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はじめに

　前報*（2013年1月号）では光束1000ルー
メンで明るく広がる昼白色LED電球（2011
年秋発売、電球Aとする）を取り上げ、その
根元部にある電源回路の調査と発光部にある
黄色いLEDパッケージ（図１）の蛍光X線元
素分析を行った。今回はそのパッケージの断
面調査と、最近発売された新方式のLED電球

（電球B）について紹介する。

LEDパッケージ断面調査

　LED素子を含むパッケージ部を切断し（図
２）、その断面の元素分布をフィールドエ
ミッション電子線マイクロアナライザ（FE-
EPMA：日本電子製JXA-8530F）で調査した。
これは、収束電子線を試料に照射し、放出さ
れる特性Ｘ線を波長分散型Ｘ線分光器により
精度よく検出する装置である。各元素の分布
と断面模式図を図３に示す。

１）アルミ円板部
断面最下部は900μm（0.9mm）厚のAl

（アルミニウム）円板で、その上は130μm
のアルミ酸化物（絶縁層）、その上の左右には
30μm厚のCu（銅）配線層が見えている。
　銅配線上には約 80 μ m 厚の Sn（スズ）
はんだを介してLEDパッケージが搭載され
ている。はんだは通常96.5% Sn-3% Ag-
0.5% Cuの組成であるが、融点を下げるため
かIn（インジウム）も検出されている。

２）LEDパッケージ
パッケージは 3mm 角、0.5mm 高さで、

中央には2.5mm丸の桶状窪みがある。そこ
に0.8×0.6mm角、0.1mm高さのLED素
子（２個）が金線で配線され（図２）、その上
に蛍光体（Y、Al、Ga、Sr、Si）が塗布され、
さらには透明のシリコーン樹脂（Si）で封止

（被覆）されている。封止剤には光を拡散する
物質も含まれているようである。パッケージ
の外壁は耐熱性高分子で、Si（シリコン）、Ti

（チタン）、O（酸素）が分布している。
パッケージの下部は200μm厚の銅製電

極（リードフレーム）で、アノード（入力）
側とカソード（出力）側に分離されている。
断面の形状から下側からのエッチングによる
分離と推測される。前報でも説明したが、銅
電極には光の反射と金線との接合性からAg

（銀）めっきされている。

３）LED素子
100μm厚のサファイア（Al2O3 単結晶）

基板の上にはGaN（窒化ガリウム）が形成さ
れている。またその中に僅かにIn（インジウム）
の筋が見える。これが青色光を出すInGaN結
晶層である。
　図３下の摸式図で発光の機構を考えてみよ
う。サファイア基板の上には、n型GaN（電
子を供給）、InGaN（発光部）、p型GaN（正
孔を供給）が順次積層されており、これらn
型とp型GaNはそれぞれ銅電極と金線でつな
がっている。ここに約3.5ボルトの電圧をか
けると、InGaN層にて電子（－）と正孔（＋）
が再結合し、青色光（波長約460nm）が出る。
光の波長、すなわちエネルギーは電子と正孔
が存在したエネルギー帯の差（バンドギャッ
プ）に相当する。一方、光の強さ（明るさ）
は再結合する電子の量（電流値）により決まる。
　この青色光が、イットリウム・アルミニウ
ム・ガーネット（YAG）主体の蛍光体の電子
を励起し①（図４）、電子が元の準位に戻る時
に黄色（波長約555nm）を発光する③。こ
の黄色が青色と補色関係にあるため擬似白色
光が得られる＊。今回の断面元素分析でも、蛍
光体にはYAG以外に赤色や緑色を出すSr、
Ga系、Si系の蛍光体も観察されている。

４）窒化ガリウム（GaN）
青色発光するGaN層は数μmと非常に薄

い。サファイア単結晶の原子配列に沿って、
一つ一つ原子を積み重ねるように気相からGaN
結晶をエピタキシャル成長させる。高輝度の
青色光を得るには、欠陥の少ないGaN結晶が
必要で、これを得るためガスの流し方やバッ
ファー層（ひずみ緩和層）が研究され、1993
年に日本で青色LEDが製品化されている。

新しい電球Bの特徴

　2013年春に発売されたLED電球Bでは、
黄色蛍光体がグローブ（傘）に配置する方式
が取られている。新しい流れなので紹介する。

１）概　要
電 球 B は光 束1160 ル ーメン（白熱電球

80W形相当）の電球色のLED電球である（表
１、図５）。電球 Aとはほぼ同寸法であるが、
より高い光束で、消費電力も大きい。外観は
オレンジ色で異様であるが、点灯すると白く発
光する。電球色であるため演色評価数（色の再
現性の指標）が高く（80）、白熱電球（100）
に近い暖かい色が得られる。ただ、光の広がり
角度は230度とやや狭くなっている。

２）蛍光体の配置
電球Bの第一の特徴は、リモートフォス

ファー（Remote Phosphor：離れた蛍光体）
という方式が採用されている点である。電球
Aでは黄色蛍光体はLEDパッケージ内にあっ
たが、電球Bではグローブに蛍光体が混ぜ込
まれており、ここに青色光を当てて黄色光（正
しくは緑から赤色までの波長の光）を発生さ
せている（図６）。蛍光体での波長変換時の発
熱は原理的に不可避であり②（図４）、これを
広い面積のグローブで行い、放熱させるのは
部品寿命を向上させる上で有効とされている。

