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はじめに 
 
 
 

産業技術総合研究所では、製造技術のイノベーション創出と産業重心移動を先

導すべく、ミニマルマニュファクチャリング（Minimal Manufacturing）の概念
を掲げ、産総研第 2 期研究戦略の分野戦略目標の中では、「必要な時に必要な数
量の製品を、無害あるいは低環境負荷材料を用いて、省資源・省エネルギーの製

造プロセスで加工し、環境調和と国際競争力を合わせ持つ製造業」の具現化に向

けた研究開発の推進を謳っています。 
製造技術の中核を担うナノテクノロジー・材料・製造分野では、第１期中期計

画期間の後半より、「ミニマルマニュファクチャリング」の概念および具体的な研

究課題等に関する検討を開始し、第２期中期計画期間の中ほどを迎えた現在では、

研究現場において「ミニマルマニュファクチャリング」実現に向けた様々な研究

開発が実施されています。ミニマルマニュファクチャリング WGは、これらの取
り組みをさらに効率的かつ効果的に推進するとともに、産総研発の新しいコンセ

プトである「ミニマルマニュファクチャリング」を産業界や社会へと発信、そし

て成果還元することを目的として、五十嵐研究コーディネータの強いリーダシッ

プのもとに組織されました。平成１８年７月には、国連大学ウタントホールにお

いて第一回ミニマルマニュファクチャリングシンポジウムを開催し、WGの検討
状況を報告するともに、外部有識者を交えたパネルディスカッション等を通じ、

広く産業界や社会に反応や意見等を問うことを試みました。 
シンポジウム開催をきっかけとして得られた様々な意見等を踏まえ、その後

WG ではミニマルマニュファクチャリングのコンセプトそのものまで立ち戻って
の議論を積み重ねるとともに、議論の中で次第に明確になってきた産総研として

まず取り組むべき課題、すなわち、ミニマルマニュファクチャリングを評価する

ための新しい指標の提示ならびに具体的技術課題の体系化について、タスクフォ

ースにより集中的に議論を進めることにしました。本報告書は、エレクトロニク

ス研究部門の原主任研究員が中心となり、産総研の有望なシーズ研究を核としつ

つも将来展望を踏まえたものとして、ミニマルマニュファクチャリングを具現化

するための技術課題をまとめたものです。 
最近では、経済産業省が提唱するイノベーション・スーパーハイウェイ構想の

柱として「サステイナブル・マニュファクチャリング」が位置付けられようとし

ていますが、これはまさにミニマルマニュファクチャリングと基本概念を同じく

し、経済活動等を含む大きな概念に展開したものとして捉えることができましょ

う。ミニマルマニュファクチャリングの先進性、重要性が広く認識されようとし

ている今、その概念を具体的な技術課題として展開する上での貴重な資料として、

本報告書が広く活用されることを期待します。 
 

ミニマルマニュファクチャリング推進検討ワーキンググループ 

委員長 佐々木 信也 
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ミニマルマニュファクチャリング・概説 
An Outline of Minimal Manufacturing  

 
ミニマルマニュファクチャリング技術課題ＴＦ主査 

エレクトロニクス研究部門 原 史朗 

 
 ミニマルマニュファクチャリングは、最小のインプット（省資源、省エネルギー）にして、高い実用性（高生産性、

低コスト）を持ちながら、最大限の機能（新機能、高性能）を発揮する製造技術に関する新しいビジョンである。

我々産総研では、このビジョンを実践する方法について、概念から具体的なテクノロジー論まで、幅広く議論を

行ってきた。本稿では、その全体像を概説するとともに、我々のミニマルマニュファクチャリング推進体制とこれ

までの活動内容についても紹介する。 

 

 
はじめに 

 
 我々技術に携わる者は、これまで技術の進歩

だけを見据えてそれを追求してきた。しかし、

２１世紀を迎えて、グローバリズムの進展がモ

ノづくりの位置づけを変えている。コスト、競

争力の源泉、そして、地球環境への影響、この

三点を常に念頭におきながら、技術開発を進め

てゆかなくてはならない（図１）。全ての技術や

その産業全体は、以上の三視点に対して説明責

任を負う。社会に対していつでもそれが説明で

きなければならない。それでは、そのために我々

は何をなすべきか。まずは、一人一人の技術者

やその集団としての企業が問題意識を持つこと

である。その上で、新しい視点のモノづくりに

ついて道筋をつけてゆくことが大切である。お

そらくその最も実践的な取組み方は、作りっぱ

なしの大量生産指向から脱却して、製造に関わ

る様々なムダを排除してゆくことである。企業

の生産現場では、もちろん日々ムダ取りを実践

してきた。以前はそれで事足りていたが、三視

点を踏まえたモノづくりをなすには、それだけ

では不十分である。経営者や開発部隊、それに

研究セクターを含めた社会全体がそのような意

識を持ったモノづくりを指向すべきであり、そ

れぞれの役割を認識して行動する必要がある。

この考え方を踏まえたものづくり概念が、ミニ

マ ル マ ニ ュ フ ァ ク チ ャ リ ン グ (Minimal 
Manufacturing: MM)である。ミニマルは、必
要最低限で済むという意味を持っているので、

ＭＭは、言葉としては「必要最低限ですませる

ものづくり」を意味している。最初に産総研の

横山浩・ナノテクノロジー研究部門長により提

唱された[1]。技術発展至上主義＋大量生産指向
から MM 指向の技術開発へと移行することで、

その産業の存立基盤を確たるものとすることが

できる。三視点の説明も容易になされる。本稿

では、ミニマルマニュファクチャリングとは何

かについて明らかにしようとする、産業技術総

合研究所の取組みについて紹介する。 
 
1. ミニマルマニュファクチャリング (MM)とは 

 我々が良かれと思って開発した技術は、その

技術に基づく産業の発展とともに複雑化し、製

造コストを押し上げる。産業が小さな内は、全

体コストを一企業が把握し抑制することもでき

るが、肥大化に伴い、次第に仕事は細分化さる

ようになる。個々の仕事は、知らず知らずのう

ちに全体最適化(グローバルミニマム)に寄与し
なくなり、局所最適化(ローカルミニマム)とし
てしか機能しなくなる。その結果として、産業

の自己制御が効かなくなり、技術は高コスト化

して、付加価値を生まなくなってゆく。そして

ある時突然のようにマーケットの大変動に見舞

1   コスト 
2   競争力の源泉 
3   地球環境への影響 

図 1 モノづくり説明責任三視点 
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われる。大抵の企業はその変化についてゆかれ

ず、危機を招く。 
 現在の多くの産業がこのマーケットの質的変

化に直面している。これを、高度経済成長から

低成長へ移ったという日本独自の戦後の質的変

化と捉えてしまうと、全体を見失うことになる。

もう一つの大きな変化、すなわち、単品大量生

産から変種変量生産（多品種少量生産の進化形）

への転換が同時に起こっている。大量生産の初

めてのシステムであるベルトコンベア方式は、

1913 年にフォードのハイランドパーク工場に
おいて誕生した[2]。それからおおよそ一世紀を
経て、我々は、次のフェーズに突入している。

あらゆるものが地球規模で進行するようになり、

全ては有限のものとして扱われなければならな

くなった。資源だけではない。常にマーケット

が拡大することを前提とするのはもはや幻想で

ある。しかも、マーケットが飽和すると、消費

者趣向が多様化する。製造者はそれに答えてゆ

かなくてはならない。大量生産指向を捨て、製

造のムダを排除する変種変量生産への転換を迫

られている。 
 MMは、このような製造環境の変化を踏まえ
た、これからのモノづくりの指針というべきも

のである。産総研では、製造業の将来ビジョン

を次のように考えている[3]。 
 
「必要な時に必要な数量の製品を、無害あ

るいは低環境負荷材料を用いて、省資源・

省エネルギーの製造プロセスで加工し、環

境調和と国際競争力を合わせ持つ産業」 
 
このビジョンで示した我々が目指す新しい製造

技術は、最小のインプット（省資源、省エネル

ギー）にして、高い実用性（高生産性、低コス

ト）を持ちながら、最大限の機能（新機能、高

性能）を発揮するものである（図２）。これがミ

ニマルマニュファクチャリングの方向性である。 
 本来、これは企業が日々実践していることの

はずである。ところが、産業の肥大化とともに、

最小のインプットと実用性、それに高機能の

MM三軸はそれぞれ分化分業されるようになっ
てしまった。残念ながら個別軸の局所最適化の

追求は、他の軸上での増大を招くことになる。

産業全体にかかわるトレードオフの問題である。 
新機能開発者は、いつも機能をまず先に思い

浮かべ、実際に具現化するプロトタイプではコ

スト度外視になっている。環境問題を扱う人々

は、実用性と対峙した川向こうで活動を行って

いる。生産現場では、日々の 0.1%の生産性の向

先端技術
（新機能、高性能）

低環境負荷技術
（省エネ、省資源）

実用化技術
（高生産性、低コスト）

相反

相反相反

相反する要求を
両立する技術へ

最小資源投入
最小エネルギー投入

最大機能
発現

高生産効率

革新的生産システム

要素技術のインテグレーション
相互補完
・強化

図 2 ミニマルマニュファクチャリング（ＭＭ）概念 
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ミニマル指標TF

ミニマルマニュファクチャリング シンポジウム
2006.7.11 @ 国際連合大学 ウ・タント国際会議場

H17年度

"Minimal Manufacturing
＆

Maximum Servicing" 吉川弘之理事長

大学等

産業界
連携

上に忙しい。本来それらを統括するべき経営者

は、四半期毎の外部評価に責任を持たざるを得

ない状況である。この基本問題を解決するには、

まず、それぞれの日常的行為が局所最適化の追

求にあることを自覚すること、そして、全体最

適化の実現のための具体的シナリオを描くこと、

その上で、皆で知恵を出してゆくことが望まし

い。 
 
2. MM 推進体制 

 図２の鼎立
ていりつ

する、ミニマルの３つの要素、す

なわち、省資源・省エネルギー、高生産性・低

コスト、及び新機能・高性能の相克を克服し全

体最適化を実現するにはどうすれば良いか。

我々は、まず、そのための議論を尽くすことと

した。第二期が開始された 2005 年 4 月、産総
研では、ナノテク・材料・製造分野担当の五十

嵐研究コーディネーターを中心に、図 3にある
ように、ミニマルマニュファクチャリング推進

検討ワーキンググループ（ミニマル WG）を発
足させた。１年にわたる内部での議論を踏まえ、

2005年 10月からは、外部有識者にも意見を伺
う体制を整えた。2006 年 1 月から 3 月には、

MM活動とリンクする形で、新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）より受託事業「ナ
ノテクノロジーによる生産技術革新に関する調

査研究」を行い、その一環として、産業界・大

学の有識者及び産総研で構成される「ナノテク

ノロジー生産技術革新検討会議」を短期集中開

催した。この事業に於いては、現在の製造業の

主要課題とその課題解決のための指針が見いだ

された[4]。これらの活動を踏まえつつ、2006
年 7月には、広く産業界への MM概念の発信を
行うため、ミニマルマニュファクチャリング シ
ンポジウムを開催した。この中で、吉川弘之産

総研理事長は、 "Minimal Manufacturing & 
Maximum Servicing"という考え方を提案した。
今後の産業の目指すべき道は、製造を最小限で

済ませ、かつサービスの提供を最大限にするこ

とにあるのではないかというメッセージである。

これに続いて、"Minimal Manufacturing は、
真に必要なものを、必要なときに、必要な量だ

け作ることである。"という意見がトヨタ自動車
のシンクタンクであるコンポン研究所の原邦彦

常務より提案された。真に必要なものを、必要

なときに、必要な量だけ作ることは、トヨタ生

産方式（Toyota Production System: TPS）の

図 3 産総研内のミニマルマニュファクチャリング推進体制  2007 年 3 月現在 
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基本思想である[5]。MM 概念は、この TPS の
発想を生産性だけでなく、環境負荷と高性能の

追求についても適用した包括的なものというこ

とができる。必要な環境や高性能を、必要な時

に必要な程度で、ということである。また、エ

プソンの下田達也フェローは、企業活動の本質

を、"Cost Minimum & Price Maximum"と表現
した。以上のメッセージに共通している事は、

広い意味で高効率な製造を行って、アウトプッ

トを最大にしてゆくという点である。これらの

指摘を待つまでもなく、今後は、主に高機能化

を追求してきた従来のモノづくりへの姿勢を改

め、MM概念に象徴されるムダを省いたモノづ
くりを重視してゆくべきであろう。なお、MM
概念には、ユーザーへのサービスや製品価値を

高める高機能化・高性能化を含んでいる。

Maximum Servicing におけるサービスは、製
造物を利用した様々な広範囲のユーザーサービ

スを意味している。 
 以上のシンポジウムでの成果を踏まえ、MM
概念をより踏み込んだ段階へステップアップさ

せるために、2006年 9月にミニマル指標タスク
フォース（TF）とミニマル技術課題 TFを設置
した。ミニマル指標とは、ミニマル化の達成度

を見る指標である。MM は新概念であるから、

それを測る物理量が必要となる。指標 TF は、
その指標を検討するものである。もう一つの技

術課題 TF では、MM を具現化する技術課題と
は何かを 2006 年度一杯検討してきた。本稿で
は、その技術課題ＴＦで議論された内容を以下

で一部紹介する事とする。なお、今後のテクノ

ロジーについての議論や産業界との連携への取

り組み方については、中央省庁の動向などを鑑

みながら、産業界との連携を進めてゆく産総研

全体の取り組みの中で取り扱われることに比重

が置かれる可能性がある。 
 
3. MM に適したテクノロジー 

 どうすれば、モノづくりのムダを排除し、も

ってミニマル化革新を成し遂げることができる

のか？その答えは、現代産業の問題点を想起す

ることで得ることができよう。投資額が巨大に

なって困るなど、世の中で良く指摘される産業

課題は、硬直化、複雑化、それに局所最適化と

いう３つの抽象的問題に集約されるだろう。現

在では、計画大量生産が過度に発達し過ぎたこ

とが原因で、製造産業がユーザーニーズやマー

ケットの変化に迅速に対処できなくなっている。

これが産業の硬直化である。また、高度な技術

の開発や導入で細かな加工プロセス数が増加し、

これが製造コスト増の原因となっていることや、

産業システム全体が肥大化したことでモノづく

り体系が大変複雑なものになっているという意

味での複雑さの問題がある。同時に現代におい

ては、産業やプロセスの細分化と分業化で個別

プロセスや個別企業において局所的に生産性や

利益の最適化を図らなくてはならない。このこ

とが結果として全体としての最適化を妨げあら

ゆるムダの発生を招いている。以上の３点につ

いては、図４にあるように、それらにそれぞれ

対峙した３つの方法論：柔軟化、単純化、統合

化が列挙される。興味深いことにこれらの３点

は全て以下に述べるように、ムダを省くミニマ

ル化を進める方法論そのものになっている。

元々現代産業の問題点は、単純な大量生産性の

行き過ぎた追求にあったのであるから、それと

対峙した概念であるミニマル化の方法論がその

解決方法になるのは当然であろう。 

 

・柔軟化 

 ミニマル化の３方法論のうち、柔軟化という

考え方は、フレキシブルマニュファクチャリン

グ(Flexible Manufacturing System: FMS)とい
う呼び方で、70年代末くらいから生産技術の専
門家の間では、理想的なモノづくり方式として

議論されてきた[6]。ずっと抽象概念の議論が先
行していたが、近年になり、日本で編み出され

普及した最終製品組立工程のセル生産方式[7]
という一つの理想として結実した。セル生産は、

柔軟化によるＭＭの実現例である。しかし、柔

軟化はこれで事足りたということにはならない。

現代産業の問題点 ミニマル化 

    硬直化          柔軟化 
    複雑化          単純化 
    局所最適化          統合化 

図 4 ミニマル化のためのモノづくりのシェープアップ３方法論
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最終製品組立工程以外にも、部品実装や部品製

造工程（前工程と後工程）、それに材料生産工程

などの、いわば機械の支配する製造分野へＦＭ

Ｓを展開してゆかなくてはならない。ＭＭを実

現するテクノロジーには、セル生産の他にも、

図 5に示したように、多様なテクノロジーが存
在する。この図に示した様々な技術は、すでに

実用化されているものもあれば、開発途上のも

のもある。 
 

・単純化 

 単純化で最もわかりやすい例として、半導体

集積回路製造プロセスにおける、露光マスクの

省略化を挙げることができる。マスク枚数が減

った分だけプロセス数が減ってくるので、微細

加工のリソグラフィーに必要な、レジスト材料

やエッチング液、洗浄液、それにそれらに関わ

る電力エネルギーなどを丸々削減することがで

きる。これは、環境負荷とコストを削減しなが

ら、生産性を向上させる良い方法論である。省

マスク化は、実際の企業のモノづくり現場でも、

重要課題となって久しいが、新しいテクノロジ

ーの出現によって、より効果的に省マスク化が

進めば画期的であろう。そのような期待を担い

つつあるのが、インクジェットプロセスである。

インクジェット法を用いれば、必要な材料を必

要な時に必要な量だけ供給できるので、リソグ

ラフィー工程自体が不要になり、考え方として、

省マスクより踏み込んだマスクフリーが実現で

きる。 
 
・統合化 

 局所最適化が全体最適化を妨げているのであ

るから、その最適化する対象範囲を広げてやれ

ば、モノづくりのムダをずっと減らすことがで

きるであろう。例えば、Ａ工場で不要になった

廃棄物を、隣のＢ工場でそのまま利用すること

ができるかもしれない。また、その廃棄物を少

し加工したり化学的処理を行ってやったりする

物質転換の技術開発を行ってやれば、Ｃ工場で

オンサイト生産
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図 5 ミニマルマニュファクチャリングに適したテクノロジーのマッピング 
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は、原料として利用できるようになるかもしれ

