･

･

LED の核心へ

LED 革新のための最新技術と展望

★結晶成長・蛍光体・輝度・設計・実装・放熱・駆動・品質/評価・デバイス・市場/特許動向
⇒ 一つ一つの内容を深く掘り下げて出来上がった至極の一冊！

発刊 2008年11月・体裁 Ｂ5判 709頁 定価75,900円(税込（消費税10％))
★性能向上・考察

★LED素子

★蛍光体

基板と化合物半導体両面での結晶成長等の比較 LEDチップ高輝度化・配向性向上・熱特性や量産化・コスト考察 発光効率向上を踏まえた合成法・蛍光体の厚み起因の色ムラ改善
素子上面へのサブ波長構造製作と光学的影響 光取出し効率向上・フォトニック結晶による発光効率向上 YAG・BOS・窒化物等、種類ごとの特徴と課題
分極場の影響と回避・最新のエッチング・レーザ加工 色再現性・演色性の評価/NIST基準測定の特徴と問題 評価法と要求特性・蛍光体を使わない白色LED動向

★信頼性評価・品質保証

★光学設計・シミュレーション

信頼性試験の進め方や劣化メカニズムを踏まえたLED劣化解析事例
信頼性確保のために発光素子メーカーと機器メーカーのとるべき対策

内部量子/光取出し効率・配光特性等の計算/解析
温度依存のある光学シミュレーション/照明器具の配光設計

★市場動向・特許
製品ごとの市場規模の現状と今後・コストメリットと低下予測
訴訟概要・クロスライセンスの状況・台湾・韓国等の海外企業出願状況

◎電極・実装・封止・放熱・駆動
ピックアップに対する電極の表面保護膜/パッケージ要求特性や組立技術・チップLEDの最大応力点/リードフレーム・ダイ・ワイヤーボンディング
エポキシ/シリコーンの特徴/課題・エポキシのクラックの解析/高輝度パッケージ構造・真空印刷封止
放熱材料・周辺部材に要求される機能/熱伝導率等具体的な数値の記載/セラミック基板放熱/パルス駆動等の各駆動方式と調光制御

◎最新製品別
LEDバックライトにおける課題と対策/新方式・中空反射方式バックライト/照明用途の展開状況とロードマップ/自動車用ヘッドランプ
センサ用途の製造・実装・使用例・課題/プロジェクタ/農業/大型映像/プリンタ/可視光通信
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今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可） 口e‑mail 口FAX 口郵送 口不要

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

構成及び内容
【第1部 LEDメカニズム・材料・光学設計編】
第1章 LEDの構造と原理

第9章 色度
CIEによる物体色の測定/国際基準におけるLEDの演色性測定方法と問題点/色再現性・演色性の評価方法の開発/他

第10章 LEDの熱特性に関する考察
熱の影響を考慮したLEDの電流-電圧・電流-光出力特性の定式化/熱の影響を考慮したLEDの電流-光出力特性のシミュレーション/他
第2章 基板技術と化合物半導体
第1節 基板〜基板による成長の違い・要求特性・他の基板との比較(利点・欠点)〜 第11章 GaN系量産型MOCVD設備
LEDの構造と原理/LED高効率化の要件/LED用半導体材料

Al2O3～熱処理・面方位・バッファ層(AlN等)挿入による転位減少メカニズム等～
Si基板/GaN～劣化メカニズムも踏まえて～/AlN/SiC
異種基板上での成長～格子定数差や熱膨張係数の違いによる反りの問題と対策・
大口径化の現実的な限界等～/LED成長基板の精密加工技術

GaN系半導体のMOCVDの特徴/装置部材の耐久性/成膜の均一性/原料の失活/ガス流の影響/LEDの発光波長/他

【第3部 LED部材・実装・封止・放熱・駆動回路・評価編】
第12章 電極〜LED用透明電極の要求特性・ピックアップに対する電極の表面保護
LED構造と透明電極/LED発光効率とその課題/透明導電膜を用いたLED電極の設計・評価