３）LEDの集中配置
二つ目の特徴は、青色を出す16個のLED

パッケージが中央に集中配置されていること
である。このようなLEDのモジュール化は、
製造コスト低減に有効であろう。
　蛍光X線分析によると、LEDパッケージ下
部には２つの銅電極（金めっき）があり、そ
れを跨ぐように1.3mm角のLED素子（GaN）
が一つだけ搭載されている。またその上部に
は大きな凸状レンズ（シリコーン樹脂）が乗っ
ている。電球AとBのLED部（GaN）の総
面積はほぼ同じ（約26mm2）であるが、そ
れを電球Aでは2x27(54)部品、電球Bでは
16部品で構成しており、LED素子製造技術
の進歩が感じられる。

5

Ga In

Y Sr

GaN（LED）

 InGaN
　（発光部）

蛍光体　（YAG） 蛍光体

Au Ti

はんだ

　金線
（ボンディング

ワイヤー）

酸化チタン　（フィラー）

ON

絶縁層

はんだ

GaN

蛍光体

サファイア

S

Sn

Si シリコーン樹脂

蛍光体

シリコーン封止剤

Al

Cu Ag

CPCP：反射電子像　：反射電子像（形状と元素を反映）（形状と元素を反映）

500μm

銅配線

銅電極 （リードフレーム）

サファイア基板 (Al2O3)

銀めっき

はんだ

酸化物（絶縁層）

アルミ板

はんだ

SLSL：２次電子像　：２次電子像　（形状を反映）（形状を反映）

カソード アノード

Au

Al

CuSn-Ag
Al-O

Cu
Al2O3

GaN

Si-Ti-O

Y-Al-Ga-Sr-Si

Y

Ag

Ga

光学写真

はんだ

LED素子黄色蛍光体

銀めっき
銅電極

金線

観察面

2.5mm

観察面

蛍光X線分析

−青色から白色に光る仕組み−

図３．LEDパッケージの断面元素分布と模式構造図
銅めっき配線の上には、はんだを介して、LEDパッケージが搭載されている。パッケージ底部は２枚
の銅電極で、その片方にサファイア基板とGaNが搭載されている。正孔と電子がInGaN層で再結合す
ることにより、青色光を発する。この光の励起で周囲の蛍光体が黄色光を出し、擬似白色光となる。

（カソード）アルミ板：900μm

はんだ：80μm （Sn、Ag）

銅電極：200μm　（Agめっき）

絶縁層：130μm

蛍光体（Y、Al、Ga、Sr、Si）

封止剤、光拡散層：
シリコーン樹脂など（Si、O）

銅配線：30μm

耐熱性
高分子 GaN：数μm 金線

サファイア基板：100μm

500
μm

ア
ル
ミ

円
板
側

n型-GaN （電子    ）

金線

サファイア基板

InGaN（発光層）

p型-GaN　（正孔    ）

銅電極
（アノード）

発光部拡大

表１　LED電球A、Bの性能比較　（製品カタログより）

グローブ
（傘）の色 光源色

全光束
(ルーメン)
lm

消費電力
W

エネルギー
消費効率
lm/W

光の広がり
(配光角)
度

平均演色
評価数
Ra

LED素子
数（参考）

電球A 乳白色 昼白色 1000 10.6 94.3 260 70 2×27
電球B オレンジ 電球色 1160 12.4 93.5 230 80 1×16
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図４．蛍光体での発光と発熱
基底状態にある電子は青色光のエネルギーで励
起され、それが元に戻る際に、熱と黄色光を出
す。
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図６．点灯状況と擬似白色を出す仕組み
電球Bでは、外周グローブの蛍光体で青色から黄色発光
するので、その時の発熱を放散させやすい。
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まとめ

　2009年から発売され始めたLED電球は、
値段や明るさなどに不満があった。しかし、
近年では光の広がり、光の演色性、放熱性、
製造工程の単純化などで、各社各様の新しい
技術が開発、適用され、大きく改善しつつあ
る。今回紹介したのは一部であるが、まだど
の技術が主流になのるか分からない。これか
らも新製品の動向には目が離せない。

参考資料
＊http://nsst.nssmc.com/tsushin/pdf/
　2013/78_2s.pdf

図１　電球Aの構造と発光円板部
27個のLEDパッケージが分散配置されている。

図２　LEDパッケージの表面元素分布
銀めっきされた銅電極の上に２個のLED素子（GaN）
が金線で配線され、上部はY系蛍光体で覆われてい
る。（詳細前報）

図３　LEDパッケージの断面元素分布と模式構造図
銅配線の上には、はんだを介して、LEDパッケージが搭載されている。パッケージ底部は２枚の銅電極で、
その片方にサファイア基板とGaNが搭載されている。正孔と電子がInGaN層で再結合することにより、青色
光を発する。この光の励起で周囲の蛍光体が黄色光を出し、擬似白色光となる。

図４　蛍光体での発光と発熱
基底状態にある電子は青色光のエネルギーで励起され、
それが元に戻る際に、熱と黄色光を出す。

図５　電球B発光部の表面元素分析
グローブはオレンジ色で、中央にLEDパッケージが
16個集中配置してある。パッケージ上部の凸レンズ
を除去すると、金めっきされた銅電極と１つのGaN
発光素子がある。

図６　点灯状況と擬似白色を出す仕組み
電球Bでは、外周グローブの蛍光体で青色から黄色
発光するので、その時の発熱を放散させやすい。
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