ない。このような製造システムの統合化による

資源・エネルギーの高効率利用の考え方をコプ

ロダクション(co-production)と呼んでいる。こ
れは、ＭＭの統合化による実現の一つの例であ

る。また、別の例として、部品レベルでは、３

次元実装技術が実用技術として益々重要になり

つつある。これまでの２次元実装では、集積度

の向上に多大な開発費がかかるようになり、２

次元的微細化の技術革新は事実上破綻しかかっ

ていた。３次元実装は、チップの積層（統合化）

によって、その技術的困難さとコスト高の問題

を解決すると同時に、前工程・後工程・実装工

程という工程全体の統合化をも進めることがで

きる。 
 他にも図 5にあるように、様々な技術があり、
さらにこの図にマップされていないものでも、

恐らくＭＭ化に有用な技術も多々存在すると思

われ、また、出現してくるものとも考えられる。

今後は、これらのテクノロジーを、一つ一つ利

用するというより、複数システマティックに活

用する生産体系を構築してゆくことで、ＭＭ化

を飛躍的に加速し、未来のあるべきモノづくり

システムを実現することができるだろう。 
 
終わりに 

 MMの概念は多分に解釈の任意性を含んだも
のである。逆に言えば、こうであると、研究開

発の方向を決めてゆくことで行動へ結びついて

行く。産総研内部でも既述の組織でその議論を

展開中である。シンポジウムやこのような記事

を通して、産業界や社会へ発信を行い、そして

そこからのリアクションを得て行くことが当座

重要である。ミニマルマニュファクチャリング

の全体像とそのテクノロジー体系を明瞭に語る

ことができるようになるのは、地球環境に配慮

し、競争力をも併せ持った新たな生産システム

体系が創造された後になるだろう。 
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インクジェットプロセス 
Ink jet process 

 
 

ナノテクノロジー研究部門 村田 和広 
 

  インクジェット技術は、必要な量の資源を必要な場所にのみ必要な最小エネルギーで配置できる技術であり、

ミニマルマニュファクチャリングコンセプトにおいて重要な技術の一つである。また、単に省資源・省エネルギー・

低環境負荷という特徴にとどまらず、インクジェット技術の持つオンデマンド性は、少量多品種生産や研究開発

用途において特に効果を発揮する。 

 

 

 
 

1. 現在の電子産業における一般的課題 
 

現在の電子産業の主力プロセスであるフォト

リソグラフ技術は、材料の利用効率の低さ、真

空プロセスの多用など、エネルギー・環境・資

源の観点から問題視され始めている。大量の資

源、エネルギー、巨額の設備投資を必要とする

工業のあり方は、持続発展性を考えた場合にい

ずれ見直さざるをえない状況になってきている。 

図 1. フォトリソグラフとインクジェット 
プロセスの工程の比較 
 
 

2. インクジェット(IJ)技術 
 

現在家庭用プリンターなどに多く用いられて

いるインクジェット技術を、産業用のプロセス

技術として用いようという動きが活発化してい

る。これは、次に挙げるようなインクジェット

技術の持つ際立った特徴による。 

（１） 必要なときに必要な印刷をするという

オンデマンド性、 
（２） 必要な量のインクだけが消費されると

いう省資源性。 
（３） 小のエネルギーでインクの微粒子を配置

することができるという省エネルギー性。 
こうした数々の特徴は、インクジェット技術を

製造プロセスへ応用することを考えた場合に、

魅力的なポイントである。従来であれば半導体

工場のような大掛かりな装置を用いて微細加工

を駆使し作られていた電子素子が、簡単な装置

によっても製造が可能な状況になりつつある。 
 
3. IJ の特徴：省エネルギー性 

 
「ものづくり」とは、物質に人為的に手を加

え、必要とされる性質や、必要な形態を取るよ

うにすることである。手を加えるにあたり、電

気、熱、圧力、化学、機械的エネルギーなど様々

なエネルギーと物質の状態を利用する。例えば、

鋳造は、熱エネルギーによる物質の相変化を利

用した加工法であり、塑性加工や切削加工は機

械的エネルギーを、フォトリソグラフ・エッチ

ング技術は化学的エネルギーを利用した工法で

ある。 
インクジェットにおいては、液体から固体へ

の凝縮が主に利用されている。液体という流動

性の高い状態を経由して固体状態を実現する。

しかも乾燥や凝縮は、室温付近での現象のため、

ここで消費されるエネルギーはきわめて低い。

また、液滴を生成させる力はたかだか表面張力

のレベルであり、これまた非常に低いエネルギ
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ーである。 
 
4. IJ の特徴：省資源性 

 
例えば、半導体素子の製造は、シリコン半導

体のわずか数 10～数 100 ナノメートルの部分の

性質を利用したいがために、シリコンの巨大単

結晶を引き上げ、ウエハ状にカットし、さらに

真空技術やエッチングなどで削りながら物を作

りこんでいくプロセスである。たとえば、ウエ

ハ上に必要なものが、たった一本の配線だった

としても、ウエハ全面にフォトレジストをスピ

ンコートを行い、全面に金属を蒸着し、そのほ

とんどを捨てるという作業を行う必要がある。

当然、製造工程で使用されるフォトレジストと

呼ばれる有機材料や、それらを洗浄する有機溶

媒や超純水などは、いずれも 終製品の上には

ほとんど残らない物質である。 
また、電子産業で多用される真空中での薄膜

成膜技術は物質密度の薄い気相から固体を作る

技術であり、物質の利用効率が極めて悪いプロ

セスである。 
これに対し、後述のように、インクジェット

技術は必要な場所に必要な量の材料を 小のエ

ネルギーで配置することが可能な技術である。

また、インクジェットが扱う物質の密度は液体

状態のため、真空蒸着や、化学気相成長（CVD）

などの気相プロセスに比べて圧倒的に高く、む

しろ 終利用形態である固体状態に近いため、

原理的に効率的である。 
 
5. IJ の特徴：オンデマンド性 

 
インクジェット印刷では、コンピューターか

ら送信されるデジタルデータに応じて、インク

の吐出を制御して目的の文字やイメージを印字

する。データに応じてインクを吐出するこの方

式はドロップオンデマンドと呼ばれている。こ

の性質は産業用プロセスとして用いる場合にお

いてもきわめて重要で、設計図が完成したら即

座に目的物の製造に取り掛かることができるこ

とを意味している。従来のプロセスでは、露光

や印刷、あるいは機械加工や鋳造に必要な版や

型を作製する必要があったが、インクジェット

を主力プロセスにすればそのような版の完成を

待つ必要はない。このため、理想的にはひとつ

の製造装置でデータを変えるだけで様々な製品

を製造することが可能で、従来の製造技術が苦

手とする少量多品種の生産に特に威力を発揮す

ると期待されている。また、設計から 初の製

品を得るための時間（リードタイム）が極端に

短縮化可能なために、研究開発などに特に威力

を発揮する。 
 
6. インクジェット工法の現状 

 
現在、インクジェット工法の実プロセスへの

適用が始まっている。セイコーエプソンは、自

社のプロジェクター用液晶の配向膜塗布工程に

インクジェットプロセスを採用し、従来工法に

比べての優位性があること、カラーフィルタの

塗布工程用に専用のインクジェット装置を開発

し、国内の液晶パネル工場に納入したことなど

を発表している。前者は、従来のフレキソ印刷

などに比べて、版の洗浄時の有機溶剤の使用量

の削減や、段取り変えの時間短縮が図られると

いう。また、後者では従来 3 回必要であった露

光・塗布工程を 1 回にすることで、コストを 2
～3 割削減できるという。 

さらに、こうした従来型デバイスだけでなく、

有機 LED や、有機トランジスタ、回路配線など

多くの発表がなされている。こうした産業応用

化への動きをいっそう加速させたのが、ナノテ

クノロジーをはじめとする材料技術、すなわち

各種の機能性インクの開発である。例えば、有

機半導体材料の開発は、従来の単結晶シリコン

上にトランジスタを形成するのではなく、安価

な有機トランジスタの形成を可能にした。さら

に、有機半導体材料を溶剤などに溶解し、イン

クとして用いることでインクジェットプロセス

によりパターニングが可能になり、フレキシブ

ル基板上に安価な薄膜トランジスタの形成が可

能になってきている。また、同様に有機 LED の

材料となる発光性ポリマーをインクにする研究

も進み、インクジェット技術によって、バック

ライトなしの薄型テレビが印刷で作れるように

なりつつある。実際に、セイコーエプソンなど

はインクジェットにより有機 LED を用いた自

発光型のフラットパネルディスプレーの試作を

行っている。あるいは、金属超微粒子を主成分

とするインク材料の開発により、メッキや蒸着

などを用いなくとも、バルク金属と同程度に十
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分に抵抗が低い微細配線パターンの形成が可能

となってきている。さらに 近では、従来の多

結晶シリコンと同等の性能を有する半導体イン

ク材料が発表されている。 
 

 
図 2. 金属超微粒子インクと超微細インクジェットを

用いて描画した配線パターン例 
 
このように様々なインクや、それらを使った

新たなデバイスが開発され、インクジェット工

法の適用範囲が広がる一方で、インクジェット

技術を電子産業で応用していくためには、パタ

ーニングのいっそうの精密化が必要になってき

ている。フレキシブル基板をはじめとする電子

回路基板などの製造には、従来は精密印刷とし

てスクリーン印刷技術が多く用いられてきた。

しかしながら、スクリーンメッシュなどの制限

により２０ミクロン程度で技術的に飽和すると

考えられている。一方インクジェット技術にお

いても、微細な液滴の生成は難しく、生成でき

たとしても空気抵抗の影響などを受けるため、

１ピコリットル以下の液滴の微細化と精密化の

両立は困難であるというのが、一般的な常識で

あった。このため、従来型インクジェットにお

けるパターニングでは、例えば線幅 50 ミクロン

程度であった。 
 
7. 超微細インクジェット 

 
インクジェットヘッドの吐出する液滴のサイ

ズは、家庭用のフォトインクジェットで、数ピ

コリットル（ピコは 10 のマイナス１２乗）程度

で、インクジェット技術として も高度なもの

が用いられている。数ピコリットルの液滴の直

径は、約 10～20 ミクロン程度である。この液滴

が基板に着くと、基板とインクの表面エネルギ

ーの差などから、数十ミクロンから 100 ミクロ

ン近くまで広がる場合もある。それでも印刷用

としては可視限界に近い値であるが、たとえば

エレクトロニクス応用を考えた場合さらに精密

なパターニングが必要であり、大きな技術開発

課題となっている。2002 年に産業技術総合研究

所は、従来のインクジェット技術に比べると１

／１０００以下の体積となるサブフェムトリッ

トル（フェムトは１０のマイナス１５乗）の微

細液滴を吐出可能な超微細インクジェット（ス

ーパーインクジェット）技術を発表した。この

技術を用いれば、基板上で 1 ミクロン以下のド

ット形成も可能であるこのため、図に示すよう

に線幅数ミクロンの精密な配線描画を、インク

ジェットによって直接描画することが可能にな

った。 

 
図 3.  通常インクジェットと超微細インクジェット (ス

ーパーインクジェット: SIJ）の液滴大きさの比較 
 
 超微細インクジェットの吐出する液滴はきわ

めて微細なために、通常我々の常識とは異なる

ような挙動をとる。そのひとつが乾燥性の高さ

である。微細液滴は表面積の割合が高いために

蒸発力が極めて高い。例えば、我々が通常イン

クとして用いている金や銀の金属超微粒子のイ

ンク材料に用いられている有機溶剤は、摂氏

250 度以上の高沸点のものが使用されているが、

直径がサブミクロンの超微細液滴径では瞬く間

に蒸発してしまう。この乾燥性の高さを利用し

て、同一箇所にインクジェットを行うと、基板

に着いた液滴が瞬く間に乾燥し、続いて別の液
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滴が着弾し乾燥するという過程を連続的に繰り

返すことで、図４に示すような微細な立体形状

の形成も可能になる。通常のピコリットルサイ

ズのインクジェット液滴では、単に水溜りが形

成されるだけである。シリコンウェハ上に形成

されたこぶ状の金属のバンプでは、大気中、常

温で、上に細長く伸びた高アスペクト比のもの

も可能であり、従来ならば、高価な真空装置な

どを組み合わせて製造していたような微小部品

を大気中で形成可能なことを示している。通常

のインクジェット技術のもつ可能性に加え、超

微細インクジェット技術の実証により、従来の

印刷技術限界を超えた微細加工領域まで直接描

画技術が適用できることが示された。 

図 4. 超微細インクジェットと銀超微粒子を用いて形

成した立体構造 
 
 
8. ミニマルマニュファクチャリング 

 
産総研では、省資源＆省エネルギー、新機能

＆高機能、高生産性＆低コストという、従来は

相反する 3 つの技術課題を、ナノテクノロジー

を駆使することにより、同時に達成することを

ミニマルマニュファクチャリングと呼び、この

キーコンセプトの具現化に取り組んでいる。イ

ンクジェット技術を用いた電子産業分野のプロ

セス応用技術はこうした取り組みの一環ともい

える。資源が乏しい日本のみならず、全世界的

な規模でも持続発展が可能な次世代型製造技術

として、このような新たな製造技術の研究開発

を行う意味は大きい。将来は、大きな工場では

なく机の上に設置できるような小型の装置で電

子機器を製造することも可能になるだろう。 
 

表 1. 新技術の導入形態 
 

ここで、新技術が導入される形態について、

考察する。表１に新技術の導入形態を 3 つに分

類した。インクジェット以外でもこうした新技

術の導入形態に関しては、インクジェットに限

らず、同様の整理が可能であろう。カテゴリー1
では、前述したエプソンの実用化例のように、

既存プロセスの一部をインクジェットにより置

き換えるものである。インクジェットの特徴に

よって、ある程度のコストダウンが図られる。

カテゴリー2 は、同機能を実現するためにインク

ジェットに適した材料や素子構造を採用すると

いう物である。例えば、画像の表示という機能

に対し、現状は液晶技術という露光技術で製造

しやすい構造を採用しているのに対し、有機

LED といったインクジェットによる製造が可能

な構造を採用することで、そもそもの製品の構

造や製造プロセスを変えてしまうものである。

当然ながら、カテゴリー1 に比べ、カテゴリー2
のほうがコスト削減効果をはじめオンデマンド

性など非常に多くのメリットが現れてくる。さ

らに、単に製造プロセスだけではなくて、付帯

設備や物流の仕組みなどシステム的な見直しが

絡んでくる物がカテゴリー3 である。例えば、イ

ンクジェットプロセスでは、 終製品に近いサ

イズでものづくりができるために、工場の規模

を飛躍的に小型化することが可能になる。また、

その工場を製品の消費される場所に置くことも

可能になれば、物流や在庫管理コストは要らな

くなる。現在では、カテゴリー1 でのインクジェ

ット技術の導入が始まり、カテゴリー２の研究

が盛んになされている段階である。産総研で現

在議論しているミニマルマニュファクチャリン

グは、カテゴリー3 に属する物だと考える。 

 
Category 1

個別プロセスの代替 
例）カラーフィルタ製造プロセス 
露光エッチング工法→IJ 工法 

Category 2 同等機能実現のための別アプローチ 
例）液晶→有機 LED 

 
Category 3

システム全体の見直し・ 適化 
例）小工場による省設備投資 
例）オンサイト製造→物流コストゼロ 

リードタイムゼロ生産 
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9. オンデマンド製造技術の実現性 
 

