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CHALLENGES AND SOLUTIONS
課題とソリューション

一般的なAu80Sn20ボンディングのプロセス品質は、ボ
ンディングプロセスそのものや、材料や部品自体からの
影響など、様々な異なる要因の影響を受けます。

いずれにしても、目標は安定した信頼性の高いボンディン
グ品質を実現することであり、これを実現にするためにフ

ァインテックは、オーバーハングの定義、フリップチップの
ハンドリング、ボイドの防止と濡れ性の向上、コプラナリ
ティ(平衡度)、正確なボンドラインの厚さ、熱ドリフトの補
正など、個々の課題に対して数多くのソリューションを設
計、提供してきました。

さらに、生産時に高い生産効率UPH（Unit Per Hour）
を確保するためにプロセスのサイクルタイムを短縮する
ことも目的の一つであり、ファインテックでは、高温プロセ

レーザー技術の発展に伴い、その応用範囲も広がっています。赤外から紫外まで、レーザーは計測や分光、光通
信、光データの処理や保存、光ファイバ通信や医療機器など、あらゆる分野で利用されています。また、より高いエ
ネルギー出力を得るために、別のレーザーを励起する用途でも使用されています。

レーザーアプリケーション用途需要の高まりに伴い、例えば高出力レーザーダイオードの製造などは、主要な量産
プロセスの一つとなっています。高出力レーザーを大量に生産するためにはダイボンディング装置が必要となり、
そのダイボンディング装置には、高精度・高再現性を維持しつつ、多くの種類の部品のサイズや種類の変化に対応
し、高い生産効率で完成品アセンブリを生み出すことが求められています。

このテクニカルペーパーでは、高出力レーザーダイオードの全自動実装プロセスについて、一般的なプロセスパラ
メータ、接合条件、プロセスステップなどを含めた解説をご提供し、特にレーザーダイオード製造時に直面する典
型的な課題、例えばAu80Sn20の接合品質や、接合プロセス、材料、部品自体に起因する様々な要素がもたらす影
響についてのソリューションを紹介しています。

Fig. 1: サブマウントに搭載されたシングルエミッターレーザーダイオード

高出力レーザーダイオードの全自動実装
Automated High Power Laser Diode Assembly
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スサイクルのための加加熱プレートや、最適化されたパ
ターン認識、高速タッチダウンのための特別なツール設
計、接合所要時間を短縮しつつ接合品質を向上させるた
めのプロセスガスの使用など、様々なソリューションも開
発しました。

Flip chip and Pattern Recognition / Edge 
Recognition
フリップチップとパターン認識 / エッジ認識

高出力レーザーダイオードの自動アッセンブリでは、コン
ポーネントを指定された位置でキャリアに載せる必要が
あります。ほとんどの場合、これはハンダパッドの中央で
あり、コンポーネントのローテーションは可能な限り小さ
くする必要があります。そのために必要なのが、サブマウ
ント上面を使ったキャリア全体の大まかな認識です。アラ
イメントマークは、正確な位置を認識するために使用さ
れ、間違った向きのサブマウントは排除されます。

Fig. 2: ボンディングされたシングルエミッ 
ターレーザーダイオードの

位置認識を成功させるためには、レーザーファセット(射
出端面)のエッジをキャリアのいずれかのエッジに合わせ
ることが重要です。 しかし、レーザーダイオードは切断さ
れている場合が多く、すべての面が長方形に見えるわけ
ではありません。P-面は完全な長方形ですが、反対側の
面はダイシング時のスクライブ・ブレイク工程により、わず
かに湾曲しています。P-面を直視した場合のみレーザー
リッジを観察することができ、レーザーチップを正確にア
ライメントすることができます。この時、用途（p-面を上に

するか下にするか）に応じて、フェイスアップまたはフリッ
プチップ、どちらかのアライメント方法が必要となります。

サブマウントのエッジとレーザーダイオードのファセット
のエッジに合わせる際の重要なポイントは、サブマウント
のエッジの質です。レーザーダイオードのファセットは研
磨されていてほぼ完璧な状態ですが、サブマウントのエ
ッジはわずかにギザギザしています。異なるコントラスト
のラインを区別し、アライメントに適したエッジ（セラミッ
クのエッジ、金属のエッジ、ハンダ層のエッジ）を見つける
には、焦点深度が非常に狭い光学系が有効です。

