manufacturing | Excimer Laser

高輝度 LED の製造を可能にする
エキシマレーザによるリフトオフ
ラルフ・デルムダール
GaN ベース LED において垂直構造は水平構造よりも多くの利点をもつ。その垂直
構造の作成工程でサファイア基板を分離するのに適しているのが、エキシマレーザ
によるリフトオフの手法である。
GaN ベースの白色高輝度（ HB ）LED
のコストパフォーマンスは、ここ 10 年
の間に着々と向上し続けている（ 1 ）。競
争が発光効率を向上させる新しいデバ
イス・アーキテクチャの創造を活気づ
けた。これにより LED チップの光束が
増加し、結果として大幅にルーメンあ
たりのコストを低下させている。これ
はデバイスに対する固体照明アプリケ
ーションの範囲を広げ、自動車やディ
スプレイのバックライト、そして一般
照明への配備条件と、LED の特性を
合致させてきた。その例が図 1 に示す、
アラブ首長国連邦のアブダビにあるYas
ホテルの LED 構造物だ。

垂直構造がより高輝度を達成
LED チップを作成するために 2 つの
基本的な方法がある。すなわち、水平
方向と垂直方向のダイ構造である（図
2 ）。設計の選択は、基本的には材料
によって左右される。
サファイアは、そのコストの低さと格
子定数の近さから、標準的な GaN の成
長用基板として広く使われる。サファ
イアは良質の絶縁体であることから、図
2 の左側に示すように、電極は p 型 GaN
と n 型 GaN に接触して表面のそれぞれ
隣どうしに配置される。しかしもし、キ
ャリア基板としてサファイアを銅やシ
リコン、シリコンカーバイドなどの導電
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性キャリア材料に置き換えれば、表面
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機能上の GaN 層の厚さは数ミクロン
しかないため、GaN 構造にダメージを
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〜3000mm

したがって、メンテナンスコストとダ
ウンタイムは最新の固体レーザに匹敵
する（ 4 ）。
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結論と展望
HB-LED はさまざまな市場において
旧来の光源と競争を始めている。技術
的な観点から見ると、一般照明市場で
はシングルダイ白色 LED パッケージに
おいて 150lm/W 以上の発光効率が必
要とされる。水平型 LEDと比べて、垂
直型 LED はより理想的な電流注入、優
れた放熱性、そして静電破壊に対する
耐久性といった大きな利点を持つ。
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正方形領域のウェハ照射のための、一般的な光学経路とエキシマレ—ザ「 LEAP 」
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高輝度 LED を可能にする技術となる。

2

給できる。一般にショットエリアは LED
ダイのサイズを越えており、多くのダ
イは 1 つのレーザパルスでカバーする
ことができる。
LLO 処理における重要なレーザ性能
は、すべてのショットエリアにおいて
フルエンスの均一性が保たれているこ
とだ。エキシマレーザは放出するビー
ム断面積が大きく、本質的に低コヒー
レンスである。それらのビームプロフ
ァイルは整形され、ハイグレードの UV
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