前述のカテゴリー３の技術の実現には、製造

プロセスのオンデマンド性という特徴が不可欠

である。ここでいうオンデマンド性とは、いわ

ゆるトヨタ生産方式のようなジャストインタイ

ムの製造という意味合いだけではなく、もう少

しロングレンジの技術トレンドの変化に対する

追従性や、消費者が欲しい仕様の物をタイムリ

ーに提供するという意味も含めている。消費者

の立場に立てば、自分が欲しい機能が 低限の

コストで手に入れられることは、基本的に幸せ

なことに違いない。しかし、オンデマンド型の

製造技術が実際に機能しうるかどうかというこ

とは、注意深く考察する必要がある。例として、

オンデマンド印刷を挙げる。書店での書物の陳

列は多大な在庫であり、物流コストも馬鹿にな

らない。また、週刊誌や新聞のように賞味期限

の短い印刷物は、売れ残りはすべて無駄になる。

一方で、インクジェットプリンターをはじめと

するデジタル印刷機の技術の進歩は目覚しく、

品質の向上も著しい。かような状況下では、一

種のオンデマンドマニュファクチャリングであ

るオンデマンド出版がもっと普及しても良いよ

うに思われるが、少なくとも日本では十分導入

されているとは言いがたい（＊）。仮に技術的な

実現可能であっても、社会を含めたシステムの

変革は容易ではなく、新たな価値観が必要なこ

とも示唆している。 （＊再販制度が廃止された

スウェーデンでは成功しているようである。） 
 
10. 大量(計画)生産VS少量(オンデマンド)生産 

 
実世界が定常あるいは準定常的であり、すべ

て計画生産で対応可能であるならば、インクジ

ェットのようなオンデマンド製造技術はさほど

需要でない。計画経済の下で、需要と供給が完

全に制御された製造システムであれば、むしろ

集約型の大量生産システムの方が無駄は少なく

効率的かもしれない。しかしながら、昨今の技

術革新は新たな材料、新たな製造装置、新たな

プロセスによって成し遂げられる物も多くなっ

ている。こうしたケースでは、新技術の導入に

は既存設備の廃棄が必要になる。技術の進歩、

経済の発展と衰退、人々の嗜好の変化、生産拠

点の世界的な分布の変化など、刻々と変化する

実世界を考慮した場合には、 適解は変わって

くる。 
こうした状況を進化に例えるならば、気候変

動など外的要因が穏やかな定常状態では、スケ

ールメリットをもつ長寿命の大型生物が繁栄す

るが、外的要因急速に変化する時代においては、

世代交代が早い小型の生物のほうが、突然変異

や適応など進化による 適化が図られやすく、

種としての生存確率は高くなる。同様に、オン

デマンド性を生かしたシステムが 適解となる

かどうかは、時間スケールの中で考えなくては

ならないだろう。インクジェットのような技術

がミニマルマニュファクチャリングを実現する

唯一の手段ではないが、時間空間レベルでの

適化を図ることが可能な要素を多分に備えてい

る。また、ナノテクノロジー技術のインクジェ

ット利用のメリットは、材料の配置により機能

性の付与を行うという点である。つまり、装置

側の機能の向上を図らなくても、材料の改良・

発展により、 終製品の機能性の向上が実現さ

れる可能性がある。こうした特性が、時間スケ

ールの中でのフレキシビリティーと、“進化”に

対する対応力を与えると期待される。 
 
まとめ 

 
 電子産業分野における露光技術等の従来技術

と、インクジェットを用いた新たなプロセスを

対比させ、ミニマルマニュファクチャリングと

いうキーワードの中での位置づけを考察した。 
インクジェット技術のような多品種少量生産

に適したプロセス技術は、省資源・省エネルギ

ーといった、静的評価軸においてもそれなりの

メリットがあるが、むしろ時間変動や、外界条

件の変動に対する追従性のよさにその本質的メ

リットがあると考えられる。さらに付け加える

ならば、特に近年著しいナノテクノロジーを応

用した材料技術などの新技術導入に対する適応

性の高さが挙げられる。 
 また、前記したカテゴリー1 では、技術の代

替は低コスト化が駆動力になりうるが、カテゴ

リー3 のように、社会システムの変革が必要な

ケースでは、単に技術課題以上の要素も考慮す

る必要があると考えられ、ミニマルマニュファ

クチャリング活動の意味が存在する。 
 

♦ 
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コラム：トヨタ生産方式 

 
ミニマルマニュファクチャリング 考え方とテクノロジー 2007 独立行政法人 産業技術総合研究所

 
 

トヨタ生産方式 Toyota Production System (TPS) 
 
 
■ トヨタ生産方式は、ムダをいかに省くかという現場主義の実践論である。具体的には、「必要なものを、
必要な時に、必要なだけ」実行する、という教えに基づいて、ものづくりに内在するムダを徹底的に洗

い出し、排除してゆく。 
 
■ 始めにトヨタグループの創始者であった豊田佐吉が、自働化（トヨタでは、不具合を検知する機能を
設けた上で、処理を自動化することを、「自ら働く」という意味で自働化と称している。処理の検知と自

動機械が組み合わさって、初めて省人化が効果的になり、自ら働くということに意味が出てくる）でムダ

を省く理念を築いた。そして息子の喜一郎が、すでに説明した自動織機を完成して、生産効率の飛躍

的向上を達成した。その後、日本の低成長経済への最初の転機であったオイルショックを契機に、多

品種少量対応を徹底的に推し進めたのが、トヨタ自動車工業の大野耐一である。自働化の考え方に

加えて、作業者の生産性に内在するムダと製品のフローを滞らせているボトルネックに着目して、そ

れらのムダを様々な角度から排除していった。結果として、彼がトヨタの生産工場で行った努力は、生

産技術一般に対して適用可能な実践技術体系として昇華したレベルに達した。これを世間では、トヨ

タ生産方式（Toyota Production System: TPS）と呼んでいる。 
 
■ カンバンという名前の生産指令札や搬送指令札を使ったプル型指令の典型であるカンバン方式が
有名である。これはフローのボトルネックを解消する生産管理方法で、ＴＰＳの一部分を成している。こ

の他、1人の作業者に複数の工程を受け持たせる多工程持ちや、ラインを直線からＵ字型に換えて作
業者の歩行距離を短くするＵ字ラインなど、セル生産の原型となる方式も、トヨタ自身が生み出したも

のと理解されている。 
 
■ ここで要注意なのは、トヨタイズムを導入しても、成果を挙げられるとは限らないことである。その理由
は、主に２つくらいある。一つは、ある場所のムダを省くと他の場所に逆にムダが発生することがままあ

り、部分的なＴＰＳの導入は却って逆効果だということ。会社全体や、物流やマーケットを含めたサプラ

イチェーン全体でTPSを断行すると効果が出やすい。もう一つは、TPSが、人が運ぶには重たすぎる
車作りから発祥したこと。トヨタでは車に適したムダ取りの技を蓄積し、実践している。一方、大抵の産

業では、車よりずっと小さなものを作っている。そこで、トヨタの具体的テクニックは、逐一根本から見

直して個々の産業に合った技として生まれ変わらなくてはならない。これができていないのである。 
 
■ 従来のＴＰＳでは、人作業を中心にムダを排除してきた。トヨタ自身を含む産業全体の課題として、こ
の手法は限界に達しつつある。あまりしぼると、労働問題が顕在化してしまう。今後は、資源のムダを

排除しつつ、産業競争力を大いに活性化してゆくため、機械が支配する工程（化学反応工程や微細

加工工程など）へＴＰＳを応用してゆくことが一大課題となる。 
 

エレクトロニクス研究部門   原 史朗 

Industry Keywords Column 1 
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ステレオファブリック造形 
―大きなモノを小さく作る― 
Stereo Fabric Modeling Technology 

 
 

先進製造プロセス研究部門 北 英紀 
 

ファインセラミックスは金属に比べて低熱膨張性や耐熱･耐食性、高剛性の点で優れ、こうした特徴を活かし、

液晶、半導体露光装置用のテーブルやステージ、あるいはアルミ鋳造用ストーク、ヒータチューブ等の生産用

部材として活用されている。こうした部材の中には数メートルに及ぶものもあり、ファインセラミックスとしては最大

級である。従来、大型部材は成形、生加工後、脱脂・焼成という工程を経て作製されているが、大型設備を必

要とする上、設計･形状の制約が大きい等の問題があった。こうした問題の解決を図るために、精密な構造をも

つ小さなユニットと呼ぶブロックを立体的に配置し、結合・一体化させて多様な形状やサイズをもつ部材を製作

する技術(ステレオファブリック造形技術)の開発を進めている。同方法により設備の小型化、設計自由度の拡

大、省エネ化等が期待できる。組み立てを基本とする同方法には、ユニットの精密成形が不可欠であるが、そ

の対応として焼成収縮の少ない窒化ケイ素を低品位のケイ素を原料から短時間･低温で合成する技術も進め

ており、両者を組み合わせることで、省資源、低コスト、高機能の鼎立を目指すミニマルマニュファクチャリング

概念を、部材化プロセスに於いて実現することが可能となる。 

 

 

 
1. セラミックス大型部材の必要性と課題 

 
セラミックスは耐熱、耐食性、高温下での安

定性、軽量、比剛性、低熱膨張性、耐摩耗性と

いった多くの点で他の材料に比べ格段に優れた

特性を有している。こうした特性を活かして、

アルミの鋳造ラインで使用されるヒータチュー

ブやストーク、ラドル、或いは液晶露光装置用

のテーブル、半導体ステージ、定盤、ミラー、

鏡筒等々に活用されている。いずれも基幹産業

を支える重要なツール（＝生産部材）として、

その性能は最終製品の品質や生産効率に大きな

影響を与えるといっても過言ではない。 

こうした部材の多くは１メートルを超え、フ

ァインセラミックス製品としては最大級である。

セラミック製の大型部材はその製造の困難さか

ら、いまだ十分に活用されているとは言えない。

しかし、国際競争力の強化と環境負荷低減の両

立に向けて、セラミック部材を使って、高効率

で精度の高い製品を生み出すことが可能となる

ことから、更なる大型化、高機能化、軽量化、

そして短納期が期待されている。ここでは、ま

ず、現状における大型部材製造の課題や要因を

まとめた。 

・大型セラミックの場合、不均一性が増大し、

その結果、歩留まりが極端に低下し、納期が

長くなり、コスト高になる。 

・従来技術では大型化と複雑形状を同一部材に

付与することは困難である。すなわち、プロ

セスが設計上の制約となり、発現できる機能

が限られていた。 

・セラミックスは通常、高度に精製された原料

を用い高温下で長時間焼成する。これらは、

特に大型部材の場合、高コスト化の要因とな

っていた。 

・メーカ側として大型セラミック用の設備は通

常、極めて高価格であるが、投資はできるだ

け抑えたい。 

 

2. ステレオファブリック造形 
 

上述した背景や課題をふまえ、著者らは原材

料等のロスを出来るだけ少なくしながら、高い

機能、そして環境負荷低減を実現することを狙

いとする新しい形状付与技術の開発を推進して

いる。これを通じてセラミック大型部材を主要

な製造分野に浸透させていきたいと考えている。

これは精密構造ユニットを作製し、それらを立

体的に組み立て、一体化することにより多様な

形状、サイズを有する部材を製作するというも

のである。この新しい成形方法を「ステレオフ

ァブリック造形」と呼ぶこととし、図１にはそ

の概念図を示す。 
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◇期待効果 

本プロセスによりセラミックスの設計自由

度を拡大し、付加価値を高めることが出来る。

例えば中空構造、リブ薄肉化、精密かつ大型、

同一部材内での多孔･緻密部最適配置等により、

大型・軽量・高剛性化、難濡れ、断熱化が可能

となる。また、大型セラミック部材の低コスト

化、納期短縮、歩留まり、設備投資小を実現で

きると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. ステレオファブリック造形の概念図 
 

◇信頼性向上の見通し 

大型部材はプロセス制御や非破壊検査の困

難さから、信頼性を確保することが難しい。 

セラミックス部材内に働く応力のうちの最

大引張り応力を Sm とおいて、これにより応力を

無次元化すると、有効体積 Ve は次のように示さ

れる。 

dV
sm
sV

m

ve ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ∫  

 

有効体積 Ve は、応力の不均一性を表すパラ

メータとして使われる。応力が均一 のとき

（S=Sm）には、Ve=V である。上式は試験片の寸

法の違い（寸法効果）や応力の不均一性（応力

分布効果）によって現れる強度の変化を補正す

る場合、および、多軸応力などいくつかの応力

を同時に受ける材料の強度予測に有効となる。

例えば大型部材を鋳込み成形により一体型で製

作した場合に比べて、小さなブロックを安定し

た方法で製作し、工程毎の非破壊検査を実施す

ることにより、欠陥は接合面にほぼ限定される

こととなる。接合部の安定化が前提であるが、

受ける応力状態が同じであれば、有効体積内に

生じる欠陥発生確率は低下し、非破壊検査も容

易となるため、部材としての信頼性は向上する

と考えている。 

 

◇適用分野と産業への貢献 

こうした大型部材を軽量、高剛性、低熱膨張、

高耐性等、セラミックス材料の特徴が活かせる

生産部材への適用を図りたいと考えている。具

体的には半導体、液晶露光装置用ステージ、テ

ーブル、定盤、鏡筒に適用し、スループットの

向上や熱損失の低減、また半導体、液晶、鋳造

等、基幹製造プロセスの効率向上に貢献できる。

また鋳造部材（ストーク、ラドル、ダイキャス

トスリーブ、溶湯搬送部材、セッター）に適用

することで、断熱性が向上し省エネ化が、また

軽量化により現場の安全、安心が図られるよう

にしたい。 

 

◇キーテクノロジーと開発状況 

前記セラミックスのもつ優れた特性、すなわ

ち、高い耐摩耗性や耐食性、低熱膨張性はセラ

ミックスを構成する原子間の共有結合やイオン

結合に由来するものであるが、これらは形状付

与の観点からは、そのまま加工や接合がし難い

という不利な側面となる。金属を使った大型構

造物は当然のように分割されたユニットを溶接

で製作されるのに対して、セラミックスではそ

ういった発想がこれまでなかった理由であろう。 

ステレオファブリックでは、焼成後の機械加

工なしで多数のユニットを組み上げているため

に、ニアネットシェイプ成形･焼結技術を駆使し

た精密ユニットの作製、そしてそれらユニット

同士の接合技術が挙げられる。 
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これらを念頭に置きながら、開発を実施して

いる。アルミ鋳造用ストークを適用部品とした

検討結果についてその概要を述べる。ストーク

には高い断熱性が求められるため、空気層を内

部に形成した構造が断熱には有効である。スト

ークは全長で１０００ｍｍ程度の大型部品であ

り、精密なユニットを組み上げることによって、

内部には大きな空洞部を設けた大型部品を得る

ことができる。図２に設計にもとづきケイ素を

主原料として成形体を作製し、立体的に組み上

げた大型断熱ストークのモデル部品外観（成形

体）を、また図３には、表面に微細突起を規則

的に形成した中空横穴構造モデルの外観を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. 断熱ストークモデル成形体の外観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3. 横穴中空、規則突起つきプレート 
 

後述する反応焼結プロセスでは焼結と接合

を同時に行うことも可能であることを見出して

おり、さらに製品の使用条件に応じた多様な接

合プロセスの開発を進めている。 

 

 

3. 低品位原料からの高品位窒化ケイ素の合成 
 

世界的な規模で炭酸ガスの排出規制の動き

があり、燃費改善に有効な部品のアルミ化が進

んでいる。エンジン等に適用されるアルミ部品

は重力・低圧鋳造、ダイキャスト・プロセスに

より製造されるが、製造プロセスの熱エネルギ

ーロスの低減や鋳造部材の保守間隔の長期化を

必要としている。特に、アルミ鋳造のプロセス

では、上記の課題を解決するために耐熱・耐食

性に優れる窒化ケイ素セラミックスが保護管や

ラドル、ストーク、ヒータチューブ等の製造用

部品として活用されつつある。しかし、特性が

優れた窒化ケイ素セラミックスを作製するには、

高価な原材料を使用する必要が有り、コスト高

は大きな課題になっている。このため、低コス

トの材料を使っても優れた特性を示す窒化ケイ

素セラミックスの実現が望まれていた。 
図４には窒化ケイ素セラミックスの代表的

なプロセスを示す。本開発では二段焼結法をベ

ースとしており、本方法は窒化と焼成を同時に

行うことが特徴である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4. 窒化ケイ素セラミックスの代表的なプロセス 
 

