
2013.6  LEDs Magazine Japan12

LED manufacturing | LARGE SUBSTRATES

　LEDの製造コスト削減に向けて、大
口径（6～8インチ、150～200mm）基
板への移行が主要な解決策としてよく
取り上げられる。実際、非常に頻繁に
話題にのぼることから、大口径への大
規模な移行が既に実施されているのか
と思う人もいるだろう。この移行は、
技術と物流の両方の課題に阻まれ、時
間がかかっている。しかし本稿で説明
するように、この移行がもたらす最終
的な効果は十分に大きいため、LEDメ
ーカーはより大きな基板へと移行し、
部品コストは低下し、SSL（Solid State 
Lighting:固体照明）の普及はさらに促
進される見込みである。
　2013年の6インチウエハ上での生産
は全体の20%未満にとどまり、8イン
チウエハの割合にいたっては意味のあ
る数値にも達しないとアナリストらは
予測している。これから3年間という
期間で見ても、大口径基板は全基板サ
イズの半分を超える程度としか予測さ
れていない。
　この予測は意外に感じるかもしれな
い。大口径に対する需要は非常に大き
いはずだからである。大口径基板はこ
れまで、LEDチップ価格を低下させる
ための基本的なコスト削減手段として
頻繁に取り上げられてきた。業界全体
が大幅なコスト削減を求めており、大
口径基板はそれを達成するための主要
な手段であるとみなされている。では

なぜ、もっと多くのチップメーカーが
この移行を進めないのだろうか?
　この疑問に答えるために、本稿では3
つの項目を取り上げる。まず、大口径
の真の効果について説明する。2つめに、
その効果が本当に素晴らしいものである
ならば、なぜより多くのメーカーが移行
を進めないのかを議論する。最後に、c
軸 CHES（controlled heat extraction 
system）技術など、大口径の普及を促
進する可能性を秘めたいくつかの潜在
的な破壊的技術について、8インチ基板
の展望とともに解説する。
 
製造できるLEDチップ数の増加
　まずは、より大きいウエハへの移行
に伴う主要な利点について考えてみよ
う。つまり、製造できるLEDチップ
数が増加するという利点である。確か
にこれは最大の利点だが、残念ながら

次のように誇張されることも多い。「6
インチの大口径ウエハは、LEDチップ
を形成するための表面積が2インチウ
エハよりも9倍大きい」（図1）。
　単純にウエハの表面積に関して言う
ならば、この記述は確かに正しいが、
6インチウエハを使用するだけでチッ
プのスループットが9倍になるという
のは、真実とは思えない話であり、実
際のところ真実ではない。では何が真
実なのか。その疑問に答えるには、
LEDチップのレイアウトをより詳しく
見てみる必要がある。つまり、ウエハ
上のレイアウトと、LEDが形成される
MOCVD（ metal organic chemical 
vapor deposition:有機金属気相成長）
反応炉内におけるウエハのグループと
してのレイアウトである。
　「より多くのLEDチップが製造でき
る」という利点の実情を把握するには、
単純に6インチや8インチのウエハの
方が大きいということに加えて、いく
つかのその他の要素を考慮する必要が
ある。その要素としては、除外ゾーン、

マーカス・ウェドル

6インチまたは8インチのウエハへと移行することによって、究極的にはよ
り低コストのLEDが実現されるが、業界はその前に、いくつかの技術および
物流に関する課題を克服する必要がある。

大口径基板上のLED製造
̶その遅延要因とは?

2インチ

8インチ
4インチ

6インチ

図1　さまざまな口径のサファイアコア
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LEDチップの形状とサイズ、MOCVD
反応炉内のレイアウトがある。以下で
はまず、これらの要素を1つずつ説明
してから、それらすべてを考慮して真
の比較シミュレーションを行い、多様
なウエハサイズによって製造できる
LEDチップの数について、はるかに合
理的な見積もりを示したいと思う。
 
除外ゾーン
　最初に取り上げるのは、ウエハ上の
除外ゾーンと呼ばれる部分である。エ
ピタキシャル工程において、LED材料
はこのエリアでは正しく形成されず、
良好なLEDにはならないため、この
エリアのチップはカウントに入れては