最大出力と安定性のバランスをとるために、及びハンダ
残滓のないきれいなファセットを実現するためには、レー
ザーダイオードをヒートシンクの端から1～5μmの範囲で
オーバーハングさせる必要があります。

この精度はさまざまな要素の影響を受けます。素材以外
にも、カメラの品質や照明のオプション、パターン認識の
性能など、装置の性能も要素の一つです。

ファインテックのビジョンアライメントシステムは、独自の
画像重ね合わせ原理に基づいており、双方の接合面を同
時に観察することができます。高品質の画像を得るため
に、ファインテックのダイボンダーには高解像度のカメラ
と光学系が備わっており、可変可能な視野範囲により、全
体像の把握と細部の精密な把握を、いつでも行うことが
可能です。

照明には、サイドライトや適切な波長の同軸光（RGB）な
ど、さまざまな選択肢が用意されていますが、この用途
では金属構造とのコントラストが最適になる赤色光が最
適です。またファインテックでは、特殊なミラーコーティン
グを施した加熱プレートを採用していますので、指向性
のあるバックライト効果も利用することが可能です。加え
て、加熱面上でのゆらぎやブレを効果的に除去するため
の特殊な機構部品も備わっています。

ファインテックの先進的なボンディング用ソフトウェアで
は、使用する材料や、要求精度に応じて、個々のパターン
認識（PR）パラメータを設定することができます。パター
ン認識は、フィデュシャル（アライメントマーク）やエッジ
やラインの検出を組み合わせて行われますが、エッジの
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認識を基準に最終的なアライメントと行うことにより、コ
ンポーネントのばらつきを抑えることができます。また、デ
ジタルフィルターを使用することで、コントラストを高めた
り、歪みを抑えたりすることも可能です。さらに複数の画
像フィルターが用意されており、様々なシーンでの画像認
識に効果を発揮します。

これは、独自のFINEPLACER®の動作原理と連携するこ
とにより、高い接合精度を実現しています。また、パターン
認識と最適化された照明を使用することにより、オーバー
ハング精度をボンディング後に測定することも可能です（
一部の特殊な設計のレーザーダイオードやサブマウント
は除きます）。規則性のあるエラーやシフトが検出された
場合は、ボンディングソフトウェアで補正のためのオフセッ
ト補正値を適用することも容易に行うことができます。

Overhang
(オーバーハング)

オーバーハングの精度と大きさは、ダイオードアセンブリ
の性能に様々な影響を与えるため、オーバーハングを制
御することは、レーザーダイオードアセンブリにおける重
要な要件の1つです。

オーバーハングが小さすぎたり、存在しない場合、ハンダ
接合部からはみ出したハンダがレーザービームのファセッ
トを塞いでしまい、全体の効率を下げてしまいます。オー
バーハングが大きすぎると、ファセットはハンダに関する
懸念から解放されますが、放熱を十分に確保するために
必要な接合面積が得られず、レーザーは過熱してしまいま
す。これは、レーザービームの品質に影響を与えるだけで
なく、レーザーの信頼性や寿命にも悪影響を与えます。

製造工程では以前より、5 µm～10 µmのオーバーハング
を許容していましたが、より高精度な設備が市場に出回
るにつれて要求レベルが上昇し、現在では業界標準とし
て5 µm以内に縮小しており、ハンダのはみ出しを減らす
ために、低荷重制御の要求も増えています。 ファインテッ
クのFINEPLACER®全自動ダイボンダーソリューション
は、このような業界の要求を完全に満たせるよう設計され
ています。

Fig. 3: ハンダ付け後のレーザーダイオード (エッジ配置)

Wetting and voids
（濡れ性とボイド）

Au/Sn (金/スズ) 合金は、共晶接合に使用される業界標
準の材料です。Au/Sn合金は、酸化しにくく、融点が低い
ことで知られていますが、レーザーダイオードの製造環境
では、Au/Sn表面に酸化や汚染が発生することがありま
す。この酸化と汚染に加え、Au/Snハンダの表面張力が濡
れ性とボイドの問題を引き起こします。

濡れ性とは、熱によって流動的になったハンダ内の金属
が、他の金属の表面に接触・付着することです。

ボイドとは、不十分な接触や荷重や加熱、表面張力の問
題、そして酸化や汚染の結果として、ハンダ接合部の部品
間にできる小さな空洞やポケットのことです。
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Fig. 4: 接合試料のせん断力: 37 N