◇二段焼結法とステレオファブリック 
セラミックの収縮率（S）は、気孔率（P）、

焼結体の相対密度（D）とすると、それらは下

記の関係にある。 
 

3
)1(1

D
PS −

−=  
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通常、セラミックスの成形体では気孔率は

40％程度であり、最終的に緻密な焼結体を得よ

うとすると、その収縮率は上式から 15%程度と

なる。 
（この値は経験的にも合っている）。ケイ素

を原料とする二段焼結では、成形の気孔率が

40%であっても、一段目の窒化過程で気孔率は

減少し 20%程度となる（この過程で全体の寸法

変化はほぼ０である）ために二段目の焼結過程

では計算上 6～7%と小さく、ニアネットで焼結

体を得ることが出来る。 
 

◇材料開発の経緯（１）-（８） 
産総研は企業と共同で、高価な窒化ケイ素粉

末に比べて格段に安価（１/10～１/50 程度、キ

ログラム当たり数百円）な低品位なケイ素(Si)
粉末を出発原料として、緻密で高強度の窒化ケ

イ素の開発を進めてきた。ケイ素と焼結助剤を

使って成形体を作製し窒化後、緻密化させる手

法は古くから知られていたが、高強度の窒化ケ

イ素を得るためにはケイ素粉末を混合過程で微

細化する必要があった。また、ケイ素は粉末状

態になると活性になるため、混合溶媒としてア

ルコール等の有機系溶媒を使用せざるを得なか

った。その結果、原料が安くてもプロセスで発

生するコストが高く、環境負荷を大きくするな

どの問題があり普及するに至っていない。一方、

ケイ素粉末が粗ければ不活性なので有機系溶媒

も不要であるが、窒化が困難となり、長時間を

要するためにプロセス全体でみると、結局、高

コストとなってしまうといった課題があった。 
 

◇研究の内容 
 コストの低減を目指すため、価格の安い低

位品なケイ素を主原料とすることを前提として、

まず添加する焼結助剤や焼結温度の影響につい

て検討を行った。その結果、図５にみられるよ

うに、原材料が平均粒径で 45μｍ、中には 100
μｍの粗大な粒子を含む粉末であり、また高度

な精製はなされず純度が 99%以下といった低

品位なケイ素粉末であっても、ジルコニアとス

ピネルを含む焼結助剤を添加した混合粉末では、

容易に窒化が進む事を明らかにした。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5. セラミックス原料比較 
 
ケイ素の窒化触媒としては、これまで酸化鉄

が有効とされているが、酸化鉄の場合、窒化ケ

イ素と親和性が低く、焼結後に欠陥となり、強

度低下をまねきやすい。一方、ジルコニアはケ

イ素の窒化に伴う発熱を制御する機能があり溶

融を抑え窒化促進に効果がある上、窒化ケイ素

と親和性が高く、焼結助剤としての効果を有す

ると考えている。窒化のメカニズムについても

その機構解明を進めている。開発材の強度は平

均で 700MPa 以上の高強度を有する焼結体を

得た。低品位なケイ素粉末を用い、粗大な粒子

のまま使用しても、従来と遜色のないレベルの

強度を得られることが判った。図６に得られた

組織の比較を示すが、粗い原料を用いても微細

で緻密な組織を得ることが出来た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6. 焼結体の組織比較 
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◇今後の課題 
実用化に向け、各種材料系におけるニアネッ

ト、接合技術、特に局所加熱法による接合技術

の確立が必要である。 
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コラム：ムーアの法則 
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ムーアの法則   Moore’s Law 

 
 
■ 1980 年当時 Intel 社の経営者であった Gordon Moore は、半導体産業の利益確保のための継続的な

技術革新の必要性について、以下のような表現を用いて説いた。 
 

集積度について： 
「半導体産業のニーズとそれに答える工場生産においては、1.5 年から 2
年で、集積回路の機能（トランジスタ数等）が倍になる。」 

スピードについて： 
「マイクロプロセッサの性能（クロック周波数×命令数/クロック/秒）は、1.5
年から 2 年で、倍になる。」  

 
■ 1.5年で倍の集積度は、3年で 4倍、10年で 10倍に対応する。実際

の歴史上では、この 10年で 10倍の実績を残してきている。 
 
■ 上記表現が、世間的に流布されているムーアの法則(Moore's law)と言われるものであるが、Moore 自

身の発言の経緯として見ると、 1965年の段階で、『ビットコストは年々下落するので、年々集積度を高

めてゆかなければならないし、それは可能である』 (G. Moore, Electronics, vol.38 no. 8, (Apr.19, 
1965).)という主旨の、より抽象的であるが原理的なことに言及している。 従って、本来、コストを意識し

た指針、つまり半導体産業の発展モデルであるということができる。 
 
■ 半導体産業では、しばしばムーアの法則をその技術指針として取り上げ、 その法則に基づいて技術

を高度化そして計画経済的に生産規模を拡大してきたと、通常信じられている。 
 
■ しかし、最近では、微細化が限界に達しつつあることと、半導体産業の規模が飽和しつつあること（ム

ーアの半導体産業モデルの崩壊）から、ムーアの法則の崩壊が叫ばれている。専門家の間では、

More Moore（それでも微細化を推進する）という伝統的技術開発手法を進めようとする動きと同時に、

More than Moore（微細化に限らない多方面の技術発展で結果としてムーアの産業発展モデルを成立

させる）を進めようとする動きも活発化している。半導体能動素子の主流である CMOS については、

2020年頃に微細化限界に達すると予想されており、この限界を超える Beyond CMOS なる研究活動も

盛んになっている。いずれにしても、ムーアの法則に沿った発展を維持しようとする発想である。 
 
■ さらに本質的には、半導体マーケットの指数関数的発展が過去のものとなったことを踏まえた革新が

必要である。ムーア則に沿った高性能至上主義で、知らず知らずに半導体工場に蓄積した膨大なム

ダの山を、日々の低コスト化で克服してゆくだけでなく、半導体テクノロジー自体が本質的に包含する

単純大量生産性を見直してイノベーションを起こす、いわば Beyond Moore こそ肝要と思われる。 
 

エレクトロニクス研究部門   原 史朗 

Industry Keywords Column 2 

Gordon E. Moore, Co-founder, Intel Corporation.
Copyright (c) 2005 Intel Corporation.
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大気圧マイクロプラズマ 
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大気圧マイクロプラズマ 
Atmospheric microplasma 

 
 
 

界面ナノアーキテクトニクス研究センター 

清水禎樹、越崎直人 
 

「必要なところに、必要なサイズのプラズマを発生させ、必要な箇所のみを加工」するための「マイクロプラズマ

技術」について解説する。我々が開発した金属ワイヤーを原料に利用するデポジション法を中心に紹介し、そ

のミニマルマニュファクチャリング技術としての有用性を示す。 

 

 
1.  生産現場でのプラズマ技術の実際 

 
 プラズマは、現代の産業技術では欠かせない

プロセスツールの一つであり、我々の身の周り

にある大半の機器には、プラズマを利用して作

製されたデバイスが搭載されていると言っても

過言ではない。プラズマプロセスと一言で言っ

ても、その用途は材料合成（デポジション）、エ

ッチング、クリーニングなど多岐にわたる。プ

ロセスの目的に応じて、プラズマの特徴である

「光源」、「熱源」、「活性種源」、そして「反応性」

という特徴が活かされたプラズマプロセスの開

発が行われている。半導体プロセスを例に挙げ

れば、プラズマの「反応性」を活かし、基板の

エッチングや薄膜形成のプロセスでプラズマが

利用されている。 
近年、同様のプロセスを大型ディスプレー用

大面積基板に施すニーズが高まり、そのための

大面積で均一のプラズマ生成技術の開発やチャ

ンバーの大型化が試みられてきた。しかしなが

ら、このような大型のプラズマ発生装置を利用

するプロセスでは、装置内への基板搬入、真空

引きや雰囲気ガスの置換などでプロセス時間の

90％を費やしているとも言われている[1]。勿論、

多大な時間を費やしてでも、このような大面積

プラズマを利用してこそ作製可能な大型デバイ

スは多いが（例えばソーラーパネルなど）、同様

のプロセスが大気中で行えるようになれば、プ

ロセス時間をトータルでみたときに、大幅な時

間短縮が期待でき、エネルギー消費量削減など

にも繋がる。このような背景から、近年では真

空装置を要さない「大気圧プラズマ」の発生技

術ならびにプロセスへの応用技術の開発が盛ん

に行われている。薄膜作製への応用などでは、

得られる膜質などの点でまだまだ課題は多いが、

プラズマクリーニングへの応用では目覚しい進

展がみられ、長さが 1m 以上のスリット型大気

圧プラズマ発生装置などは[1]、大気中での大面

積基板クリーニングの用途で既に実用されてい

る。 
 
2. 大気圧マイクロプラズマ 

 近年、代表的なディメンジョン（例えばノズ

ルの内径や電極間隔など）をサブ mm 未満まで

縮小させた大気圧プラズマである「マイクロプ

ラズマ」が、工業的付加価値の高いプロセス技

術の一つとして注目されている。近年のデバイ

ス小型化に伴い、その製造プロセスではマイク

ロサイズの機能素子を所望の位置に配置させる

技術（マイクロデポジション）の需要が高まっ

ている。しかしながら、従来型のプラズマプロ

図１ マイクロ加工（デポジション）における、従来プラ

ズマ法とマイクロプラズマ法との比較. 
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セスにみられる微細マスクを利用した手法で基

板に堆積される材料は（図１左図）、投入された

原料の１％未満とも言われており、その歩留ま

りの悪さが問題視されている。その解決のため

に、従来型の手法を逆転させた「必要なサイズ

のプラズマを発生させ、必要な箇所のみを加工」

する技術の開発が望まれ、マイクロプラズマは

好適なツールの一つとして期待されている（図

1 右図）。 
マイクロプラズマは、小消費電力（最大でも

数十 W）、小ガス消費量（数～数百 ccm のプラ

ズマガス流量）での安定発生が可能な大気圧プ

ラズマであり、その応用プロセスは、まさに「ミ

ニマルマニュファクチャリング（MM）技術」

である。加えて、コンパクトな発生器は、「必要

な箇所」に設置することが可能であり、従来の

プラズマ装置にみられた設置スペースの確保な

どは全く必要としない。 
 

3. 大気圧マイクロプラズマ発生器 
 

 マイクロプラズマと言っても、サブ mm～数

十μm のギャップ電極間に電圧印加して発生さ

せるタイプもあれば[2]、内径がサブ mm～数十

μm のノズル内で発生させるタイプのマイクロ

プラズマもある。基板の微小領域のみをオンデ

マンドで加工する目的では、紙の上にペンで字

を書くかのように扱える「ノズル型マイクロプ

ラズマ発生器」が適している。 

我々が利用しているノズル型高周波マイクロ

プラズマ発生の様子を図 2(a)に示す。発生器は

石英ノズル周囲にコイルを巻いただけの極めて

シンプルな構造であり、ノズル内にアルゴン

(Ar)やヘリウム（He）などの不活性ガスを導入

し、コイルに高周波を印加するのみでマイクロ

プラズマを安定に発生させることが可能である。

ノズルは、その先端を加熱引張加工して噴出口

径を所望のサイズに調整することが可能である。

噴出口径はデポジション領域サイズと深く関係

し、口径を小さくすれば、デポジション領域サ

イズの縮小化が期待できる。現在までに口径が

最小約 20 µm のノズルでの大気圧マイクロプラ

ズマ連続発生に成功している（図 2(b)）。 
 
4. マイクロプラズマデポジション技術 

4.1  背景 
 
マイクロプラズマを利用したデポジション技

術では、ガス原料を利用した CVD プロセスに

関するものが数多く報告されている[例えば文

献 3-5]。我々の研究グループも、ノズル型高周

波マイクロプラズマ発生器[6]をベースに開発

したデポジションシステムを利用し、当初はガ

ス原料からの CVD プロセスの開発を行ってい

た[7,8]。しかしながら大気中でのデポジション

では、安全面の問題から有害なガス原料の利用

は不可能である。したがって、金属系材料のデ

ポジションに利用される有機金属ガスなどが使

用できないため、大気中でデポジション可能な

材料種は必然的に限られてしまうという問題点

があった。例えマイクロプラズマが MM 的にみ

て優れた製造技術であるとしても、必要な材料

をデポジションできなければ工業的な応用性に

乏しい技術となってしまう。このような背景か

ら、我々の研究グループではガス種以外の原料

を利用し、大気中で比較的安全に様々な材料を

デポジションする技術の開発を目指し、金属ワ

イヤーを原料に利用する方法の開発を行ってき

た[9,10]。 
 

4.2 金属ワイヤーを原料に利用するマイクロデ

ポジション 
 

本デポジション法用装置の模式図を図 3 に示

図 2 (a) 大気中で発生させたノズル型高周波マイク

ロプラズマ. (b) 内径約 20μm のノズルから大気

中に噴出したマイクロプラズマジェット 
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す。石英ノズル内に予め挿入した金属ワイヤー

を、ノズル内で発生させたマイクロプラズマで

溶融・エッチング・蒸発させ、生成した液滴な

いし活性種をノズル下流に設置した基板表面

μm～mmの領域に凝固または凝縮させる手法で

ある。特別な原料供給システムなどを必要とし

ないため、装置のコンパクト性を保ったまま、

酸化物などのナノ粒子を大気中で合成・デポジ

ションできる有用な手法である。現在までに、

酸化タングステン、酸化モリブデン、酸化チタ

ンなどで実証されている。以下に、実施したプ

ロセスの代表的な結果を数例紹介する。 
図 4(a)に、本手法で得られた典型的な酸化タ

ングステン・マイクロ構造体の走査型電子顕微

鏡（SEM）写真を示す（マイクロプラズマ発生

条件…ノズル上流部内径：700 µm、ノズル噴出

口径：50 µm、Ar ガス供給量：30 ccm、高周波

出力：15 W、発生時間：1 分間）。この構造体は、

直径 10－100 nm のナノ粒子（図 4 (b)）が緻密

に堆積したものである。これらのナノ粒子は、

図 4(c)（高分解能透過型電子顕微鏡（TEM）像）

に見られるような結晶化した粒子であり、電子

線回折（TED）解析では、ほとんどの粒子が酸

化物（WO3）であることが示されている。 

本プロセスで噴出口径がより小さなノズルを

使うと、デポジション領域を更に縮小させるこ

とが可能となる。図２(b)に見られるような直径

が約 20μm のノズルを使った場合は、図 4(d)に
示したような直径 15μm 程のドットを作製する

ことが可能である（酸化鉄ナノ粒子のデポジシ

ョン例）。しかしながら、20μm 程のノズルによ

るデポジションでは、ノズル先端部にナノ粒子

が目詰まりする場合が多く見られ、現実的に使

用できるノズルの最小サイズは約 50μm が限界

である。 
また、プラズマ発生中に基板側を走査させて

（プラズマ発生器を走査させても良い）、ライン

パターンを作製することも可能である。図４(f)
はその一例であり、基板上にナノ粒子が緻密に

堆積してラインパターンが形成されたことが分

かる。 
 
上述の手法で合成・デポジションされるナノ

粒子は、ほとんどのものが酸化物である。高純

度アルゴンガスでマイクロプラズマを発生させ

た場合でも、得られるナノ粒子は酸化物であり、

その酸化過程には、石英ノズル内壁からエッチ

ングされた酸素が影響していると考えられてい

る。タングステンやモリブデンは、酸化される

と融点や沸点が降下することが良く知られてい

るが、本プロセスではマイクロプラズマ内に混

入した酸素でワイヤー表面が酸化され、ワイヤ

ーの蒸発や溶融が促進されたものと想定されて

いる。 
最近では、Ar マイクロプラズマ中に流量制御

された酸素（O2）を導入し、条件の一定化を図

り、酸化物ナノ粒子の組成等の制御を試みてい

る。その結果、徐々にではあるがナノ粒子の粒

径制御や組成制御が可能になりつつある[10]。
また逆に、還元性のガスをマイクロプラズマ中

に供給して、金属ナノ粒子をデポジションさせ

る技術の開発も行っている。 
 
4. 酸化物ナノ粒子の生成効率と高速性 

 
ここで、タングステンワイヤーの消耗量と生

成ナノ粒子量との割合を考察してみる。2％
O2/Ar ガス 20ccm をノズルに供給し、15W の高

周波入力でマイクロプラズマを 30 秒間発生さ

せた場合、タングステンワイヤーの消耗量は

図 3 金属ワイヤーを原料に利用するデポジション法

の模式図. 
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0.52mg、生成タングステンナノ粒子量は 0.44mg
であった。生成した酸化タングステンナノ粒子

が全て WO3 組成であると仮定すると、生成ナノ

粒子中のタングステン質量は約 0.35mg となる。

つまり、ワイヤーから消耗されたタングステン

の 70％ほどが WO3 ナノ粒子へと変換された計

算になる。この変換率の高低に関しては、他の

プロセスでの WO3 ナノ粒子合成結果との比較

無しには議論できないが、投入原料の僅か数％

しか薄膜堆積に寄与しない場合が多いと言われ

ている CVD プロセスの一般論と比較すれば、

本プロセスの生成効率の高さが示唆される。つ

まり、従来法と比較した場合、マイクロプラズ

マ法は投入原料の無駄を大幅に削減させること

が可能である。プロセスでの消費電力が最大で

も数十Ｗであることと併せて、マイクロプラズ

マプロセスはＭＭ技術としても優れた一面を持

つことが分かる。 
 
おわりに 

 
マイクロプラズマ技術に関して、これまでに

我々が開発してきた金属ワイヤーを原料として

利用するマイクロプラズマデポジション技術を

中心に紹介し、そのプロセスを MM 的な視点か

ら議論してみた。マイクロプラズマの応用範囲

は、μ－TAS や MEMS の簡易作製工程への応用

に限らず、微少領域修復への応用などにも期待

できる。例えば、時間とコストをかけて作製し

た大面積基板の一部に微小欠損が見つかった場

合、そのサイズに対応したマイクロプラズマを

発生させて迅速に補修し、最終的に出荷できれ

は、結果として不良品発生率を減少させたこと

と同じである。不良品発生率を減少させるため

に、高価な大面積プラズマ装置の仕様を再設

計・交換するよりも、補助的にオンデマンドで

扱えるマイクロプラズマ装置が一台あれば、歩

留まり向上、設備投資削減に有利である。 
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ライフサイクルアセスメント  Life Cycle Assessment: LCA 

