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　1990年代に登場した窒化ガリウム
（GaN）ベースの白色LEDによって、
高い発光効率と世界の電力消費が大幅
に節約できる可能性があるにもかかわ
らず、この製品に関わる現状の高価格
と疑わしい光品質が普及率の制限要因
となる恐れがある。この白色LEDの
高コストの第一の理由は、発光能力に
限界があることと複雑な半導体加工で
ある。これは、現在の窒化ガリウム

（GaN）ベースLEDで材料プラットフ
ォームとして利用する異種基板に内在
する問題である。
　米ソラー（Soraa）社の新しいGaN-
on-GaN（窒化ガリウム基板）プラットフ
ォームは、前例のない光出力密度、簡
素化されたLEDアーキテクチャによっ
て、ハイパフォーマンスと総合的な原
価低減を可能にする。光品質に関して
は、GaN-on-GaNプラットフォームに
よって実用になった完全可視スペクト
ルLED技術が、不完全なスペクトル、
低い演色性、基本的な照射上の問題、
前世代のGaNベースLEDが一次青色
発光に基づいていることに起因する白
色度表現といった問題を解消する。

コストと性能
　一般照明をLED技術に転換すると、
世界の照明に関する電力消費に巨大な
影響が見込める（2030年に約50%の削
減）。これに応じて二酸化炭素排出も減

少する（1）。しかし、2つの大きな要素が
一般照明用途の省エネLED技術の普及
を遅らせている。コストと品質だ。
　残念なことに、LED照明業界はコン
パクトな蛍光灯メーカーと同じ過ちを反
復する危険を冒している。品質よりも効
率を優先し、エンドユーザーがほしがる
ものを提供すのではなく、終わりのない
指標で顧客を惑わしている。ソラー社の
GaN-on-GaN技術は、基本的に異なる

材料技術のアプローチを用いることでこ
れら2つの主要な問題に対処する。
　1980年代後半および1990年代初頭
の日本における材料科学のブレイクスル
ーによって第1世代GaNベース白色発光
LEDが可能になり、自動車、サイネージ、
バックライトなどの市場を席巻した。こ
の第1世代のデバイスは全て、GaNエピ
タキシャル層をある異種基板、サファイ
ア（最も一般的）、シリコンカーバイド、
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GaN-on-GaNによって実用的なものになった全可視スペクトルLED技術が、
不完全なスペクトル、低い演色性、基本的な照射上の問題を解消した。これ
らは、一次青色エミッタを使うLEDに関わる問題だった。
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図1　LEDの半導体製造フローチャートは、サファイアやシリコンなどの異種基板を使用する従来
の工程を示している。この工程で最高パフォーマンスを達成するには、基板を除去し、キャリア基
板で置き換える。この工程は不要なステップ（ウエハボンディングとリフトオフ）および不要な材料

（キャリア）であり、結果としてウエハ製造サイクルタイムが長くなり、高コストになる。これに比
べると、ネイティブ基板を使用するGaN-on-GaNアプローチは、遙かに簡素化されている。



もしくはシリコンに堆積している。残念
なことに、このLEDにヘテロエピタキシ
ャルアプローチを採用したことで、GaN
ベースの活性層の結晶品質が悪くなって
おり（欠陥密度が約100万/mm2）、半導
体プロセスフローやデバイスデザインが
複雑になっている。その結果として得ら
れたLEDは、半導体製造の視点から見
て高価であるだけでなく、パワー処理能
力を限界づけている。このため、ルーメ
ン出力が伸びず、したがって経済性（1
ドルあたりのルーメン）もよくない。GaN-
on-GaNアプローチは、GaNそのものを
基板に使うことによってこうした限界を
回避した。GaN基板は、ブルーレイレー
ザダイオードの活性層堆積に開発された
もので、このアプローチによって欠陥密
度は1000倍低くなり、ウエハプロセス
フローも飛躍的に簡素化され、材料表

（BOM）も少なくなっている（図1）。

ネイティブ基板のメリット
　ネイティブ（GaN）基板は、本質的に
原子格子整合となっており、このため
半導体結晶品質が向上し、活性領域デ
ザインが改善される。これに加えて、

パフォーマンスに関していくつかの重要
なメリットがある。①高い電気および
熱伝導性により出力の平準化、②光屈
折率整合によりチップ内でフォトンが分
散、③容積デザインと成形により表面
積が増え、光取り出し効率が高まる。
　LEDは本質的にロバストであるが、
障害が発生は通常、温度勾配、つまり