ハンダや相手部品の表面に汚れ、汚染、酸化などが存在
すると、ハンダの表面張力に対する濡れ性が悪くなり、ハ
ンダ接合部に空洞ができてしまい、結果、強固で均一なハ
ンダ接合部を実現することが難しくなってしますます。

Fig. 5: プロセスガスエンクロージャーが搭載され 
たヒーティングプレート

濡れ性とボイドの問題に対処するために、ファインテック
はプロセスガスモジュールを開発しました。このモジュー
ルは、加熱プレートの上に装着するカスタムチャンバーと、
コンポーネントが基板に接触する際にチャンバーをほぼ
密閉状態にするための、ボンディングツールに装着する蓋
形蓋形状またはカバー形状で構成されています。このプロ
セスチャンバーに窒素や窒素と混合したギ酸などの還元
性ガスを流入、充満させることで空気や酸素を排気除去
することが可能になります。

Temperature and cycling
（温度とサイクル）

高温サイクルを高頻度で行う場合、Au/Snが固体または
液体になる温度、及びこの2つの状態の間をいかに早く
移動させるかという点が重要な要件となります。

一般的なAu80Sn20の接合では、Au/Snハンダの融点に
達するまでに最低でも280℃以上の温度が必要です。し
かし、加熱プレートから接合対象への熱伝達をできるだ
け速くするためには、一般的にプロセス温度はかなり高
くなります。加えて、この高熱は、時間経過に伴う金属の
酸化など、部品やツールに影響を与え、別の問題を引き
起こす可能性があります。

温度とサイクルの要求に応えるために、ファインテック
は高昇温基板加熱モジュールを開発しました。これは
12mm x 12mmの小さな表面積の加熱プレートであり、
最大100K/secの非常に高速な加熱と、同様の冷却を実
現しました。通常、ヒーティングプレートは積極的に空冷
されていますが、サイクルタイムを短縮するために水冷を
追加することも可能です。これによりヒーティングプレー
トからワーキングエリア周辺への放熱を安定させ、より安
定した周囲雰囲気を維持することができます。 また、小型
化されたことにより、熱膨張、熱ドリフトが減少し、熱サイ
クルによるストレスも減りますので、基板加熱プレートの
寿命も長くなります。

Even bondline thickness
（ボンドライン厚）

CoSボンディングには、2つの平面間の平衡度（コプラナ
リティ）が不可欠であり、これには、ボンディング中および
ボンディング後のチップと基板の間の水平度・平行度の
意味も含まれます。ファインテックの加熱プレートとボンデ
ィングツールは、位置および平衡度が簡単に調整できる
よう設計されています。

優れたレーザーダイオードのアセンブリ工程では、レーザ
ーコンポーネントの熱を最大限に放熱するために、チッ
プ表面全体で均一なボンドラインを得る事を目指します。
もし、ダイオードが傾いた状態で搭載されると、片側のハ
ンダが厚くなり、放熱が悪く動作温度が高くなってしまい
ます。この問題を解決するのが、レーザーダイオード用に
設計された特殊なセルフレベリングツールです。ツール
先端がレーザダイオードチップの長軸に沿って傾くこと
ができるような機構になっているため、ヒートシンクとレー
ザーダイオードの間の傾きを補正することができます。 レ
ーザーダイオードの短軸方向の傾きもマニュアル調整し
固定することが可能です。
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Fig. 6: ボンディングされたシングルエミッタ 
ーレーザーダイオードの平衡度測定

ボンドラインの太さは、加えられたボンディング荷重によ
って決まります。FINEPLACER®では、搭載精度だけで
はなく、すべてのプロセスパラメータも精度の一部として
考えられています。例えば、微少荷重設定のボンディング
プロセスに、加熱・冷却による熱膨張などによる大きな変
動が生じた場合でも、FINEPLACER®では極めて正確
に制御・調整・維持が行われます。これにより、非常に細
いボンディングラインに対応することも可能になると同時
に、ボンディングラインの外側への制御不能なハンダの
漏れやハンダビーズの形成も避けることが可能です。

Fig. 7: ボンディング後のシングルエミッタ 
ーダイオードのボンディングライン厚

Spring loaded tool design
（スプリング荷重式ツール）

ファインテックのレーザーダイオード用セルフレベリングツ
ールには、スプリングによりボンディング荷重を制御する方
式のツールも存在します。このツールでは、荷重制御を伴
うタッチダウンは行われず、フルスピードでのタッチダウン
と、部品の厚さの公差を考慮の上、あらかじめ設計された
荷重を印加する方法で、サイクルタイム短縮に貢献します。