ならない。本稿のLEDチップ数のカウ
ントでは、除外ゾーンとして業界標準
である3mmを採用する。図2において、
赤いチップで示された部分が除外ゾー
ンである。ウエハの最も端にあり、完
全な矩形としてはウエハからはみ出し
ているチップは、本稿のシミュレーシ
ョンにおいてまったくカウントされな
いことに注意してほしい。
　除外ゾーンの重要な特徴の1つは、
ウエハの口径にかかわらず、端から
3mmとなることである。つまり、ウ
エハ口径が大きいほど除外ゾーンの面
積も大きくなる。ただし、ウエハの総
表面積に対する割合で考えると、大き
いウエハほど除外ゾーンが占める面積

3mmの除外ゾーンの境界

除外ゾーンに含まれるとみなされるチップ

カウントされないチップ

除外ゾーン
（黒色のリング部分）

2インチ 4インチ 6インチ 8インチ

総表面積の比率
（50mmを1とする） ─ 4倍 9倍 16倍

純表面積の比率
（50mmを1とする） ─ 4.4倍 10.3倍 18.8倍

純LEDチップ数の比率
（50mmを1とする） ─ 4.6倍 10.9倍 19.8倍

図2　ウエハの端に沿って存在す
る除外ゾーン内のLEDチップは、
使用できない。

図3　ウエハが大きくなるほど、1枚のウエハによって製造されるLEDチップ数は大幅に増加する。
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の割合は小さくなる。
　したがって、総表面積が9倍となる
6インチウエハは、純面積（総面積から
除外ゾーンを除いた面積）は実際には9
倍以上になる。実質的な比率としては、
6インチウエハの純面積は2インチウエ
ハの10.3倍、8インチウエハならば18.8
倍ということになる。
　ここで、LEDの矩形面積も考慮す
る必要がある。その矩形は、ウエハの
丸い形状に完璧には収まらない。一部
のLEDは、部分的に除外ゾーンに入
ってしまうために失われる。除外ゾー
ンと同様に、ウエハが小さいほど、失
われるLEDの数の全体に対する割合
は大きくなる。LEDを、チップ間のス
ペースを含めて45×45mil（インチの
1000分の1）として計算した実質的な
比率は、図3の表に示したとおりであ
る。チップ数の比率は、面積の比率よ
りもやや大きく、6インチウエハで
10.9倍、8インチウエハで19.8倍である。

MOCVD反応炉内のレイアウト
　以上から、6インチウエハ上には、
LEDチップ数が2インチウエハの9倍
というよくある主張よりも、もう少し
多くのチップが配置できることがわか
った。しかし次に、LEDがMOCVD
反応炉の中でウエハのグループとして
成長されることを考慮しなければなら
ない。
　LEDエピタキシャル工程は、最終的
にSSL製品が提供されるまでの全工程
の中で最もコストが高く時間のかかる
工程の1つである。入力されるのはウ
エハのグループであり、出力されるの
はそれらのウエハ上の数千個ものLED
である。ここで知りたいのは、大口径
への移行によって、エピタキシャル工
程後のLED数がどのように変化する
かである。もちろん、歩留まり（正しく

機能するチップの比率）も重要な要素だ
が、それについては後ほど検討する。
　エピタキシャル工程後に得られるチ
ップ数が9倍になると期待してはいけ
ないことは既に述べたが、ここではそ
の理由を説明したいと思う。最大の理
由は、口径の小さいウエハの方が、反
応炉室に収容できる枚数がはるかに多
いことである。一般的なMOCVD反応
炉には、56枚の2インチウエハを収容
することができる。6インチウエハは、
同じ反応炉に8枚しか入らない。つま
り、7:1の比率で口径の小さいウエハ
の方が優位ということになる。
　最終的な数を等しくするには、1枚
の6インチウエハ上に、2インチウエハ
の7倍のLEDチップを配置する必要が
ある。しかし、既に述べたとおり、6
インチウエハ上には2インチウエハの
11倍近くのLEDチップを配置するこ
とができる。つまり、6インチウエハ

によるLEDチップ数は55%多い（1.55
倍）ということになる。これが、求め
ていた実質的な真の利点である。最初
に示した9倍（900%）という数値より
はかなり小さいものの、同じ時間とコ
ストのMOCVD工程によって得られる
LEDチップ数としては、非常に大きな
改善であるといえる。図4は、口径の
小さいウエハと大きいウエハに対する
一般的なMOCVDレイアウトと、それ
ぞれのチップ数を比較して示したもの
である。
 