第2節 化合物半導体〜材料ごとの結晶成長性・基板に対する要求特性・成長技術等〜 透明電極による電流拡がり層/光取り出し効率と電極表面保護/接触抵抗/素子評価
第13章 高品質LEDパッケージ・実装構造とその信頼性向上策
第１項 GaNの成長・低転位化・実用状況・基板欠陥とGaN膜欠陥の相関
GaN結晶成長概観/サファイア基板上のGaNの成長/サファイア基板における高温水素処理の効果 パッケージに要求される設計項目/パッケージの種類・構造・材料・課題/パッケージ組立技術
ダイシング・ダイボンディング・ワイヤーボンディング・フリップチップボンディング方法/蛍光体塗布方法(蛍光体YAG、塗布方法)
低温堆積層の機構と効果/低温中間層の機構と効果/横方向成長技術
第2項 GaAs基板上のAlGaAs系LEDの光取り出し効率向上〜DBRの適用について〜 パッケージの封止材料/表面実装型LEDパッケージの検査/プリント基板へのLEDデバイス実装/チップLEDの最大応力点
電流狭窄型LEDへのDBRの適用/赤外点光源LEDの構造/DBRを有する点光源LEDの光取り出し効率の見積り/他 LEDデバイス構成部品の熱伝導度比較・線膨張係数比較/メタル基板の開発動向/水分管理/他

第3項 GaP基板を利用したLEDとその特性

第14章 封止材の開発と封止技術

第4項 ZnO〜基板材料とZnO膜の結晶性〜

第3節 シルセスキオキサン樹脂のLED封止への応用

第5項 β‑Ga2O3基板およびLiGaO2基板の現状と課題

第5節 有機・無機ハイブリッド透明材料
第6節 高輝度LEDに求められる、パッケージ構造と封止技術

GaP基板の製造技術/導電性の制御/GaP基板の特性/GaP基板における透過率の測定と吸収係数の算出 第1節 LED実装基板材料と封止樹脂の要求特性と課題
GaPをエピタキシャル成長基板とするLEDの構造/LEDチップからの光取り出し効率向上のための方法 第2節 エポキシ樹脂封止
GaP貼り付け基板での光取り出し効率の向上/LEDチップ形状加工による光取り出し効率の向上 光半導体封止の課題とその対策/量産性と高歩留まり化への対応/高耐熱・耐光樹脂/車載用高信頼性樹脂の開発/他

第4節 LED用シリコーン封止材料の特性
基板材料の物性/ヘテロエピタキシー用各種基板/ホモエピタキシー用ZnO基板
ヘテロ・ホモエピタキシャル成長/ワイド・ナローバンドギャップ/ｎ型・ｐ型伝導性制御 高硬度シリコーン封止材/High Power LED、UV-LED用封止材/ダイボンド剤/シリコーン封止材料の課題/他
光FZ法によるβ-Ga2O3単結晶の育成・単結晶基板の特性/表面および断面構造
導電性、透明性、結晶性/耐薬品性、エッチング性/ MBE・PLD法によるβ-Ga2O3基板上へのh-GaN膜成長
LiGaO2の特性及び単結晶育成・GaN成長用基板への応用/β-Ga2O3基板及びLiGaO2基板の今後
第6項 分極場の影響と回避技術 III-V族窒化物の極性構造/内部電界の面方位依存性
III-V族窒化物薄膜の非極性、半極性面での成長/非極性面上に形成した発光デバイスの進展

第3節 半導体材料の評価法
半導体の光学的特性とその評価技術/深い欠陥準位評価～GaAs中のEL2を中心に～
接合界面および表面準位評価～AlGaAs/GaAs接合界面～/量子井戸内キャリアの動的振舞い/他

第4節 素子上面へのサブ波長構造製作技術と光学的影響
第5節 LED製造プロセスとそのトレンド〜化合物半導体のドライエッチング技術〜

リードフレーム/リフレクタパッケージの封止方法/透明封止材の成形方法(トランスファ成形、圧縮成形)