Fig. 8: シングルエミッター用ツール(スプリング荷重式)

Systematic error (automatic camera 
 calibration)
(オートカメラキャリブレーション)

ビームスプリッターや光学系は周囲の温度変化に影響を
受けやすく、またツールの装着や調整時の衝撃などの外
的要因などよって、時間の経過につれてチップと基板の
アライメントに変動が生じてしまうことがあります。

これを補うために、FINEPLACER®では、専用ガラスチッ
プを用いてヘッド(ツール)側とターゲット(対象物)側のカ
メラオフセットを測定し、カメラの自動キャリブレーション
を実行し、その変動を補正することができます。

この補正は、対象となるプロセスや使用するツールなど
に応じて、プロセスごと、バッチごと、生産の前・中・後な
ど、いつでも実行することが可能で、その結果、量産にお
ける高歩留まりを維持確保することができます。

TYPICAL BONDING PROCESS
一般的なボンディングプロセス

本章では、FINEPLACER®全自動ダイボンディングシス
テムを用いた高出力レーザーダイオードのボンディング
プロセスにおける、一般的なプロセスパラメータや要件、
実際のプロセスシーケンスなどを説明します。
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Process parameters
（プロセスパラメータ）

Bond requirements
（ボンディング要件）

Loading material
（部品供給）

最初に様々な種類やサイズのコンポーネントが入った
Gel-Pak®/ワッフルパックを装置にセットします。次にパ
ターン認識を用いて装置がパック内の空ポケットの位置
を認識・識別、コンポーネントがある位置を認識した上で
ピックアップシーケンスに移行します。

Fig. 9: 6つの供給パックを用いたシン 
グルエミッターダイオードの

Pick up and load substrate to  
heating plate

（基板のピックアップおよびヒーティングプ
レートへの搭載）

まずパターン認識を用いて基板とツールの位置をアライ
メントし、基板をピックアップします。ツールにはスプリン

ボンディング荷重:
0.4 N – 3.0 N+

オーバーハング量:
1 – 10 µm

プロファイルタイム:
>20 sec (平均プロセス = 18 sec)

プロセス温度:
180°C -> 300°C + -> 180°C

パターン認識: 
対象物のバリエーションに応じたパターン認識

ツール: 
各基板およびレーザーダイオードサイズに応じて設計
されたツール(真空吸着溝形状を含む)

バッチ処理：
複数ピックアップ・プットダウンシーケンスを含むバッ
チ処理

高スループット対応:
自動化プロセス、スプリング式ツール、高速ヒーティン
グプレートの使用

周辺雰囲気：
濡れ性および酸化防止の目的でプロセスガスを使用

ハンダのはみ出し：
ハンダのはみ出しは、レーザービームに悪影響を及ぼ
すため不可。そのために正確なオーバーハング管理と
低荷重ボンディングが必要。

精度: 
X                 +/- 2 µm(エミッティングエッジ)  
Y                 +/- 10 µm 
シータ角：    +/- 0.1°

シェア強度: 
10 - 20N+
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グが組み込まれているため、荷重制御を行わなくても、一
定の位置まで秒速3mmで移動、基板をピックアップする
ことができるため、所要時間を短縮することが可能です。

次に、基板は加熱プレートに載せられ、真空吸着・固定さ
れます。その後パターン認識により基板の位置が確認さ
れ、次のステップにおけるワークオフセットとして使用さ
れます。
 
Pick up laser diode

（レーザーダイオードのピックアップ）

パターン認識を用いてレーザーダイオードとツールをア
ライメントし、レーザーダイオードをパックから荷重を加
えずに高速でピックアップします。 

レーザーダイオードは、パターン認識を併用し、高度に研
磨された表面と、複数のレーザーダイオードの幅と長さに
対応できる真空吸着構造を持つ、特注のツールを使って
保持されます。 その後レーザーダイオードは、ファインテ
ックの特許技術であるビームスプリッターと精密にキャリ
ブレーションされた光学系を使って、基板に対してアライ
メントされます。

Chip-to-substrate alignment
（チップと基板のアライメント）

基板とレーザーダイオードのアライメントを行います。パ
ターン認識を用いて、オーバーハング（X軸）、プリフォー
ムのハンダパッド上のレーザーダイオードの位置（Y軸）、
そのシータ回転（P軸）を基準として、レーザーダイオード
は基板にアライメントされます。
 