LEDチップのサイズ
　考慮しなければならないもう1つの
要素は、LEDチップのサイズである。
本稿では、ストリート幅、つまりチッ
プ間のスペースを含めて45×45milの
矩形を使用して計算を行っている。約
1平方ミリメートルとなるこのサイズ
は、高輝度LED（HB-LED）に対して

 56×50 mm (2") 8×150 mm (6") 5×200 mm (8")

純表面積 88,274mm2 130,288mm2 147,796mm2

50mmに対する
表面積の増加率 - 48% 67%

45x45milの
LEDチップの数 62,944 97,600 111,280

50mmに対する
LEDチップ数の増加率 - 55% 77%

200mm
5ポケット

150mm
8ポケット

大口径

50mm
56ポケット

150mmの円を
重ねてみると、
表面積上の
利点が明らか

小口径

図4　MOCVD反応炉に収容されるウエハ数によって、大きいウエハによる効果が最終的に決まる。
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一般的なサイズであるため、比較に適
している。ただし、チップサイズが大
きくなるほど、口径の大きいウエハに
よる効果も少し高くなる。例えば、60
×60milの矩形を使用する場合、6イ
ンチウエハによるチップ数増加率は
58%に増大する。
　以上では、2インチと6インチのウ
エハを比較してきたが、他のサイズに
ついても検討しておかなければならな
い。現時点では、3インチや4インチ
のウエハ上で製造されるLEDも多い。
これらのサイズとの関係はどのように
なっているのだろうか。2インチから4
インチへの移行による増加率は14.7%
にとどまる。これは、反応炉内に14
枚の4インチウエハを並べるという標
準的なレイアウトを適用した場合の増
加率である。4インチから6インチへ
の移行に伴う増加率はそれよりもかな
り高く、35.2%である。

　8インチ基板の場合、効果は非常に
大きい。2インチと比較してLEDチッ
プ数 は77%も増 加 する。 一 般 的 な
MOCVD反応炉に8インチウエハは5
枚しか収容できないにもかかわらずで
ある。6インチと8インチを直接比較す
ると、チップ数の増加率は14%である。
　以上より、大口径基板によるLED
チップ数増加の正確な効果が判明し
た。6インチの場合で55%、8インチ
の場合で77%増加する。これは素晴
らしい効果だといえるが、製造できる
LEDチップ数に対する本稿のシミュレ
ーションにおいて、まだ考慮していな
い要素が1つ存在する。LEDチップの
歩留まりである。以下では、この重要
な要素について説明したいと思う。

歩留まりの改善
　基板の前処理からチップのパッケー
ジングにいたるまでのLEDチップ製造

プロセスの各工程において、歩留まり
の損失が生じる。各工程の歩留まり損
失が積み重なり、最終的なチップコス
トのかなりの割合を占めることにな
る。そのため、すべての工程において
歩留まりの改善を図ることに現在、多
大な注目が集まっている。
　大口径LED製造への移行は、製造
プロセスの複数の工程における歩留ま
りの改善に関連付けられている。直接
的には、サイズの大きいウエハの方が
表面が均一で、エピタキシャル工程に
都合がよいという利点がある。間接的
には、より優れた製造装置や手法が適
用できるという利点がある。歩留まり
は複雑な話題になり得るが、以下では
簡単に、その潜在的な利点の主要な部
分について説明する。
　大きいウエハが歩留まりにもたらす
直接的な利点の1つは、エピタキシャ
ル工程におけるものである。MOCVD
反応炉室の中で、ウエハの端などの物
理的な乱れは、ガス流を乱し、歩留ま
りを低下させる可能性がある。ここで、
大きいウエハの方が端部が少なく、表
面に乱れが少ないため、都合がよい。
コストのかかるエピタキシャル工程に
おいて歩留まりが改善されるというの
は、重大な利点である。
　歩留まりの改善につながる2つめの
要因は、最新のプロセス制御や自動化
ツールが利用できることによるもので
ある。これらのツールは大口径ウエハ
を対象に設計され、IC製造において完
成化されている。今日一般的に使用さ
れている小口径の製造手法では、手動
のプロセスが採用されているために多
くの人的介入が必要で、歩留まりの問
題を検出できるようなきめ細かい追跡
ができない。研究形式の生産環境から
真の量産環境への移行が全般的に必要
であることが、多くの専門家によって