 
 
■ ライフサイクルアセスメント(Life Cycle Assessment: LCA)は、製品やサービスの環境への影響を評

価する手法である。対象とする製品を生み出す資源の採掘から素材製造、生産だけでなく、製品の

使用・廃棄段階まで、ライフサイクル全体（ゆりかごから墓場まで）での資源消費量や排出物量を計

量し（インベントリ分析）、その環境への影響を評価する（影響評価）。1997 年に LCA の「原則およ

び枠組み」が国際標準規格(ISO-14040)として発行された。ISO-14040 では、LCAを「サービスを含

む製品に付随して生じる影響をより良く理解し、軽減するために開発された一つの技法」であるとし、

実施する際の「目的と調査範囲の設定」、「インベントリ分析」、「影響評価」、「結果の解釈」という４つ

のステップが明確にされている。 

 

❶ 目的と調査範囲の設定 
このステップでは、対象とする工業製品やサービスを定め、LCA を実施する目的を明確にする。

たとえば、「冷蔵庫の地球温暖化に対する影響」を評価することを定め、その目的に合致した計量

すべき排出物と、それを収集する範囲を定める。LCA で評価する対象は、本来は、その製品の

「機能」である。したがって、機種の異なる冷蔵庫を比較する場合には、同じ容積・同じ耐用年数な

ど「機能」を同一にして比較することが求められる。 

 

❷ インベントリ分析（LCI） 
LCI は、LCA 実施の目的に合致するように設定された調査の範囲（製品システム）全体での資源

消費量や排出物量を算定するステップである。LCI では、まず対象とする製品の製造・使用・廃棄

に直接係わるデータを収集し、次に、製品に使用される素材の製造や、使用段階で消費される電

力を発電する時の排出物量などを調査し、これらを結合する。一つのプロセスで 2 種以上の製品

が得られる場合に、排出物量や資源の消費量を製品ごとに配分することが必要となる。一般には、

製品の重量比で配分するが、市場価値が大きく異なる製品が生産される場合には、生産金額で配

分されることがある。 

 

❸ 影響評価 
LCAでの影響評価は、一般的に、「分類化」、「特性化」、「総合評価」の3つの部分から成る。分類

化では、資源消費や排出物を「地球温暖化」など予想される環境影響の種類に基づいた影響カテ

ゴリに振り分ける。特性化では、排出物量と物質ごとに決定される特性化係数を掛け合わせ、その

総和を「カテゴリインディケータ」として指標化する。特性化係数は、たとえば二酸化炭素を基準と

した地球温暖化指数のように、対象とする物質が影響カテゴリに対して与える潜在的影響を基準

物質に対して相対的に評価した係数である。ISO-14040 では、分類化、特性化までを影響評価の

必須要素とし、カテゴリ間の重み付け（総合評価）は付加的要素としている。 

 

❹ 解釈 
LCA では、実施した調査の範囲の相違、インベントリ分析におけるシステム境界の定義や配分方

法、および影響評価における特性化係数の選択によって、異なる結果が導かれる可能性がある。

これらの実施方法による結果への影響が「解釈」で考察される。 

 

先進製造プロセス研究部門    増井 慶次郎 

Industry Keywords Column 3 
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エアロゾルデポジション（AD）法 
Aerosol Deposition method 

 
先進製造プロセス研究部門   明渡 純 

 
  エアロゾルデポジション法 (Aerosol Deposition method: ADM)は、 近開発された粉末材料の噴射加

工技術の一つであり、セラミックス微粒子を高温で焼結することなく、常温で固化・緻密化できる革

新的なコーティング手法である。これにより、機能部品の製造プロセスに於いて、高機能化と大幅な

エネルギー消費の低減、工程数の削減、引いてはコストダウンを両立することが可能となる。この様

なＡＤ法の持つ特徴が、ミニマル・マニュファクチャリングの要素プロセス技術の一つとして、どの

様に位置づけられ、また、どのような可能性を持っているかを原理や具体的検討事例とともに概説す

る。 
 

 
1. 電子デバイス、実装分野における製造
プロセスを取り巻く状況変化 

 半導体部品のみならずセンサやアクチュエー

タ、各種受動部品などエレクトロニクスデバイ

スを構成する電子機能部品においても、高度な

集積化の必要性は、基盤技術として重要性をま

すます高めている。例えばＭＥＭＳデバイスな

どはその典型である。この様な電子デバイスの

集積化プロセスにおいて、スパッター法やＣＶ

Ｄ法に代表される真空薄膜プロセスを多用する

研究開発が各所で進められており、今後ますま

すこの流れは主流となるであろう。しかしなが

ら現時点で意外なことに、このような半導体周

辺部品の集積化では薄膜技術が実用レベルの到

達しているものは、数少ない。これは、キャパ

シターやフィルター部品の事例に見られるよう

に、デバイス化したときの材料レベルでの特性

と製造プロセスコストがトレードオフの関係に

なりがちで、現時点ではバルク材料を工夫、加

工し利用する方がコスト、設備、エネルギー消

費面で現実的なことが多いと言うことに由来す

る。これからの先端デバイスの具体的な製造プ

ロセスを考えると、多様な機能を持つ酸化物エ

レクトロニクス材料などを薄膜化、高集積化し

高度な機能を実現することが必須である。この

ためには、純度の高い原材料と超高真空の環境

が求められており、これを量産レベルで実用化

するには、設備コストやエネルギー消費、環境

負荷などの観点から懸念される課題が多々あり、

これをブレークスルーすることが重要な課題に

なると考えられる。 
また、もう一つの課題として、多品種・変量

生産への対応がある。現在、製品マーケットで

は、思いのほか製品仕様の多様化が進んでおり、

この波は、コネクターやセンサ、アクチュエー

タなどの実装品レベルでも、一括大量生産の時

代から極端な短納期、多品種・変量生産が要求

されている。つまり製品製造に要求される形態

が市場ニーズの多様化から変化してきていると

言うことである。その意味で、これらに対応で

きるオンデマンド的な製造システムの構築は、

今後、重要な課題になると考えられる。実際こ

の様な課題への検討は、センサデバイス用回路

基板の実装などで、小規模なセル生産システム

と言う形で始まっている。1 
 
2. エアロゾルデポジション（ＡＤ）法とは2 

 エアロゾルデポジション法（以下ＡＤ法と略

す。）は、あらかじめ他の手法で準備された微粒

子、超微粒子原料をガスと混合してエアロゾル

化し、ノズルを通して基板に噴射して被膜を形

ロータリーポンプ

メ カ ニ カ ル
ブースター

ＸＹＺθステージ
マスフロー制御器

解砕・分級器

エアロゾル発生器

粒子ビーム濃度測定器
（透過式光センサー）

高圧ガス

成膜チャンバー

原料微粒子

図１. エアロゾルデポジション（ＡＤ）装置の基本構成 
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成する技術である。ガス搬送により加速された

原料粒子の運動エネルギーが、基板に衝突する

ことにより局所的な熱エネルギーに変換され、

基板－粒子間、粒子同士の結合を実現するもの

と考えられてきた。しかしながら、そのエネル

ギー変換のメカニズムは十分理解されていると

は言いがたかった。 
図１に成膜装置の基本構成を示す。この装置

は、細い搬送チューブで接続されたエアロゾル

化チャンバーと成膜チャンバーから構成され、

成膜チャンバーは真空ポンプで５０～１ｋＰａ

前後に減圧される。原料であるドライな微粒子、

超微粒子材料は、エアロゾル化チャンバー内で

ガスと攪拌・混合してエアロゾル化され、両チ

ャンバーの圧力差により生じるガスの流れによ

り成膜チャンバーに搬送、スリット状のノズル

を通して加速、基板に噴射される。原料微粒子

には、通常、機械的に粉砕した粒径 0.08～２μ

ｍ程度のセラミックス燒結粉末を用いる。ガス

搬送された超微粒子は、１ｍｍ以下の微小開口

のノズルを通すことで数百ｍ／ｓｅｃまで容易

に加速される。成膜速度や成膜体の密度は、使

用するセラミックス微粒子の粒径や凝集状態、

乾燥状態などに大きく依存するため、エアロゾ

ル化室と成膜チャンバーの間に凝集粒子の解砕

器や分級装置を導入し、高品位な粒子流を実現

している。 
近、このＡＤ法でセラミックス原料粉末を

用い、その粒子径、機械特性等を調整し適切な

成膜条件を選ぶと、図２に示すように高密度か

つ透明なセラミックス被膜が常温で高速形成で

きる常温衝撃固化現象（Room Temperature 
Impact Consolidation: RTIC）2 が見出された。

原料微粒子を基板に吹き付けるときに基板加熱

や成膜後の熱処理は行っていない。また、この

現象は、セラミックス材料だけでなく金属材料

でも同様に生じる。 
ＡＤ法による常温衝撃固化で形成したセラミ

ックス膜の微細構造は、結晶粒子間にアモルフ

ァス層や異相は殆ど見られず、何れの場合も室

温で１０～２０ｎｍ以下の無配向な微結晶から

なる緻密な成膜体が得られている。また、１０

ｎｍ以下の微結晶内にも明瞭な格子像が確認さ

れ、膜内部には歪みなどを含むものの、膜組織

は基板界面から膜表面に至るまで均一な構造で

ある。さらに、何れの場合も原料微粒子は平均

粒径で８０～１００ｎｍ以上の単結晶構造であ

るが、形成された膜ではより小さな微結晶組織

になっている。ＸＲＤやＥＤＸ分析の結果から

も、形成された膜は組成変動も少なく原料微粉

の結晶構造をほぼ維持している。粒子速度の測

定、運動エネルギーの評価などから粒子衝突に

より原料粒子結晶が機械的に塑性変形、ブレー

クダウンし、同時に粒子間結合も生じることで

ナノ結晶薄膜が形成できたと考えられている。

従来の粒子衝突を利用したコーティング手法で

は捉えられていなかった観点である。 
以下に従来薄膜プロセスと比較したＡＤ法の

特徴をまとめる。 
 

１．常温、バインダーレスで緻密な成膜／成形

体が得られる。 
２．高い成膜レート（5～50μm／min） 
  （従来成膜法：0.01～0.05μm／min） 
３．蒸気圧の大幅に異なる複雑組成系に対し使

用粉末と同一組成・結晶構造の成膜体が得

られる。 
４．広範囲の膜厚が得られる。（0.5μm～1mm) 
５．マスク法、リフトオフ法などにより微細パタ

ーンが膜のエッチング加工無しで得られる。 
６．低真空（数Ｔｏｒｒ程度～大気圧）で成膜

可能。 
 

ＡＤ法で常温衝撃固化された膜は、衝突による

基板温度の上昇も一切観察されず、マクロ的に

は室温でセラミックス材料を固化できている。

焼成工程を経ていないので一種のバインダーレ

ス超高密度セラミックグリーンともいえる。 
 
3. 既存薄膜技術との比較 

 
低温で、緻密性や結晶性の良いセラミックス

厚膜が精度良く低コストで高速形成できれば、

冒頭に上げたデバイス量産上の問題は解決する。

PZT厚膜（500μm）

Pt/Ti/SiO2/Si基板

α-Al2O3（４μm）

図 2. ＡＤ法で常温形成されたセラミックス膜 
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ＡＤ法は熱非平衡なプロセスで、溶射技術など

と異なり原料微粒子をほぼ固体状態のまま常温

で結合・薄膜化する。従来薄膜法と比較した場

合、粒子単位のビルドアップ加工であるため成

膜速度は非常に速いこと、原料微粒子の結晶構

造が成膜体でも、ほぼ維持される。このため、

基板材料を選ばず、複雑組成の複合酸化物など

の薄膜化が容易であることなどの大きな特徴が

ある。従って、他の厚膜技術に比較し大幅なプ

ロセス温度の低減が期待でき、本質的に異種セ

ラミックス材料、金属材料、ポリマー材料との

複合・集積化やナノ組織複合材料の開発に向く

と考えられる。 
ミニマル化と言う観点では、通常、数 Torr

以上の低真空環境下で成膜可能で、対象材料や

使用目的によっては大気中でも成膜可能なこと

が も大きな特徴である。一般に、従来薄膜技

術は、原材料を原子・分子レベルにいったん分

解し、これを基板上で結晶成長させる。このた

め欠陥の無い高純度な結晶組織ひいては高性能

な膜特性を得るには、基板到達前の状態で不純

物原子などとの吸着、結合を抑制するために周

囲環境を超高真空にする必要が有る。これに対

し AD 法では、図３に示すように、原材料はす

でに結晶化した粉末で、基板への材料供給速度

が速いだけでなく、基板到達前は、原材料であ

る微粒子表面は不活性で、基板衝突して初めて

活性化粒子間結合が生じる。このため、高真空

環境でなくとも、成膜過程で過剰な不純物を膜

内に取り込むことがかなり押さえられる。実際

には、原料粉末表面には不純物吸着が残存する

ため、超高純度な結晶を得るには、表面を事前

にクリーニングする必要性が考えられるが、こ

のような処理が無くとも、多くの電子セラミッ

クス材料に対し、既存の真空薄膜技術と同等か

それ以上の膜特性が得られることが、NEDO ナ

ノテクノロジープログラム／ナノレベル電子セ

ラミックス材料低温成形・集積化技術プロジェ

クト（FY2002～FY2006）3 の中で、民間企業 6
社とともに実証された。 

この様に、高機能な材料に対し、ロータリー

ポンプでの排気程度の低真空プロセスで、成膜

できる点は、工業的側面では画期的と考えられ、

原理的に従来の真空薄膜プロセスと比較すると、

製造設備導入コストやエネルギー消費の低減、

環境負荷の軽減につながると考えられ、ミニマ

ル・マニュファクチャリングに大きく貢献でき

る技術と言える。 
 
4. ＡＤ法導入による製造工程でのエネル
ギー消費削減効果 

 
 実際に、AD 法を導入することで、製品製造

全工程での消費エネルギーがどの程度削減され、

製品機能がどの程度改善されるかが、民間企業

との共同研究として NEDO エネルギー有効利

用基盤技術研究開発プロジェクト（省エネ先導

研究：FY2001～FY2003）4 の中で検討された。

対象となったのは、静電チャックである。これ

は現在、半導体製造においてウエハを吸着ハン

ドリングする装置として多用されており、 近

ではフラットパネルなど大型部材を保持できる

高い吸着力の製品が求められている。静電チャ

ックは、図 4 に示すように放熱と電極をかねた

金属ジャケットに静電気力を発生するためのセ

ラミック薄板が絶縁層として貼り付けられた構

造になっている。このセラミック薄板の厚みが

薄いほど印加電圧あたりの吸着力が増す。また、

放熱性の観点から、一般に熱伝導性の良い窒化

アルミ系材料が用いられている。プロジェクト

では、この窒化アルミの薄板を AD 法による金

属ジャケットへのセラミックコーティングに置

き換え、性能向上と全製造工程でのエネルギー

消費削減効果を検討した。性能面では、絶縁層

厚みをコーティングに置き換えることで、１／

１０以下に薄くでき、このことで、印加電圧あ

たりの吸着力を約２０倍まで向上でき、さらに

金属ジャケットへの熱伝導や吸着応答速度を大

幅に向上できた。また、付加的機能の向上とし

（ＡＤ法：プロセス過程）

ＡＤ膜：２０ｎｍ以下の多結晶体

成膜（粒子衝突、粒子破砕、欠陥導入）

熱処理（２００～９００℃：材料、目的に依存）

粒成長、欠陥回復

原料粒子：１００ｎｍ以上（低活性）

（仮焼粉の使用、前処理による変化）

原料粒子：１００ｎｍ以上（低活性）

（仮焼粉の使用、前処理による変化）

表面欠陥 内部欠陥・歪み（構造欠陥、不完全構造 etｃ）

粒界欠陥

・低真空プロセス
・高速、低温成膜
・基板を選ばない

（結晶化）
・基板：結晶性
・加熱必要

（従来薄膜法）

高真空

原料原子・分子
（高活性）

コンタミが入りやすい

図 3. ＡＤ法と従来薄膜法のプロセス過程の違い 

- 31 -



エアロゾルデポジション（AD）法 
 

 