「ホットスポット（高温点）」による。ホ
ットスポットは、電流の集中などでパ
ワー密度が不均一になることで発生す
る。これは、特にサファイアベースの
LEDに当てはまる。というのは、サフ
ァイアは電気的、熱的絶縁性（約40W/
mK）があり、エピ層スタックが相対的
に薄いので、高い駆動電流ではチップ
全面にパワー密度を平準化することが
困難であるからだ。同じことは、薄膜
LEDにも当てはまる。この場合、基板
が除去されており、最大駆動電流とそ
れにともなう光出力の点でこれらの
LEDは制限を受ける。一方、GaN-on-
GaN LEDでは電気および熱伝導性は
極めて高い（約230W/mK）ので、レー
ザダイオードのような電流密度で駆動
でき、電流の集中は全く見られない（2）。
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図2　透過型電子顕微鏡（TEM）画像。（a）異種基板と（b）ネイティブGaN基板に成長したGaN
エピタキシャル層、結晶欠陥密度に著しい違いがあるのが分かる。三角形GaN-on-GaN LEDの
外部量子効率と標準のサファイア基板GaN LEDとの比較（c）。GaN-on-GaN LEDの光出力性
能は、これまでに報告された最高のLEDに匹敵するが、チップサイズは15〜25倍小さい。



　光屈折率整合は、ネイティブ基板の
もう1つの利点である。サファイアベ
ースのLEDの場合、GaNが約2.4であ
るのに対して屈折率が1.77と低いので、
デバイスのエピタキシャル層にトラッ
プされる光が非常に多く、光取り出し
効率の制限要因になっている。GaN-
on-GaNの場合、エピタキシャル層と基
板との間に全く反射がないので、光は
デバイスの吸収領域（活性層と電極）か
らチップの外表面に伝搬し、そこから
使える光として取り出すことができる。
　この光取り出し効果は、GaN-on-GaN
ではLED容量設計の重要性を示して
いる。と言うのは、全般的な光取り出
しで基板が極めて重要な役割を果たす
からであり、この点はサファイアベー
スや薄膜LEDにはない選択肢である。
GaN-on-GaNデバイスは、光取り出し
を最大化するために厚いサイドウォー
ルと三角形を使う、この場合の光取り
出し効率は推定約90%。最良の薄膜
LEDでは、80%となる（3）。
　これらの利点により、GaN-on-GaN 
LEDは、高い効率を維持しながら前例
のないパワー密度で動作する。紫発光
のGaN-on-GaN LEDと標準的な異種基
板のLED（一流サプライヤの青色発光
LEDの典型的なパフォーマンスを示すデ
ータシートを使用）との比較では、GaN-
on-GaN LEDの外部量子効率が、レー
ザダイオードでよく知られている電流密
度まで（kA cm-2領域）維持されている
ことが分かる。それに対して、標準的な
LEDの効率は制限を受け、著しく落ち
込む。これは、結晶欠陥やオージェ再結
合に関連する電流の集中と無放射過程
という問題があるためである（図2）（4、5）。
　照明メーカーの主目的はウエハを出
荷することではなく、ルーメンを出荷す
ることであるので、GaN-on-GaNの高い
光密度は潜在的に大幅なコスト削減に

なる。実際、電流密度がより高いことは、
1ロットのGaN-on-GaNウエハが約10ロ
ットの標準LEDウエハに相当すること
を意味する。簡素化された製造工程、
極小チップサイズ（400μm三角形状）に
サポートされた非常に高い歩留まりを
あわせると、第1世代（異種基板ベース） 
GaN LEDと比べてGaN-on-GaNの全般
的なコスト/ルーメンは基本的に、また
大幅に低いと言える。相対的に成熟度
が低い状態の今でも、GaN-on-GaNで
は、ソラー社のMR16交換電球のコス
ト/ルーメンの値は、市販されている最
良の標準LEDベース電球に匹敵する。
　さらに、GaN-on-GaNの電力処理能