150mmコア

コア内の欠陥は、
ウエハの損失につながる

（赤い部分）

大口径の場合、
コア抜きの際に欠陥を
避けることはできない

c軸方向の
コア抜き

a軸方向
の成長

旧式技術

欠陥損失により、
材料使用率は20%未満に低下

図5　a軸ブールから大きなサファイアコアをとると、材料損失が非常に大きく、欠陥も多くなる。
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指摘されている。以下では、この指摘
についてもう少し詳しく説明する。
　自動化とは主に、ウエハの処理や搬
送に機械を使用し、人的要素を排除す
ることを指す。手で運ぶ代わりに自動
機械を使用することによって、ウエハ
を高速に移動することができ、傷つけ
る可能性も低下する。これによって、
必要な熟練作業者の人数が少なくて済
み、誤った取り扱いによるウエハの損
失が低減し、製造工程間の移動が高速
になるという利点が得られる。
　さらなる自動化に加えて、より多く
の最新ツールを採用することによって
プロセス制御を改善することができ
る。プロセス制御とは、生産プロセス
の任意の部分における歩留まり損失の
原因となっている問題を検出および予
測するために、データ解析を使用する
ことである。これには、結晶成長工程
にまで遡ってプロセス全体にわたって
基板を追跡および解析することが必要
となる。プロセス制御は、多様な生産
ツールによって記録された解析データ
も取り入れて行われる。
　プロセス制御の導入は、LED業界
の前進に向けて必要なステップである
とみなされることが多い。自動化と同
様に、プロセス制御の導入に必要なツ
ールは大口径基板を対象に設計されて
いるため、大口径への移行によっても
たらされる効果は、LEDチップ数の増
加だけではないということになる。大
口径ウエハ製造による歩留まり改善に
向けた業界の動向については、「LED 
wafer and automation standards are 
on the fast track, ready for more in-
dustry feedback」（急ピッチで進められ
るLEDウエハと自動化に関する規格策
定、業界からのさらなるフィードバックを
受け入れる体制が整う）の記事（www.
ledsmagazine.com/features/8/10/9）を

参照してほしい。
 
市場状況 
　以上から、大口径ウエハへの移行に
よって、MOCVD工程あたりの製造チ
ップ数が増加できることと、複数の工
程において歩留まりの改善が得られる
ことがわかった。しかしそれにもかか
わ ら ず、2013年 に は ま だ、LEDの
80%以上が小口径基板を使用して製造
されると業界で予測されているのはな
ぜだろうか。その理由としては、厳し
い市場状況と、大口径基板の競争力の
あるコストでの供給を阻む技術的課題
の2つが挙げられる。
　2インチ、3インチ、4インチウエハの
価格は、供給過剰の状態と予測を下回
る需要によってこの2年間で著しく低下
した。同時に、製造プロセスにおける
PSS（patterned sapphire substrate:パ

ターン化サファイア基板）と呼ばれる工
程によって、LEDの性能が向上した。
この2つの要因によって、小口径にと
どまったまま需要が高まるのを待つこ
とが、魅力的な選択肢となっている。
しかし、一部の大企業は、このような状
態にもかかわらず先手を打って移行を進
め、需要の増加に応じて直ちに生産を
増加できるように準備を整えている。

技術的障壁
　大口径基板の普及を阻む2つめの障
壁として立ちはだかるのは、一連の技
術的な問題である。まず、基板作成の
最初の工程であるサファイア結晶成長
に、いくつかの課題が存在する。図5
に示すように、HB-LEDにはc軸ウエ
ハが必要であるにもかかわらず、HB-
LED用のサファイアは現在、一般的に
はa軸上で成長されている。a軸サフ

断面を横から見た
2次元画像

エピタキシャル工程において加熱されたウエハ:

3次元画像

成長過程において
応力と歪みに
ムラが生じる

旧式技術
a軸ブール

旧式技術を用いてコ
ア抜きされたウエハは
長い成長時間を経た
シグネチャを持ち、応
力や歪みにムラがある

図6　a軸ブールから得られたウエハは、MOCVD工程において湾曲してしまう。
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ァイアブールからc軸ウエハを得るに
は、コアを横方向に取ることが必要と
なり、サファイアのかなりの部分が無
駄になってしまう。
　さらに、今日のa軸サファイア成長
技術では、大口径のコアを抜く際に欠
陥を避けることができない。6インチ
または8インチのコアは体積が非常に
大きいため、欠陥を回避することは不
可能で、コアを短くするか廃棄するこ
とが必要になる。横方向のコア抜きと
欠陥部分の廃棄による合計損失は、材
料の80%以上となる。8インチの場合
は、90%以上が無駄になり、生産コス
トは2倍になる。
　a軸成長によるもう1つの問題は、
得られるウエハの表面全体にわたって
応力と歪みにムラが生じることであ
る。ウエハは、ブールを横方向に抜い
たコアからできており、ブールはa軸
に沿って成長されているため、ウエハ
自体の表面には、長い成長時間を経た
シグネチャが現れる。ウエハが加熱さ
れるエピタキシャル成長の過程におい
て、このシグネチャによる影響は顕著
になる。
　図6に示すように、ウエハは曲がり、
不均一なパターンや湾曲が生じてしま
う。MOCVDエンジニアがこの湾曲に
対処するのは非常に難しく、ウエハを
より厚くしてみたり、応力を緩和する
レイヤを取り入れたりといったいくつ
かの回避策がこれまで試されてきた。
これらの手法によって、生産コストは
高まり、複雑さも増す。湾曲に対処し
ない場合、エピタキシャル工程におけ
るLEDチップの歩留まりは低くなって
しまう。
　最後の技術的問題は、ウエハのスラ
イスおよび研磨と、PSS手法の適用に
おけるものである。スライスと研磨は
難しい処理であり、エピタキシャル工

程の歩留まりを高めるために適切に行
われる必要がある。大きいウエハはサ
イズが9～16倍になるため、これらの
処理は格段に難しくなる。
　PSSの適用にも同様の問題が存在す
る。また、6インチ未満の限られたサ
イズの領域にしかパターンをシームレ
スに適用することはできないというさ
らなる問題もある。PSSを6インチウ
エハに適用するには、ステッパー（半
導体製造ツール）によって複数のパタ
ーンを適用しなければならない。それ
は、シリコン業界では一般的に行われ
ていることである。しかし、HB-LED
の場合は、複数のパターンを適用した
端の部分を正確に一致させなければ、
LEDの歩留まりが低下してしまう。こ
こで求められる精度は、非常に達成が
困難であることが明らかになっている。
　上述の市場状況と技術的課題の障壁
によって、大口径基板の大量普及を阻
む複数の制約が生じている。将来的に
は、より大きな基板を使用しなければ
市場が求めるスループットと歩留まり
を達成できない状況が訪れ、その結果

として技術的課題が克服されることに
なるだろう。複数のティア1メーカー
が既に移行を終え、業界の大多数に対
して優位な地位にあることは、これら
の課題が克服できるものであることを
証明している。
 
基板に関する潜在的破壊的技術
　HB-LEDの製造が、最終的には大口
径基板へと移行することは間違いな
い。問題はどれだけ早くそれが生じる
か、また、その基板にどのような材料
が使用されるかである。本稿のこの最
後の部分では、これらの疑問に対する
回答となる可能性のあるものを簡単に
紹介する。
　冒頭で述べたとおり、大口径基板の
普及率は現時点では低く、移行完了ま
でに何年もかかると予測されている。
しかし、従来のサファイアに代わる基
板の進歩によってこの移行が加速する
か、あるいは、一部の企業に対するニ
ッチな手段が開拓される可能性もあ
る。まずは、サファイアに対する技術
を紹介しよう。
　本稿で示した最大の課題は、a軸成
長に起因して材料の使用率が低く、欠
陥率が高いために、大きいウエハはコ
ストが高くなってしまうことであっ
た。c軸上で直接成長させることによ
って無駄を大幅に削減することのでき
る、代替の成長技術が存在する。また、
多大な欠陥を回避することのできる成
長技術も提供されている。
　c軸成長（LEDの分野では軸上成長
とも呼ばれる）の特徴を持ち、欠陥率
が低いサファイアは、大口径向けに非
常にうまく最適化されている。c軸CHES
技術を表す図7からわかるように、材
料使用率が低い問題と欠陥率が高い問
題の両方が一度に解決されるととも
に、ニアネットシェイプのブールが得