パターン認識は汎用性の高い手法です。レーザーダイオ
ードやレーザーファセットの位置は、部品エッジやフィデ
ューシャル、部品の実画像を参照したピクセルマッチング
など、様々な方法で認識されます。

ファインテックのIPM（Integrated Process Management）
ソフトウェアでは、ボンディングを行う前に精度の要件を
定義することができ、常に必要な位置にコンポーネントを
正確に配置することが可能です。

Assembly process
（アセンブリプロセス）

エッジが認識され、要求精度を満たしたアライメントが完
了すると、アセンブリ工程が開始されます。

タッチダウン:
ツールは、セーフティギャップまで下降します。このセーフ
ティギャップは最小に制御されますが、レーザーダイオー
ドと基板の間に衝突や制御不能な接触がないように設定
されています。その後、Z軸が基板を最大3mm/秒の速度
でレーザーダイオードに向かって持ち上がり、あらかじめ
設定された高さ位置まで移動します。スプリングツールに
より基板がレーザーダイオードに向かって押し付けられ、
定義されているプロセス荷重までプリロードが加えられ
ます。その後、精密なPID荷重制御が作動し、ボンディング
プロファイルを開始する前に所定の荷重が加えられます。

ボンディングプロファイル:
コンポーネントがコンタクトした後にはボンディングプロ
セスが始まり、このボンディングプロセスには高度なプロ
セスコントロールと精度が求められます。

まず、基板加熱モジュールが100K/secで300℃以上に
加熱されます。その後、コンポーネントサイズとスプリング
ツールに応じて、0.2Nから3N程度の荷重が、極めて正確
に維持されます。ボンディングエリアは密閉され、ボンディ
ングプロセスをサポートするためにプロセスガスで 清浄
化されます。プロセスガスの流量は常にモニターされコン
トロールされています。

ピーク温度に達した後は、プロセスパラメータを細かく制
御し、強固な接合を維持しつつ、加熱プレートとコンポー
ネントを待機温度まで急速冷却します。その後ハンダが再
凝固し、ボンディングは完了となります。



© Finetech | www.finetech.de 8

TECHNICAL PAPER
Author: Travis Scott
techpaper@finetech.de

Fig. 10: 定義されたボンディングプロファイルとそのログ

Unload assembly
(アッセンブリのアンロード)

ヒーティングプレート上の基板固定を解除すると、レーザ
ーダイオードと基板のアセンブリがヒーティングプレート
から着脱可能になります。プロセスサイクルを繰り返す前
に、この完成済アセンブリをワッフルパックの空き部分に
アンロードします。FINEPLACER®では、1つのツールでア
センブリのロード、接合、アンロードを行うことができます
ので、ハンドリング時間が大幅に短じかくなり、サイクルタ
イムが短縮されます。

RECOMMENDED SYSTEMS
推奨システム

ファインテックで は 、高 出 力レー ザ ーダイオードの
自動組立のご要求、高い搭載精度、更なる低荷重を
求める業界の声に応え、FINEPLACER® femto 2と 
FINEPLACER® femto bluを開発しました。

超低荷重でサブミクロンの配置精度が求められる最高難
易度のプロセス要求に対して、FINEPLACER® femto 2
は、0.05Nという極低荷重制御で0.3μm@3Sigmaの精度
を実現しています。

FINEPLACER® femto bluは、全自動環境下での開発
や、連続生産のための優れたソリューションです。よ

り短いサイクルタイムに対応するために、搭載精度は 
2.0 µm @ 3 Sigmaと低くなっていますが、これは業界の
要件範囲内に十分収まっており、フォトニクス部品のプロ
トタイプ製造及び製品の生産に、最大限の自由度とスピ
ードを提供します。

Fig. 11: フォトニクス生産のための効率的なソリューション
FINEPLACER® femto blu

これらのシステムは、高速基板加熱モジュールとプロセス
ガスモジュールを組み合わせた構成、 平衡度を確保しつ
つサイクルタイムを短縮するスプリングロード式セルフレ
ベリングレーザーツール、カメラのオートキャリブレーショ
ン機能や適切なプレゼンテーションエリア設定など、自動
化されたレーザーダイオードやダイオードアレイの組み立
てに最適なシステムであり、複数のレーザーダイオードを
同時にサブマウントに組み合わせるバッチ処理アセンブ
リも実現可能です。

https://www.finetech.de/demo/