力は高いので、より高い（フォトン）エ
ネルギーの紫発光LED開発が可能に
なる。これによって初めて、効率のよ
い全可視スペクトルLED照明製品が実
現する。エネルギー負荷（紫で3.0eV, 
青で2.7eV）は、照明アプリケーション
に関しては、極めて優れた色品質によ
って相殺される（図3）。特に、虹（紫
から深紅）の全ての色に及ぶ広範な発
光は、黒体放射（タングステン、タン
グステンハロゲン白熱電球）などの標
準的な照明が持つ比類のない演色性に
匹敵する。例えば、ソラー社のVIVID 
MR16電球は演色評価指数（CRI） 95、
深紅（R9）の演色性は95。典型的な青

2013.11   Laser Focus World Japan32

.feature 発光ダイオード

3.0eV (ソラー社) 

2.7eV (その他 LED) 

強度

エ
ネ
ル
ギ
ー

（a） （b）

（c）

3000K 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10R11R12R13R14 Ra

97.5100

0

98.398.496.196.896.897.997.996.397.094.780.097.499.198.9

青色励起
LED

ソラー社

図3　ソラ—社の全可視スペクトル紫ベース白色LED（a）と、従来の青色ベース白色LEDの比較、
演色評価指数（b）も比較。写真で色マニキュア、肌の色合い、白いテーブルクロス（c）を、全スペク
トルソラー社 LED（右）と標準の不完全スペクトルの青色ベースLED（左）との比較で示している。

表1　ソラー社GaN-on-GaN VIVID MR16交換電球と異種基板を使用する標準LEDのパフォ
ーマンスおよび特性の比較

LED
technology

センター
ビーム光度 ワット CRI/R9 白色度表現

封止
フィクスチャ
利用

ビーム

ソラー社
紫ベース
GaN-on-

GaN

2400 cd
(25D) 10 95/95 Yes Yes シングル

その他
青色ベース
GaN on

サファイア

1990 cd
(24D) 10 80/0 No No マルティプル

フィリップス Enduraled提供



色ベースLEDは、白色発光スペクトル
が不完全であり、紫や深紅は発光でき
ない。また、青色（約500nm）領域は
欠損している。これは、LED一次青
色発光と、それが励起する燐の発光と
の間の基本的なストークスギャップ

（シフト）のためである。
　紫ベースGaN-on-GaN発光には、衣類、
紙、プラスチック、化粧品などの製造さ
れた白色材料で蛍光増白剤（OBA）を刺
激するだけの十分なフォトンエネルギー
がある（6）。これらOBAは数10年前に
開発され、日光や白熱電球のような従
来の光源で照射されると白い材料を「白
く」見せる。標準的な青色ベースのLED
は、このOBAを励起することができな
い、自然光の下では、目標としている色
に比べて白色材料は黄色く黒ずんで見
える。優れた色と白色度の表現の組み
合わせでは目を見張るものがある（図3）。
　GaN-on-GaN技術の利点は、ソラー社
のGaN-on-GaN VIVID MR16電球とフ
ィリップ ス の 一 般 的 なLED MR16 
Endura LEDとの仕様比較によく要約さ
れている（表1）（7、8）。VIVID電 球は、
強度（センタビーム光度）、色品質（CRI
およびR9）、白色度表現で凌駕している
だけでなく、GaN-on-GaN LED技術本
来の耐久性の高さにより、封止フィクス
チャでの利用、シングルビーム動作、真

のクラス1UL評価が可能となっている。
　封止、内蔵、フィクスチャ動作は、レ
トロフィットLED MR16電球を任意の
照明フィクスチャで使えるようにするた
めには極めて重要である。これらは全て
ハロゲン用に設計されており、その多く
はエアフローを考慮した設計になってい
ないからだ。封止フィクスチャに適合し
ないレトロフィット電球製品は、そのよ
うなフィクスチャでは使えず、本当のレ
トロフィット製品ではない。
　最後に、指向性照明アプリケーショ
ンのデザイナにとってはシングルビー
ム動作が望ましい、EnduraLEDのよ
うなマルチLED「シャワーヘッド」タイ
プの電球による「ゴースト」効果では
なく、シングルシャドーとなるからだ。
このような望ましいパフォーマンス特
性の組み合わせは、異種基板ベースの
LED製品には、不可能ではないにして
も非常に難しい。
　ソラー社のGaN-on-GaN LED技術
は、まだ揺籃期にある、同社はさらな
るパフォーマンス向上だけでなく、他
の照明製品に幅広く導入されることを
期待している。大型の指向性ランプ、
ダウンライト、非方向性照明、またデ
ジタルイメージングやバックライトな
どの新しいアプリケーションにも期待
が及んでいる。
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