第7節 真空印刷封止技術〜ボイドレス封止の実現〜
第15章 放熱設計
LED 種類と放熱性の関係/パワーLEDにおける課題及び要求仕様/熱設計における熱シミュレーション活用
メタルベース基板における種類検討例/LEDのハイパワー化に伴う発熱対策(各種放熱材料紹介)/他
第16章 駆動回路 第1節 パワーLED(LED)の特性〜波長特性・温度特性〜
Vfのばらつき/温度ドリフト/抵抗を使った駆動回路/定電流回路での点灯/パルス駆動/放熱基板比較/他
第2節 EZ‑Color高輝度LEDコントローラの利用方法及びシステム設計手法
LED駆動方式と調光制御/定電圧駆動方式と定電流駆動方式/パルス制御
RGBカラー合成/フィードバック制御の実装/温度フィードバック/カラーフィードバック

プラズマエッチングのプロセス例/メサ加工及び素子分離加工/高輝度、高効率化のための加工
素子表面の微細加工/逆メサ加工/基板上への凹凸加工/エッチング深さモニタリング技術/他 第17章 信頼性評価・品質保証

第6節 LED基板のサファイア基板のレーザスクライビング法

第1節 LEDの発光特性の測定方法 標準LED/LEDの波長的・空間的広がりを考慮して

ブレーキング手法と自動化/レーザスクライビングとブレーキング面の選択/サンプル側の加工性パラメータ
レーザ光源の選択肢/周辺技術/サファイア以外の基板材料/ヒートシンク材料/GaN・SiC基板/他
第3章 蛍光体 第1節 蛍光体発光のメカニズム及びLEDに用いられるRGB蛍光体材料
蛍光体発光の種類/蛍光体の発光メカニズム/LEDに用いられるRGB蛍光体/他

LED測光方法の規格化状況～国際的な状況を含めて～

第2節 合成法〜発光効率向上のためのポイントを踏まえ〜

第2節 信頼性試験
通電試験/高温加速試験(寿命予測）/加速試験/試験温度範囲通・電電流の加速条件の最適化
データのばらつきの対策/バーンイン試験における注意点/劣化試験/大電流通電試験/ESD試験/他

第3節 LEDの劣化解析〜劣化メカニズムを踏まえて〜

燃焼合成法/燃焼合成法による蛍光体の作製と発光効率の向上/酸化物・酸硫化物・窒化物蛍光体 劣化解析手順/外観検査/コンタクト層の評価/活性層の発光パターン観察/劣化解析事例と劣化メカニズム/他
スプレー熱分解法/合成方法とその特徴・利点と欠点/酸化物粉体合成法/液相合成法 第4節 デバイスの品質と信頼性〜デバイスメーカーと機器メーカーの対策〜
【第4部 種類別LED・市場動向編】 第18章 LEDバックライト
沈殿法/逆ミセル法及び乳化液膜法/超臨界水熱合成法/CVD法/PVD法/他

第3節 評価方法〜結晶構造・発光特性等を踏まえ〜

第１節 LEDバックライト商品化プロセスにおける課題と対策

構造の評価方法/発光特性の評価方法/発光効率の評価方法/他

現状と課題/配光特性と照度分布/発光スペクトルとパネル透過率/バックライトの放熱対策/他

LED用蛍光体の要求特性/発光効率/ストークスシフト/変換効率(量子効率)
蛍光体内部での不要な反射や吸収の低減/スペクトル幅/演色性/信頼性/他

中空反射方式BLUの基本構造/基本設計/定式化/設計例/中空反射方式BLUの試作機の特性

第4節 蛍光体の要求特性と特性向上〜発光効率・スペクトル幅・信頼性等〜 第2節 中空反射方式バックライトの開発
第5節 蛍光体の厚みに起因する色ムラ改善

第19章 デバイス別LED〜設計・要求特性・利用例・将来展望等〜
第1節 一般照明市場におけるLED照明の動向と今後の展開

LEDにおける従来技術の問題点/色ムラ改善のための新技術

LED発光効率と照明総合効率/放熱技術/光学設計/電源回路/高出力化/調光/他

第6節
第7節
第4章
第1節

YAG蛍光体とBOS蛍光体・窒化物系蛍光体〜種類・課題等〜
蛍光体を使わない白色LED動向
光学設計〜LEDを最適に設計するために〜
LEDのデバイスモデル

基本方程式/内部量子効率/光取り出し効率/配光特性/熱解析

第2節 自動車用LEDの動向と応用例
LEDヘッドランプの要件・構成要素/光束/光源の形状/発光スペクトル/光学系/発光効率の向上/発光色の改良/コスト低減/他

第3節 大型映像表示装置オーロラビジョンの高画質化技術と応用事例
輝度及び色の補正による高画質化技術/高密度配列をサポートする超高解像度化技術/高速応答性を利用した高画質化技術/他