材料使用率は
75%以上

CHESによる
c軸方向の成長と
コア抜き

CHES
c軸ブール

図7　c軸サファイアブールにより、材料使用
率は高まり、欠陥は減少する。
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られるというさらなる利点がある。こ
れによって、6インチと8インチの両
方に対し、材料使用率は75%以上と
なる。
　a軸成長サファイアに見られたエピ
タキシャル工程における湾曲の問題
も、c軸CHESウエハでは軽減される。
c軸CHESウエハは、表面全体にわた
って単一時間のシグネチャを持つため
である（図8）。このような利点により、
より多くのメーカーが大口径へと移行
するにつれて、成長技術もc軸の欠陥
率の低い成長へと移行することが期待
される。
　シリコン、炭化ケイ素、窒化ガリウ
ム（GaN）など、サファイアに代わる基
板も研究されている。これらの各基板
を製造に採用するLEDメーカーも少数
ながら存在するが、これらの代替基板
はサファイアよりもコスト効果が高い
わけではない。各基板にそれぞれサフ
ァイアに勝る利点があるが、そのうち
のいずれかがサファイアに代わって広
く採用されるようになるには、複数の
飛躍的な進歩が必要である。代替基板
のうち、成功する可能性が最も高いと
現時点で予測されているのはシリコン
である。
　LEDの潜在市場は非常に広範であ
るため、サファイアが優勢を維持した
まま、これらの代替基板が一部の分野
で採用されることになる可能性はあ
る。例えば、GaN基板には、コストは
非常に高くなるものの、チップあたり
の性能が高くなるという利点がある。
したがってGaN基板は、単一の高輝
度なLEDチップが望ましかったり必要
であったりするニッチな分野で採用さ
れる可能性がある。
　6インチの次のウエハ口径は8イン
チである。8インチウエハは、LEDチ
ップ数がさらに大きく増加するととも

に、歩留まりをさらに改善できる可能
性がある。しかし、上述と同じ問題に
加えて、サファイア基板のコストが、
a軸成長手法を使用する場合は6イン
チの2倍になるという問題も抱える。
したがって、8インチウエハ以降には、
これらの代替技術（c軸上で成長させた
サファイア、シリコン、またはその他
の基板）のうちのいずれかが主流にな
ることが予測される。
 
障害と利点 
　本稿では、大口径に基づくLED製
造への移行によって、MOCVD工程あ
たりのLEDチップ数が、6インチウエ
ハの場合で55%、8インチウエハの場
合で77%増加することを示した。チッ
プ数の増加に加えて、エピタキシャル
工程の歩留まりの改善、自動化、プロ
セス制御によって、製造プロセス全体
にわたって歩留まりが改善される。
　非常に規模の大きいLEDメーカー
を除いて、このような利点が広く享受
されるに至っていないのは、市場と技
術にいくつかの障壁が存在するためで
ある。これには、a軸サファイア成長
技術、市場における景気の低迷、PSS
の使用に関する問題が含まれる。しか
し、新しいc軸成長技術は、大口径サ
ファイア基板を供給するための最適な

手段となっている。シリコンなどの他
の基板材料は、ニッチな用途向けに一
部のメーカーに採用される可能性が高
い。より大きいウエハへの移行は、8
インチという次の段階へと継続してい
く見込みである。
　大口径基板が、HB-LEDのコスト削
減と性能向上に向けた重要な要素であ
ることは、複数の大手メーカーによっ
て既に実証されている。その 1 例と
しては、「Philips Lumileds announces 
work horse Luxeon T LED family」（フ
ィリップス・ルミレッズ社、主力LEDフ
ァミリ「Luxeon T」を発表）（www.
ledsmagazine.com/news/9/12/7）を参
照してほしい。
　それにもかかわらず、多くの企業が、
次の需要の波が来るまで小口径ウエハ
にとどまろうとしている。しかし、大
口径LED製造によって得られる競争力
を、先手を打って手に入れておこうと
考える企業は、より効率的かつ柔軟に
需要に対応し、将来の成功をつかむこ
とになるだろう。
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図8　c軸ウエハは、エピタキシャル工程中の歪みと湾曲が小さい。


