【図８Ｂ】２層の第二被覆層を有する本発明の半導体発光装置の模式的断面図である。
【図９】第一支持体上に複数の半導体発光素子を搭載した本発明の半導体発光装置の概略
斜視図である。
【図１０】（ａ）～（ｆ）は、透光性被覆層に関して隣接する２つの層の関係の具体例に
ついて模式的に示す図である。
【図１１】本発明の実施例において作製したサブマウント５の上面図である。
【図１２】本発明の実施例において作製したサブマウント６の上面図である。
【図１３Ａ】本発明の実施例において、正三角形のサブマウントについて接触角度θおよ
びｄ／Ｒを求めた際の測定ポイントを示す図である。
【図１３Ｂ】本発明の実施例において、正方形のサブマウントについて接触角度θおよび
ｄ／Ｒを求めた際の測定ポイントを示す図である。
【図１３Ｃ】本発明の実施例において、五角形のサブマウントについて接触角度θおよび
ｄ／Ｒを求めた際の測定ポイントを示す図である。
【図１３Ｄ】本発明の実施例において、八角形のサブマウントについて接触角度θおよび
ｄ／Ｒを求めた際の測定ポイントを示す図である。
【図１３Ｅ】本発明の実施例において、円形のサブマウントについて接触角度θおよびｄ
／Ｒを求めた際の測定ポイントを示す図である。
【符号の説明】
【０３４５】
　１　　半導体発光装置
　２　　サブマウント
　３　　半導体発光素子
　４　　透光性被覆層
　５　　実装基板
　６　　金属ワイヤ
　７　　第二被覆層
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