ミニマルマニュファクチャリング 考え方とテクノロジー 2007 独立行政法人 産業技術総合研究所

て、熱伝導向上を窒化アルミという材質に頼ら

なくとも実現できるため、材質をイットリアな

どに切り替え、プラズマ耐食性を向上できるな

どの新たな機能面の向上が図れた。 
 この静電チャックの製造を AD 法導入による

消費エネルギー削減の観点から検証すると、図

４に示すように、製造工程トータルで約８０％

ものエネルギー消費量の削減が可能なことが判

った。また、製造時間も１／１０以下に抑えら

れている。このエネルギー削減について分析す

ると、非常に興味深いのは、単純に従来工法で

メインとなる焼成工程でのエネルギー消費が、

１５００℃から一気に室温になったと言う点だ

けでなく、製品製造の全工程数が減り、特に静

電チャックの製品性能を決める吸着面の平坦性

を出すための研磨工程でのエネルギー消費が大

幅に減った点が、全体のエネルギー消費の低減

に大きく貢献している点である。従来の窯業プ

ロセスでセラミック薄板をつくると、焼成時の

収縮や反りがどうしても大きくなり、これを平

坦化する工程でのエネルギー消費が以外にも大

きいのである。AD 法によるセラミックスコー

ティングを用いると、膜厚を薄くしても緻密な

ため十分な耐圧があり、また、薄い膜厚のため

吸着面の反りは大幅に低減される。製造工程の

エネルギー削減は、量産設計の考え方とも深く

関与しており、これらをトータルに考慮し、プ

ロセス技術の有効性を検証すべきである。 
以上の事例は、静電チャックという特殊な部

品であるが、その他の窯業製品においても、お

およそセラミックスに求める機能が耐食性や絶

縁性、硬度などその表面だけが重要な用途では、

AD 法によるセラミックコーティングに置き換

えることにより同様のエネルギー削減の効果が

期待できる。 
この他、 近では、イットリアの耐食プラズ

マコーティングを半導体製造装置のチャンバー

内壁や要素部品に適用することにより耐久性を

あげるとともに、その表面平滑性から表面ガス

吸着を従来品に比べ大幅に低減し、これまで材

料ごとに装置が必要であった CVD 工程を 1 台

の装置でまかなえるようにしようとする検討も

始まっている。以前、経済産業省の HRUKA プ

ロジェクトで検討されたように、半導体製造工

場の規模や設備コスト、エネルギー消費を生産

量に合わせて 適化できる可能性も考えられる。 
 
5. デスクトップ化とオンデマンド化 

 
◇デスクトップ化への対応 

図 4. 静電チャックの構造とＡＤ法導入による製造工程のエネルギー消費比較 4 

焼成法
（従来製法）

AD法

AD法の
特 長

構 成 工 程

粉体調合 グリーンシート作製 印刷 積層 生加工

焼 成 めっき 研削 表面加工 ジャケット接着 検査

粉体調合

基板作製

研磨 検査研磨ドット成膜

投入エネルギー：7500kWh

投入エネルギー：1300kWh

●アルミナ100%でウェハへの
重金属汚染がない。

●薄いセラミック膜であるため、
熱伝導性に優れる

●従来の焼成プロセスに対してＡＤ成膜プロセスは、

投入エネルギーで８２％の削減効果（7500kWh→1300kWh）

時間で９６％の削減効果（288時間→10時間）

ＡＤ膜

1000℃以上

1～2週間

成 膜

常温成膜
・基板加熱無し
・粒子加熱無し
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 AD 法は、その原理の単純さから装置スケー

ルをロールツーロールからデスクトップ規模ま

で容易にスケール変化させられる。図５は、様々

な大きさに対応した AD 装置の試作例である。 
現状で も大きいサイズは、５０ｃｍ角の成膜

面積に対応できる装置があり、 も小さいサイ

ズでは、後述のオンデマンドシステムに対応し

たデスクトップサイズのものまで試作されてお

り、宇宙ステーションなどに搭載することを目

的に無重力航空機実験などでの実績がある。 

 注目すべきは、図６に示すように AD 法の場

合、高真空が要求されないこともあって、成膜

装置のダウンスケールによって、成膜チャンバ

ーの排気、真空リーク時間が著しく低減され、

例えば、１ミクロン厚み、５ｍｍ角の PZT 厚膜

の成膜では、装置への基板挿入→真空排気→成

膜→真空リーク→基板取り出しまでの一連の工

程時間が、約１０秒と驚異的に短縮させること

ができている。これは、真空プロセスはバッチ

プロセスであると言う、従来の常識を大きく覆

すもので、後述するオンデマンド性を具現化す

る重要なポイントである。 
 
◇オンデマンド化への対応 
 「必要なところに必要なだけ」あるいは「多

品種変量」という要求にこたえる考え方として、

プロセスや製造システムのオンデマンド化とい

う検討もなされている。AD 法は、ノズルから

の噴射加工ということもあり、インクジェット

技術のようなオンデマンドプロセスとしての可

能性も持ち合わせている。 
 具体的な検討事例としては、図７に示すよう

な圧電駆動型の Si-MEMS 光スキャナーが検討

された。この様な光スキャナーは、マイクロプ

ロジェクターや網膜投射型ディスプレーなど次

世代表示デバイスのキーコンポーネントとして

期待され、数十ｋＨｚ以上の高速走査と２０°

以上の大振幅動作、ミリメーターサイズのミラ

ーと動作時の撓み（歪み）の低減や低電圧駆動

が要求される。このデバイスの製造工程では、

先に Si マイクロマシニングでスキャナー構造

を形成し、駆動源となる圧電膜を必要な部位に

だけ形成する。従来、この様なアクチュエータ

構造を形成するには、スパッター法や CVD法、

ゾルゲル法などを利用し上部・下部電極層や圧

電層の堆積を行うが、圧電層の形成に基板加熱

（量産・大型機） （汎用・実験機）

（小型・実験機）

（コンパクト・卓上機）

（成膜面積：５０ｃｍ×５０ｃｍ）

（成膜面積：５ｃｍ×５ｃｍ）

（成膜面積：２ｃｍ×２ｃｍ） （成膜面積：１ｃｍ×１ｃｍ）

航空機
搭載・無
重力実
験実績

成膜工法のシン
プルさから装置
サイズの自由度
は高い！

図 5. 様々なサイズのＡＤ装置 

• 高速製膜が可能： 実際の製膜時間を削減 ~６ｓ

• 常温衝撃固化現象： サンプル過熱などが不要 ～0ｓ

• 必要な場所だけ製膜： チャンバーサイズが小さくなる

→真空引き/リーク時間が短縮 ～各２ｓ

→サンプル取出（大気へ）時間も高速化 ～１．５s

Total time(サンプル投入から取り出し可能までの時間）

～１０ｓ～１０ｓ

チャンバー容積：~1/20001/2000
低真空：ロータリーポンプ1台

スパッタ式製膜装置

高真空必要 （10-5～10-6Pa）TMP利用

低い製膜速度 (20nm/min以下)

長いタクトタイム (3~5時間)

高い基板温度（550~600℃）

図 6. 小型化によるタクトタイムの向上 

Au

SiO2

PZT

Si

Ti/Pt

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

・プロセスの簡略化
・従来報告より一桁高い共
振周波数

ＡＤ法の導
入

Au

SiO2

PZT

Si

Ti/Pt

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Au

SiO2

PZT

Si

Ti/Pt

Au

SiO2

PZT

Si

Ti/Pt

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

・プロセスの簡略化
・従来報告より一桁高い共
振周波数

ＡＤ法の導
入

PZT layer on Si cantilever

Pt/Ti (bottom electrode)
PZT layer (6μm)

Au(upper electrode)
SiO2/Si 
(50μm)

Reflection mirror

PZT/Si
unimorgh
cantilever

Upper electrode
Reflection mirror

PZT/Si
unimorgh
cantilever

Upper electrode

技術のポイント：
従来より厚いＳｉ
構造，ＰＺＴ膜で
高剛性・高速応
答を実現

図 7. ＡＤ圧電膜で駆動される Si-MEMS 光スキャナー

と製造工程 
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が必要となり、また、成膜材料の構造側面への

回り込みを避けるため、工程数の少ないリフト

オフ法やマスク法が用いられない。この時、各

材料層を堆積するつどエッチングによりパター

ニングを行うことになり、２０工程以上のプロ

セスが必要であった。これに対し、ＡＤ法を用

いた場合、微細加工されたＳｉのスキャナー構

造上の必要な箇所だけに圧電膜を精度よく形成

できるので、圧電膜や電極層のエッチング行程

が不要になり成膜速度の向上と相まって大幅な

工程短縮ができている。 
 
◇多品種・変量製造に向けて 
 先の Si－MEMS 光スキャナー製造での AD
法の有効性をさらに多様なセンサ、アクチュエ

ータデバイスに発展させるための試みとして、

図８に示すような機械加工の迅速、多様性と

AD 法やレーザー加工、インクジェット法など

による機能材料の形成、加工技術のオンデマン

ド性を駆使した製造システムの検討も始まって

いる。電子機能デバイスの製造工程にもかかわ

らず、マスクレスで多品種・変量生産に対応で

きる製造プロセスとなっている。具体的には、

図７に示したＭＥＭＳ光スキャナーに対し、ス

キャナー部本体をＳｉからステンレス基材に置

き換え、プレス加工による打ち抜きでスキャナ

ー構造を形成し、これにＡＤ法で圧電膜や電極

を直接形成し、製造するシステムが開発されて

いる。この様な製造工程に置き換えることによ

り、デバイス性能をほとんど損ねることなく、

表１に示すように、従来 Si-MEMS 設備と比較

して、大幅なエネルギー消費、設備設置面積、

製造時間、環境負荷の削減が実現されている。 
 
まとめ 

 以上、AD 法は、機能性材料を利用する工程

において、常温成膜が可能、高い成膜速度、エ

ッチングレスの局所加工などの特徴を持ってお

り、製造プロセスのミニマル化に貢献できるポ

テンシャルを十分に有すると考えられる。 
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          ♦           

• 基本セル(W500xD800xH1200)を連結

• 基本セルが搬送を受け持つ。

– 小型で一人でも動かせる

– 容易に組み替え可能

• 中に、プレス加工機、AD製膜などを組み込む。

– テストでは5台、プレス、AD、アニール、IJ配線、検査等

• AC100Vで動作。

大幅削減！
ほとんど不要

レジスト等捨てる材料

プロセスガス

洗浄工程

環境負荷

設計目標値 1分/1個

1/101/10～～1/11/1

約12分/1個
（プロセス時間/ウエハーあたり個数）

約1.2分/1個
（10枚1バッチ）

製造時間

8000

1/451/45
360000電力(kWh/年)

10m2

1/1/3030～～1/1001/100

300m2

(付帯設備込みだと
1000m２）

床面積

オンデマンドファクトリ
シリコンリソグラフィ型
MEMSファクトリ

大幅削減！
ほとんど不要

レジスト等捨てる材料

プロセスガス

洗浄工程

環境負荷

設計目標値 1分/1個

1/101/10～～1/11/1

約12分/1個
（プロセス時間/ウエハーあたり個数）

約1.2分/1個
（10枚1バッチ）

製造時間

8000

1/451/45
360000電力(kWh/年)

10m2

1/1/3030～～1/1001/100

300m2

(付帯設備込みだと
1000m２）

床面積

オンデマンドファクトリ
シリコンリソグラフィ型
MEMSファクトリ

表 1. ＭＥＭＳ製造システムとしての比較 

図 8. オンデマンドＭＥＭＳ製造システム 

- 34 -



マイクロリアクター 
 

 

ミニマルマニュファクチャリング 考え方とテクノロジー 2007 独立行政法人 産業技術総合研究所

マイクロリアクター 
Micro-reactor 

 
ナノテクノロジー研究部門    前田 英明 

 
  マイクロリアクターは、マイクロチャネルリアクターとも呼ばれ、数～数百μm の微細流路を有する微小反応器

の総称である。(1)加熱、冷却速度が速い、(2)流れが層流である、(3)単位体積当たりの表面積が大きい、(4) 

物質の拡散長が短いので反応が迅速に進行する等の特徴があり、これらを利用して従来にない高速かつ高選

択性の反応系の構築が可能である。近年、化学反応や分析の分野においてマイクロ空間の有する種々の特

徴が広く一般に認知されるようになり、各所で非常に活発な研究・開発が行われている。本稿ではマイクロリア

クター技術をベースとするマイクロ・ナノ空間化学技術について述べた後、ミニマルマニュファクチャリング技術

との関連性やその有用性について概説する。 

 

 
1. マイクロリアクターとは 

 マイクロリアクターとは、文字通り訳すと「化

学反応場としての微小空間」ということになる。

一般的にはこの微小空間は幅・深さが１～数百

ミクロンの流路構造であることが多い。マイク

ロリアクターは、元来、微量分析を目的とした

分析の分野で考案され開発されてきた  micro 
Total Analysis System (μTAS) に端を発する。

これは数 cm 四方ほどのデバイス（基板）に、

分析に必要な反応部や検出部などを集積化して

備えたものを想定しており、1980 年代頃から

提唱されてきたものである。図 1 に示した概念

図のように、１つのチップ上で全てを行うこと

ができるというコンセプトから、lab-on-a-chip 
とも呼ばれる。実際に、1980 年代後半からマイ

クロデバイスに必要な微細構造の作製にエッチ

ングなどの半導体製造技術、あるいは MEMS 
技術が活用されるようになり、 Manz らがシ

リコン基板への微細加工にて極小ポンプを作製

することに成功したのを手始めに研究開発が進

み始めた。1990 年代後半からはさらに研究が活

発化し、ポンプに加えてバルブや混合器などと

いった単位操作のための各種ツールのマイクロ

化研究開発もかなり進んでいる。また、当初は

分析を目的としたマイクロデバイスの開発であ

ったものが、マイクロ化学反応器としても注目

を浴び始めた。その背景には、次節で述べるよ

うなマイクロデバイス特有の利点がある。それ

に従い、マイクロデバイスもポンプやバルブ、

混合器、液滴生成器、蒸留器など、化学反応の

各単位要素を微細な構造で実現しようとする研

究開発が世界的に進められてきた。 

ここで、本稿におけるマイクロリアクターの

定義をしておきたい。μTAS という言葉が確立

していることから、分析用にはμTAS、化学反

応・合成用にはマイクロリアクターという分類

をされることが多い。しかし、分析にも化学反

応は不可欠であることから、ここではμTAS も

含めて、数～数百ミクロンの流路を有したマイ

クロデバイスを考慮の対象とする。また、別の

視点からは、あくまでマイクロリアクターは数

cm 四方の基板上に微細加工で流路を加工する

ことにより形成されたもの、という定義をされ

ることもあるが、最近ではどのようにして作っ

たか、すなわち「technology-driven」な定義で

はなく、何に使われるか、すなわち「application 
-driven」な定義が習慣になりつつある。ここで

も、その形態にはとらわれず、例えばガラスキ

ャピラリーなどの細い中空空間を持つリアクタ

ーも出入口を持つ微小な化学反応器と見なすこ

とができることから、これらも含めてマイクロ

リアクターと定義する。すなわち、「試料・溶液

図 1. μTAS および Lab on a chip の概念図 
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の出入口を有し、その流通部が数～数百ミクロ

ンの流体力学直径を持った化学反応合成・分析

用デバイス」をマイクロリアクターと定義する

こととする。 
マイクロリアクターには、マクロな系には見

られない、いくつかの特徴がある。この特徴に

ついて次で述べる。 
 
2. マイクロリアクターの特徴 

 
 マクロな系と比較して挙げられるマイクロリ

アクターの特徴を以下に列挙する。 

① 使用する試料が少量で済むため、廃液な
どを最小限に留められる。 

② 短時間で一定温度・均一温度に制御可能で
あり、そのために必要な熱量も少量ですむ。 

③ 単位体積当たりの比表面積が大きい。 
④ 流れが層流である。 
⑤ 拡散長が短い。 

①、②は、省資源、省エネルギーの観点から、

低環境負荷型の化学プロセスとして優れた特徴

を発揮する。一般に、μTAS 用のチップでは nl
～μl レベルでの試料量で分析が可能である。ま

た、②については化学反応制御をより高いレベ

ルで行うことができるため、質の高い生成物を

得たり、高精度な分析が可能になるなどの特長

も生み出す。その性質を利用して、粒度分布の

狭いナノ粒子合成を再現性よく行うのに成功し

た例がある。 
③については、マイクロ流路中の流体体積に

対して接触しているリアクター内壁の表面積が

大きくなるため、例えば管壁に触媒や酵素を担

持させたマイクロリアクターを考える場合、反

応の効率化が予測される。また、マイクロリア

クター内で液－液、気－液の界面を形成させな

がら反応を行う場合も、その界面の比表面積が

高くなるため、反応や抽出の効率化が見込まれ

る。 
④については、③と関連するが、液－液、あ

るいは気－液などの安定な多層流を比較的容易

に形成することができるため、界面を利用した

反応、抽出に利をもたらす。また、流れの制御

が容易であり、マイクロリアクター内の平均滞

留時間の見積もりや流体挙動解析が容易となる。 
⑤については、迅速な混合を見込むことがで

きる。乱流による混合が起きないため、マイク

ロリアクター内部の混合は基本的に分子拡散に

よる混合に支配される。拡散による混合に要す

る時間は距離の２乗に比例するため、ダウンサ

イジング効果がここで大きく効いてくる。 
④、⑤については、悲観的な見方もある。界

面を形成しながら層流で流れ続けるということ

は、混合はその界面を通しての分子拡散によっ

てのみ起こることになる。これに対してダウン

サイジング効果がどの程度有効になるのかにつ

いて、見積もりが必要である。一般的な物質の

拡散係数から考えて 100 μm の流路内の２層流

体が均一になるのに十秒、若しくはそれ以上が

かかる計算になる。それよりも迅速な混合に対

する需要は高く、そのためにはさらに流路を小

さくするか、若しくはアクティブに流体を操作

し、乱流を発生させることによって混合を起こ

すタイプの混合器の研究開発も多くなされてい

る。 
しかし、上述の特徴で説明出来ない場合も多

く、現時点では次のことも特徴として挙げられ

る。 

⑥ マクロな系と比較して、特異的な、そしてとき
に優れた化学反応挙動が見られることがある。 

例えば、一般的には非常に遅い酵素反応がマイ

クロリアクターの中では劇的に（十倍程度以上）

加速化するとの報告や、水油界面を利用した有

機材料の高効率創成などが挙げられる。この原

因を上述の①～⑤のみで説明することは困難で

ある。マイクロ空間における特異的な流体挙動

をより深く知ることで、マイクロリアクター内

の特異的な反応現象のメカニズムを解明するこ

とができ、より高効率、より高性能なマイクロ

リアクターの設計につながるものと思われる。 
 
3. マイクロリアクターの活用例 

 
 上述のような特徴を有するマイクロリアクタ

ーであるが、現状ではミニマルマニュファクチ

ャリングを目指した研究例は少ない。ここでは、

マイクロリアクターの特徴を活かした従来の一

般的な活用例について述べる。 
 近年、人やその他の生物の遺伝子解読がすす

み、その成果を基に各種遺伝子の特定とその機

能解析、さらには生命現象の分子レベルでの理

解と各種疾病に対する効果的薬剤や治療法の開

発へと発展している。我々はこのような現状を
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受け、マイクロチップを利用した遺伝子センシ