第4節 光センサ用光源としてのLED

LEDの特徴に対する光センサの利点・課題/光センサ用のLEDモジュールの構造と製造工程
発光メカニズムに沿った光源の設定/発光部分のモデリング、設定方法/温度依存性を考慮した光学シミュレーション LEDモジュール製造工程/表面実装工程/ダイ・ワイヤボンディング工程/トランスファモールド工程
歪み応力による屈折率の変化/実際の測定と計算結果のすり合わせ/シミュレーションの適用限界(データの評価)/他 第5節 プロジェクタ用途へのLED光源の応用
プロジェクタ用光源に要求される仕様/LEDを用いたプロジェクタの設計/照明光学系の設計/高輝度化
第3節 ＬＥＤ照明器具の配光設計
光学制御について/レンズと反射板の比較/レンズ形状とその特徴/レンズ形状と配光 発光効率(内部量子効率、外部量子効率)の向上/指向性の改善/電流密度の増加/光リサイクル/光源の偏光化/他
第6節 LEDヘッドの革新技術
配光設計について/照明器具の設計
【第2部 LED性能向上・特性考察編】第5章 LEDチップに於ける高輝度化技術 従来型LEDヘッドの構造と課題/LEDヘッドの高密度化/高密度LEDヘッドの小型化と高発光効率化の技術
LEDチップ製造プロセス・高輝度化/発光層の構造と品質/発光層の温度上昇/チップの放熱性/光取り出し効率/他 LEDアレイとドライバICの集積技術/エピフィルムボンディング技術/新型LEDアレイチップの作製プロセス・構造/他
第6章 発光効率 第1節 発光効率向上のために〜光取出し効率向上、光源放射角度バラツキ抑制の工夫等〜 第7節 農業分野でのLEDの利用
発光効率向上のためのポイント/内部量子効率・光取り出し効率の改善/電流密度と電位障壁の低減 LED植物栽培光源の課題/高輝度化と耐久性/LEDチップの発熱対策/ランプコスト/他
視感度効率の改善/光源放射角度バラツキの改善/LEDパッケージとしての発熱の抑制 第8節 可視光通信と可視光LEDの高速応答性能の評価
可視光IDシステムと送信回路/応答特性評価/ピーキング回路/光受信機の改善/他
第2節 フォトニック結晶による発光効率の向上
フォトニック結晶がなぜ求められるのか/LEDへのフォトニック結晶適用/モールド転写フォトニック結晶LEDによる発光効率向上 第9節 ビスイミダゾールを用いた高感度な光開始系の開発

第2節 光学シミュレーション

第7章 配向性向上の工夫〜LEDの照明用に向けた配向性制御技術の開発〜 第20章 高出力半導体レーザの動向

導光板の配向性向上－円錐台形状ドットの提案－/導光板の作製法/照明用途への応用 高出力レーザの基本設計/磨耗・突然劣化の抑制/GaN系レーザの構造と信頼性/転位密度の低減と信頼性/他

第21章 LEDの市場動向 第1節 白色LED市場概観
第8章 信頼性・耐久性向上のための工夫
第1節 素子材料や構造の最適化による信頼性向上及びサージ電流（過電圧）からの保護 第2節 LEDの特許情報〜特許訴訟・クロスライセンスの状況〜
特許から見たLED開発の状況/用途別に見たLEDの特許出願件数の推移/他
第2節 静電気影響の低減 第3節 素子周辺の歪低減による寿命の確保

・Ｅ−ＭＡＩＬ：ダイレクトメール等によるご案内希望の方は
･･･弊社ＨＰ（http://www.johokiko.co.jp/）案内登録にてお受けしております。
★★★書籍の申込書・申込要領等は裏面にございます★★★
（株）情報機構 TEL:03‑5740‑8755 FAX:03‑5740‑8766 〒141‑0032 品川区大崎3‑6‑4 トキワビル3階