ング技術の開発を行っている。これは、糖尿病

や高血圧症等の生活習慣病、あるいはガンを発

病させる遺伝子をターゲットに、遺伝子中の塩

基配列の変異性を簡便かつ高感度に検出するも

のである。 
この一連の研究の過程で、我々は DNA がマ

イクロ流路を移動する際に流れに沿って伸張し

配向すると言う現象を見出した。図２は蛍光色

素（DAPI）で染色した DNA（T4GT7）をマイ

クロチャネル内に流通させたときの分子形状を

蛍光顕微鏡と超高感度カメラで撮影したもので

ある。静止時はランダムコイル状に丸まってい

た DNA が流動中は流れに沿って伸張・配向し

ている様子が観察される。一般に DNA、RNA、

タンパク等の長鎖生体高分子は主として液相中

で取り扱われ、通常はランダムコイル状の凝集

構造をとって安定化している。このようなコン

フォーメーションを崩して直線上の分子構造を

達成する手法として、電気泳動法、レーザーマ

ニュピュレーション法、ズリ応力法等が報告さ

れているが、たかだか数百μm 径の流路内を流

通させるだけで DNA の凝集－伸張構造を制御

できることは極めて興味深い現象である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このような DNA 鎖の伸長現象は、マイクロ

チャネル内に発生している放物線状の速度分布

により誘起されたせん断応力の影響と考えられ

ている。層流がフレキシブルなポリマーを伸長

させるというコイル－ストレッチ転移は、すで

に数学的手法によってその可能性が示唆されて

おり、本現象はそれを証明する実験事実である。

ただし、マイクロ流路内に発生するせん断応力

の大きさは水素結合力の３～４桁小さい値と見

積もられ、せん断応力が直接的に分子を伸張さ

せることは考えにくい。本現象は、主として水

によって溶媒和された分子構造がせん断応力に

より局所的に不安定化し、そのアンバランスを

相殺するように自発的に形態や構造を変化させ

るためと考えられる。本結果は、バッチ式の反

応では達成出来ないマイクロ空間に特徴的な分

子構造を誘起し、その結果として特異的な反応

性を発現できる可能性を秘めており、非スタテ

ィック系の生化学反応とも呼ぶべき新しい研究

領域として注目される。 
このように、DNA 等の巨大分子はマイクロ

流路内において伸張することが明らかとなった。

かかる高次構造の変化はその化学反応性を変化

させ、バッチ式の反応と比較して高効率あるい

は特異的な挙動を示すことが期待できる。そこ

で、我々は DNA 分子の選択的修飾反応を行っ

た。制限酵素の作用部位の相補配列を持つが、

短鎖なためバッチ式反応では結合力が弱いペプ

チド核酸プローブを用い、プローブ分子に光反

応基を導入した化合物を用いてバッチ式とマイ

クロリアクターでそれぞれ DNA と反応させた。

得られた DNA を制限酵素処理したところ、バ

ッチ式反応ではプローブが結合出来なかったた

め DNA が切断されているが、マイクロリアク

ターで反応させたものは制限酵素処理に抵抗し

た。マイクロリアクター内での DNA 分子の伸

張により反応部位が露出したため、プローブ分

子の反応性が向上したものと思われる。この技

術は単に DNA の修飾技術としての応用のみな

らず、タンパク質や他の高分子などの修飾技術

としても応用が期待される。 
また最近、我々はある種の有機反応がマイク

ロ空間内で著しく加速あるいは減速する現象を

見出した。詳細は割愛するが、本現象は反応分

子内の親水性あるいは疎水性官能基の有無が溶

媒和構造の安定性に影響し、結果として液－液

界面へ選択的に移動・吸着あるいは離脱するこ

とに起因することが明らかとなった。すなわち、

マイクロ流路内では層流構造を維持しやすいた

めに、例えば水－ジメチルフォルムアミド

（DMF）系のような相溶性の液体間でも容易に

界面が形成される。従って、疎水性官能基を有

する溶質分子の場合は、DMF が存在する界面

近傍に移動・吸着して高濃度領域を形成するた

め、このような反応系ではバッチ式の反応に比

べ反応速度が３桁ほど増大する。 
以上のように、マイクロ空間を反応場として

利用するためには、流体の挙動・構造を正確に

10 μm 
図 2. マイクロ流動場における DNA の伸張 
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把握すると同時に、せん断応力の発生や界面形

成など、マイクロ空間で顕在化する諸因子の分

子構造や動的挙動に対する影響を十分に理解す

ることが重要となる。 
反応条件の精密コントロールが容易なマイ

クロリアクターは、工業用精密反応装置として

の大きなポテンシャルがある。また最近、ナノ

テクノロジーが急速に関心を集めており、ナノ

粒子も、蛍光粒子、磁性粒子として近い将来そ

の需要は非常に大きくなると考えられる。ナノ

粒子の合成法に関しては、多くの方法が報告さ

れているが、合成時に前駆体濃度を急激に上昇

させることが必要となる事が多く、反応系内で

温度や前駆体濃度の不均一性が生じやすい。ス

ケールアップを行うと、反応制御性および再現

性はますます低下する。このため、ナノ粒子の

大量合成は非常に難しいといわれており、合成

方法に関してのブレイクスルーが望まれている。

この観点から、我々はマイクロ流体システムを

利用したナノ粒子の合成は、その大量合成のた

めの大きなブレイクスルーになりえると考え、

医療・生化学分析分野に用いる蛍光タグなどと

して大きな需要が期待されている CdSe ナノ粒

子の合成を試み、その反応制御性および再現性

について検討した。 
トリオクチルフォスフィンオキサイド およ

びステアリン酸、および酢酸カドミウムを混合、

溶解さた溶液とトリオクチルフォスフィンにセ

レンを溶解させた溶液を混合し、原料溶液を作

製した。合成に使用した装置の模式図を図３に

示す。原料溶液をあらかじめ設定温度に加熱し

たキャピラリー（φ200μm，長さ 1m）に通過

させ、溶液を加熱、CdSe ナノ粒子を得た。加

熱時間は原料液の流速を変化させて調節した。

得られた生成物は、クロロホルムで 100 倍に希

釈して、吸光スペクトル、及び蛍光スペクトル

の測定を行った。また、吸光スペクトルの吸収

ピーク位置より、粒子径を推定した。 
CdSe ナノ粒子の吸光および蛍光スペクトル

のピーク位置は量子効果による粒径依存性があ

り、小粒子ほど低波長側にシフトする。反応温

度を 275℃または 245℃とし、加熱時間を 0.5
～10min として CdSe 粒子の合成を行った。得

られた試料に 365nm の紫外光を照射すると、

図４に示すような青緑色から橙赤色の蛍光が得

られた。吸光スペクトルの測定により、得られ

た生成物の吸収ピーク位置は 500～600nm で

あり、それぞれの試料の粒径は 2.4～4.2 nm と

推算された。今回の合成条件では、加熱時間が

短いほど、反応温度が低いほど、生成物の粒径

は小さく、リアクター内での滞留時間および反

応温度により、粒子径の制御が可能なことがわ

かった。また実験の再現性も極めて良好で、実

用プロセスとして大きな可能性があることが示

唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. ミニマルマニュファクチャリングとの関連 

 
 上述のような特徴を有するマイクロリアクタ

ーであるが、現状ではミニマルマニュファクチ

ャリングを目指した研究例は少ない。マイクロ

リアクターの有する種々の特徴を活かせば、第

一にオンデマンド・オンサイト型の小型精密合

成装置としての応用が考えられる。これは化

学・生化学分野のみならず、半導体の製造プロ

セスへの適用も可能であることから、次世代型

の局所クリーン型製造システムへの組み込みも

可能であろう。この場合、化学的に活性の高い

毒性・危険性物質のリスクが低減することから、

安全性の向上、環境負荷の低減等に寄与し得る。

また高効率で反応が行えることから、コスト低

減にも連携する。 

シリカガラスキャピラリー (φ200～500μm, 1m) 

CdSeナノ粒子

オイルバス(245～300℃) 

シリンジポンプ

反応液 

図 3. ナノ粒子合成用マイクロリアクターの模式図 

(a) (b) (c) (d) (e)

図 4. マイクロリアクターで合成した CdSe ナノ粒子からの 

蛍光発光（励起光 365nm）。 

平均粒子径： (a) 2.4nm, (b) 2.8nm, (c) 3.4nm, (d)  

3.8nm and (e) 4.2nm 
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図 5. マイクロ空間化学技術とインクジェット技術の組み
合わせ 図 6. マイクロリアクターを用いたコンビケム装置の一例

我々はマイクロリアクター技術を用いて、ナ

ノ粒子の超精密合成技術を開発した。これは核

発生―成長の微粒子析出過程をマイクロ空間を

用いて超精密に制御することにより達成された

ものである。この技術は、図５に示すように、

インクジェット技術に連携させることが可能で、

将来的にはナノ粒子をその場合成してインクジ

ェット装置に供給し、合成からデバイス化まで

を連続的に実施することが可能となる。 
 

 

 
一般に、ナノ粒子は凝集性の強いナノメート

ルオーダーの微粒子を表面保護剤を用いて液中

に高度に分散させた状態であるため、経時的に

物性が変化しやすい。経時安定性を付与するた

めには強力な表面保護剤を使用する必要がある

が、その後のデバイス化に対してこの強力な保

護剤が悪影響を及ぼすことも多い。かかる問題

は、上図に示すように、合成直後のナノ粒子を

時間を置かずに用いることで解決可能である。

本技術が確立されれば、従来にない新規なナノ

材料をデバイス化することも期待され、高機

能・高性能な新規デバイス開発への展開も予想

される。 
 マイクロリアクターの有する種々の特徴を活

かした第二の可能性は、各種物質・材料の研究

開発を迅速化・効率化する探索ツールとしての

応用である。すなわち、コンビナトリアルケミ

ストリーの適用である。マイクロリアクターは

複数台を並列配置化することにより、パラレル

処理が可能となる。従って、反応系の探索や、

その最適合成条件の探索を極めて迅速かつ効率

的に実施できる。 
反応系や最適合成条件の探索ツール例とし

て、ナノ粒子合成用のマイクロ空間化学システ

ムを図６に示す。本システムは、原料供給部、

混合部、反応部、解析部から構成されており、

本装置１台で一日（８時間）に 15 実験が可能

であった。これは従来のバッチスケールでの実

験効率に比べ 5～10 倍の効率化である。従って、

複数台の装置を並列操作することによって、極

めて迅速、効率的かつ網羅的に実験条件を探索

することができる。 
 

 
マイクロリアクターのコンビケムへの応用

は、上述のナノ粒子合成のみならず、生化学合

成分野へも応用可能である。特に医薬・製薬分

野においては効率的・網羅的実験を迅速に行え

ることから、ターゲット薬剤・物質の探索や合

成条件決定に多大な威力を発揮すると思われ、

開発投資資金の低減化と、引いては国際競争力

の強化に連携していくと思われる。 
 
おわりに 

 
 近年、化学反応や分析の分野においてマイク

ロ空間の有する種々の特徴が広く一般に認知さ

れるようになり、各所で非常に活発な研究・開

発が行われている。今後は、従来の化学反応の

効率化や高度化に留まらないマイクロ空間なら

ではの反応系が探索・発見されて行くと思われ

る。さらに将来的には、本稿で述べたようなミ

ニマルマニュファクチャリング技術との連携も

深まり、マイクロリアクターを用いた新たなプ

ロセスやシステムが開発されてくるであろう。

マイクロリアクター技術やマイクロ空間化学技

術が、ミニマルマニュファクチャリング技術と

の連携・融合を通して化学産業の質的な転換を

もたらす技術に発展することを期待したい。 
 
 

          ♦           

マイクロリアクターマイクロミキサー
ポンプ

オンライン分光分析装置
ヒーター電源

マイクロリアクターマイクロミキサー
ポンプ

オンライン分光分析装置
ヒーター電源

廃液廃液

加熱装置加熱装置 分離装置分離装置

混合器混合器

原料タンク原料タンク

インクジェットインクジェット

廃液廃液

加熱装置加熱装置 分離装置分離装置

混合器混合器

原料タンク原料タンク

インクジェットインクジェット
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コラム：Df E 

 
ミニマルマニュファクチャリング 考え方とテクノロジー 2007 独立行政法人 産業技術総合研究所

 
 

DfE   Design for Environment、環境配慮設計 
 
 
 
■ Df Eは 90年代にDf Xの一部として研究がスタートしている。ここでDf Xとは、"X"の部分に製品競
争力を高めるための何らかの視点をおいた製品設計・開発手法の総称である。例えば、DfM（Design 
for Manufacturing、製造性設計）、DfA（Design for Assembly、組立性設計）、Df V（Design for Variety、
多品種設計）などがある。その研究開発は北米地域を中心に 70年代に始まっていた。80年代後半の
地球環境保全への関心の高まりを受けてDf Eが始まったと考えられる。 

 
■ Df E は、従来の工場サイトでの環境配慮（工場排水の浄化、省エネ、省資源など）に加え、製品の環
境性能を向上させることに主眼をおいている。また、設計以降の段階、つまり製造、配送、使用、保全、

廃棄などのすべてのライフサイクル段階における環境配慮事項を、設計の段階から製品に盛り込むラ

イフサイクル思考が大きな特徴である。リサイクル促進のためのDf R（Design for Recycling、リサイクル
設計）やDf DA（Design for Disassembly、分解性設計）などもDf Eの要素として含まれており、90年代
には設計者のDf Eを支援するための市販ソフトウェアなども開発、使用された。 

 
 

先進製造プロセス研究部門    増井 慶次郎 
 
 

Industry Keywords Column 4 
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自己組織化 
Self-Organization 

 
 

ナノテクノロジー研究部門   山口 智彦 

 
  自己組織化は“ものそのもの”の性質やシステムの協同的な特性を活かした、無理・無駄のないミニマル製造

プロセスである（つくるミニマル）。ナノテクノロジーは、機能発現にかかるエネルギー・コストをミニマル化する技

術である（つかうミニマル）。自己組織化のムラに正しく向かい合うことが、究極のミニマル技術を開花させるため

の鍵となるだろう。本小論では、マニュファクチャリングにおける自己組織化の位置づけを議論し、ナノテクノロジ

ーのボトルネックについて言及した上で、自己組織化的に形成されるナノマテリアルについて概観する。 

 
 

 
1. 自己組織化とマニュファクチャリング 

 
◇自己組織化概念の現状 

自己組織化(self-organization)という言葉が

人口に膾炙して約半世紀が過ぎた。しかしその

定義はいまだに確定していない、というのが実

情である。このように概念自体が曖昧模糊とし

た状況は、ナノテクノロジーのように学際的色

彩の強い領域では甚だ具合が悪い。自己組織化

はナノテクノロジーのボトムアップ技術のキー

ワードの一つであるにもかかわらず、である。 
「システムの中には時間とともに自らの秩序

を増すものがある」 － この種の考えは洋の

東西を問わず古くからあるもので、例えばデカ

ルトが『方法序説』で言及しているし、ファラ

ディも「ロウソクは生命とよく似ている」と述

べている。国内では寺田寅彦が、金平糖や雪の

結晶、仔猫のからだの模様とひび割れの関係な

ど、身近な問題に潜む秩序化現象を興味深く見

つめていたことは周知の通りである。  
そして現在、自己組織化という用語は自発的

な秩序形成が起こる事象に対し広く用いられて

いる。自発的な秩序形成とは、設計図、センサ

ー、動力など、秩序形成に必要な条件のすべて

が対象の中にすでに備わっており、“ヒトが直接

手を下す必要がない”ということを意味してい

る。自己組織化の代表格は生物である。けれど

も、原子分子の世界から銀河・宇宙まで、ヒト

が手を下すことなく自発的に起こる秩序形成は

森羅万象にわたる。 
自己組織化の意味するところは、対置される

べきものを考えると一層明瞭になる。それはヒ

トの手による逐次的な操作（マニピュレーショ

ン）であって、一般には製造現場などで行われ

る人為的な操作・作業に他ならない。人為的な

操作の特徴は、パソコンや自動車を組み立てた

り、品種改良や突然変異を誘起したり・・・お

よそ自然には起こりえないことを実現したり、

著しく時間のかかる過程を大幅に短縮するとこ

ろにある。 
 

◇マニュファクチャリングが生むものは“機能” 
しかも、これらの人為的な操作や作業によっ

て生み出されるものは、実はモノではなく、モ

ノを介して具現化される“機能”に他ならない。

このことは、例えば貨幣というモノ自体には実

態はなく、価値との可換性という機能を関係者

が認めることが貨幣を貨幣たらしめているのと

同様である。 

要素

・要素間相互作用
・フィードバック

外部（環境）
システム

・擾乱
・入力

・応答
・出力

自己組織化

直接人為操作に
よらない秩序形成

図１. 自己組織化 
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◇“機能”を評価するには？【MM 課題】 
従って、ミニマルマニュファクチャリングの

効能を定量的に捉えるためには、“機能”という

因子を正しく評価し、“機能”単位で規格化する

必要がある。しかしながら、機能は物性ではな

いので、既存の学理体系にはそもそもなじみが

悪い。例えば経済活動の利潤と同様に、人間の

社会活動の中である種の時間遅れを伴って始め

て規定される類の量である。経済の他にもこの

ような例がある。生物は、自らが環境に働きか

け環境を変化させることで自らが変わるシステ

ムである。言語にも似た側面がある。これらは

重層化されたフィードバックがかかり、これが

必ずしもシステムを収束安定化させるわけでは

ないという点に共通性があるようにみえる。 
以上のことから、“機能”との取り組みには、

経済・生物・言語などで現在展開されている複

雑系のアプローチが参考になるであろうことが

予想されるのである。 
 

◇自己組織化は機能とは無関係 
これに対し、誤解を怖れず言うならば、自己

組織化は人為的なマニュファクチャリングの対

極にある。自己組織化によって機能を有する秩

序構造が生まれる、と考えるのは大きな誤解で

ある。自己組織化（の多く）は、システム全体

の無駄（エネルギー散逸）が時間と共に極値を

とる方向に進む過程であるに過ぎない。機能と

いう観点では、良いものも悪いものも自己組織

化される可能性がある。良いものだけを喧伝す

るのはご都合主義というものであろう。 
 

◇統合的な自己組織化で機能をつくる【課題 1】 
では、自己組織化はマニュファクチャリング

と相容れないものなのか？そうではない。自己

組織化は“ものそのもの”の物性なので、その

本質を損なわないよう、マニュファクチャリン

グ的にそっと後押しすればよいのである。 
産総研の独法化と前後して、筆者は自己組織

化現象を熱力学と階層の 2 つの軸で統合的に捉

えるという視座を提唱した。この視座に立つと、 
自己組織化はもはや「秩序化」の単なる同義語

には留まらず、製造プロセスの設計指針の一つ

としてマニュファクチャリング上確たる地位を

占めるものとなる。 
 

近年、この視座に基軸をおいた技術書の編集

に深く関わる機会を得た。一つはナノ材料の自

己組織化を扱ったものである[1]。もう一つは学

理と産業応用の融合を目指したオール・ジャパ

ン体制による自己組織化ハンドブックの編纂で、

こちらは現在進行形である[2]。 
以下では、具体例としてナノ材料の自己組織

化に関連した技術課題を列挙しようと思う。し

かしその前に、ナノテクノロジーが現在抱えて

いる問題点を明らかにしておく必要がある。 
 
2. ナノテクノロジーのボトルネック 

 
◇ナノテクノロジーの黎明 

ナノテクノロジーは本邦発の概念で、精密加

工により 1μm 以下の微細構造形成にはナノス

ケールの精度が要請されることを象徴するため

に谷口紀男が「ナノテクノロジー」という造語

を用いたのが始まりである(1974)。これに対し、

米国が 2000 年に打ち上げたナノテクノロジー

では、トップダウンとボトムアップという 2 つ

のアプローチを併用する戦略が示され今日に至

っている。陣頭指揮に立ったのは『不都合な真

実』でも有名な、当時副大統領であったゴア氏

である。トップダウンが谷口の流れを汲むこと

は明らかである。 

図 2. 自己組織化の統合的概念 

応用

図 3. 脱漏れによるナノリングの配列 

生命

(Self-Organization)

階層性(複雑性)

平衡からの
距離平衡近傍 非平衡開放系

アシスト

アシスト

統合的な自己組織化

自己集合 （Self-Assembly）

自己集合 （Self-Assembly）

散逸構造 （Dissipative Structure）

散逸構造 （Dissipative Structure）

定常
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◇ボトムアップ技術は救世主か？ 
一方、ボトムアップ技術はドレクスラー 

(1986)の夢 － 分子機械論に由来するように思

われる。ゆくゆくはトップダウン技術の越えが

たい壁として光学限界が立ちはだかることが見

込まれる以上、分子をビルディング・ブロック

とするボトムアップ技術の充実を図る以外にと

るべき道はない。しかし、ドレクスラー の分子

機械論に対しては、フラーレン研究でノーベル

賞を受賞したスモーリーが大変的確な疑義を投

げかけている。曰く、熱ゆらぎにさらされてい

る分子を機械と同様に考えてはならない。 
閑話休題。ボトムアップの戦術は２つ：超分

子化学と自己組織化である。超分子化学は、的

確に設計された分子間の相互作用を巧みに利用

して新たな機能単位となる分子集合体（超分子）

を構成する化学的手法である。これに対し、自

己組織化は、構成要素を的確にアセンブルさせ

る自然なプロセスであると位置づけられる。こ

こで「自然」とは、熱力学的な意味で自発的に

進行するという意味である。換言すれば、熱力

学の第二法則（エントロピー増大則）のもとで、

実現されるべき形がいずれ実現される、という

ほどの意味合いである。 
さて、ナノテクノロジー戦略が公知となって

から 7 年が経過し、関係者の間には軽い苛立ち

のようなものが感じられる（言いすぎだろう

か？）。産業展開は触媒や塗布材料など、3.でも

紹介するようにナノ材料をバルクに活用するも

のがほとんどである。IT 展開では、リソグラフ

ィも分子設計もそれぞれ目を見張るほどの進展

を遂げつつあるものの、期待されるトップダウ

ン・ボトムアップ融合にはなかなか繋がらない。 

－ 何がいけないのか？ 

 

◇自己組織化にはムラがある 

そもそも、ボトムアップの２つの技術は、分

子間距離やパターンの波長など、相対的な座標

しか扱っていなかった。自己組織化は無理・無

駄はないがムラがある。超分子化学も自己組織

化技術も、トップダウンが規定する基板の絶対

座標軸に自らを整合させるのは、本来苦手なの

である。もちろん分子の耐久性なども重要な問

題ではあるが、座標のミスマッチが解消されな

い限り、いかに優れた分子デバイスが開発され

ても応用展開は望むべくもない。この難問は、

一体どのように解決されるのだろうか？  
 
◇ムラの制御と座標軸合わせ【課題 2】 

座標軸合わせには３つのアプローチがある。 

① エラーの修正： こわして作り直すという

分子レベルのアプローチと、Turing 構造

に見られるような散逸構造の可塑性（適応

性）を利用する２つの方法が想定される。 

② 絶対座標の積極的な利用：トップダウンで

境界条件を与え、さらに小さな構造を自己

組織化的に造りこむ現実的手法。 

③ 相対座標系の積極的な利用：相対座標系や

アバウトなシステムに従来の IT 産業は慣

れていない。これらの特徴が生きる“柔軟

な”使い方を考えてゆく。 

「自己組織化には“ムラ”がある」という常

識さえも一度は疑ってみるべきで、ムラはむし

ろ役にさえ立つ、というのが筆者の持論である。 

 

3. 自己組織化ナノマテリアル 
 

 最後に、ナノ材料の自己組織化の現状を鳥瞰

する。数あるナノマテリアルを、その特性が顕

著に現れるであろう次元の数で分類し整理する

と以下のようになる。 
 
◇0 次元ナノマテリアル（点） 

高分子ナノ粒子、異型高分子微粒子、相分離

ナノ粒子、金属ナノ粒子、コアシェル型ナノ粒

子、量子ドット、等。 
 
◇1 次元ナノマテリアル（線) 
 分子トランジスタ、ロタキサン、カテナン、

フラーレン＆ナノチューブ、導電性高分子、ポ

リシラン、脂質ナノチューブ、一次元超分子、

生体高分子（DNA 等）、等 
 
◇2 次元ナノマテリアル（面） 
 LB 膜、高分子 LB 膜、自己組織化膜（SAM）、

人工脂質 2 分子膜、リポソーム、単分子膜、液

晶コマンドサーフェス、ブロックコポリマー、

高分子ブラシ（ナノ界面）、ハニカム膜、アルミ

ナ陽極酸化膜、交互吸着膜、DNA フィルム、タ

ンパク質・ナノ粒子の 2 次元配列、カーボンナ

ノチューブ薄膜、マイクロ周期構造膜、等。 
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◇3 次元ナノマテリアル（立体・孔） 
 デンドリマー、環動ゲル、超分子π電子系化

合物、フォトクロミック液晶（高分子）、水素結

合ゲル（ゲル化剤）、3 次元 DNA 材料、ペプチ

ドアダプタマー（３D 構造形成）、ナノレゴ、バ

イオミネラリゼーション、人工ウイルス、コロ

イド結晶、等 
 
◇フラクタル次元ナノマテリアル 
 表面フラクタル材料（超撥水性表面）、単電子

フラクタル材料、電析樹状パターン、フラクタ

ル結晶、メソポーラスガラス、ナノ細孔、等。 
 
◇4 次元ナノマテリアル（時空間） 
 時空間機能材料、自励振動ゲル、ダイナミッ

ク相分離構造（架橋性高分子）、自己亀裂治癒セ

ラミックス、量子ドット反応拡散系、等。 
 
 以上の例では、ナノマテリアルの合成や物性

評価に重点が置かれているのが現状である。も

しこれらのナノマテリアルがバルクな材料とし

て用いられるだけならば、もったいない活用法

であるように思う。しかし基板との座標合わせ

が可能になると、その価値は桁違いに大きなも

のになる。すなわち、以下に述べるトップダウ

ン・ボトムアップ融合における主役の座が将来

課題として残されている。なお、分子トランジ

スタ、ナノチューブ、電析樹状等では座標合わ

せが可能なように思われるかもしれないが、電

極端や金属ナノ粒子などの固定端そのものを精

緻に配置・配列させる実用的な手法がない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇トップダウン・ボトムアップ融合【課題 3】 
 インクジェット、単分子リソグラフィ、ブロ

ックコポリマーリソグラフィ、ナノインプリン

ト、等。 
 特にトップダウン・ボトムアップ融合におい

ては、トップダウンで作りこんだ基板上のサブ

領域（～数十 nm）中で、数 nm のナノ材料（超

分子材料など）をサブ nm の精度で自己組織化

的に配置させる技術を確立することが望まれる。

当然ながら、産業応用としては高い再現性も求

められる。 
 
まとめ 

 
自己組織化は熱力学的に自然なプロセスで、

無理・無駄がないという点でミニマルマニュフ

ァクチャリングの要請に適う技術である。ナノ

テクノロジーとも相性がよい。３つのアプロー

チで自己組織化のムラを解決することにより、

真のトップダウン・ボトムアップ融合を実現す

る道が開かれるに違いない。 
 

[ 参考文献 ] 

 
 [1] 国武豊喜（監修）、下村正嗣・山口智彦（編集幹事）、

居城邦治・亀井信一・高野潤一郎（編集）、「自己組

織化ナノマテリアル」、フロンティア出版（2007.2）. 

[2] 山口智彦、「自己組織化ハンドブック」（編集中）、

主旨書（2007.3）.  
 

          ♦           

 

図 4. トップダウン・ボトムアップ融合（上のパス）と完全自己組織化（下のパス） 
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FPGA 
Field Programmable Gate Array 

 
 

エレクトロニクス研究部門 小池 汎平 
 

 FPGA(Field Programmable Gate Array)技術について概説する。FPGA は一言でいえば「ソフトなハード」であ

る。回路構成をプログラムできる LSI であるという特徴が、「ハードなハード」では難しい、多品種少量生産に向く

ことから、従来技術の観点からはいくつかのデメリットをもつものの、急速に市場に受け入れられつつある。本稿

では、いわばミニマルマニュファクチャリング技術の成功例ともいえる、FPGA技術の概要、FPGAのメリットとデメ

リット、今後の動向などについて述べる。 

 
 
 

1. FPGA とは？ 
 

 マイクロプロセッサをはじめとする論理 LSI
は、通常、トランジスタ間の結線により NAND
や NOT などの論理演算を行なう論理ゲートを
効率よく実現し、このような多数の論理ゲート

間をさらに配線で結合していくことにより複雑

な論理機能(計算、通信、記憶など)を実現する。 
論理 LSIを製造するためには、各種プロセス

によって LSI上に形成されていくトランジスタ
や配線層の形状を決定するための何枚ものマス

クが使用される。半導体の微細化・高度化に伴

い、LSI を製造するために必要となるマスクの
価格と枚数が急激に増加し、LSI 開発の初期コ
ストを大幅に引き上げている。このため、近年、

少量多品種の LSIの開発着工件数はどんどん減
少する傾向にあるといわれる。 
これに対して、FPGA(Field Programmable Gate 

Array)は、PLD(Programmable Logic Device)の一
種であり、論理ゲートは SRAMに論理関数の入
出力関係を記憶させたルックアップテーブルで

実現される。また、チップ中には多数の配線セ

グメントがあらかじめ用意され、これらの配線

セグメント間には多数のトランジスタスイッチ

が用意されている。そして、これらのスイッチ

のオンオフを SRAM の内容によって制御する

ことによって、論理ゲート間の配線が決定され

る。 
このように、FPGA はルックアップテーブル

を含むロジックブロックと結線スイッチを含む

スイッチブロックが規則的に並んだ同一設計の

チップ(図 1)を用いつつ、SRAMが記憶するデー
タ（コンフィギャレーションデータと呼ぶ）に
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・
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・

・
・

・

・
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図１.  FPGA の構造 
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よってその全ての論理機能が決定される。した

がって、単一品種の FPGAを用意し、異なるコ
ンフィギャレーションデータを書き込むことに

よって、様々な機能の論理 LSIを実現すること
ができ、多品種少量生産の論理 LSIを実現する
共通部品となる。まさに、ミニマルマニュファ

クチャリング向けの LSIということができる。 
結果として、FPGA は従来の少量多品種生産
向け LSIである ASIC(Application Specific IC)と
比べさらに少量多品種の領域でコスト的に有利

となり(図 2)、論理 LSI のロングテール市場[1]
を獲得することとなった(図 3)。しかも、ロング
テール市場と標準品の境界は、半導体の微細化

が進み、通常 LSIの初期開発コストがかさむに
つれ、今後は、より生産量の多い LSIまでも飲
み込む方向に推移していくと考えられる。 
 
2. FPGA の歴史 

 
FPGA に関する技術論文で最初期のものは

Xilinx 社の Carter らによる 1986 年の IEEE 
Custom Integrated Circuit Conferenceでの発表[2]
にまでさかのぼれる。ここで発表された FPGA
は 2ミクロンルールで設計されたロジックブロ
ック数 64 の小規模なものであった。その後、
PLDの将来性を見越して、大手半導体メーカー
も含め PLD メーカーが乱立した時期もあった
ものの、最初から十分な収益を上げることは難

しく撤退も目立った。しかし、半導体微細化技

術の進展とともに、大規模な FPGAが商用化さ
れるようになり、また、ソフトウェアツールの

改良でコンフィギャレーションデータの設計が

容易となってきたことから、90年代半ば頃より
急速にその用途と市場が拡大していった。(著者
らがはじめて FPGAを利用するようになったの

もこの時期である。) 
現在では、最先端の 65nm プロセスを駆使し

た数万ロジックブロック規模の大規模なものが

商用化されている。先述したように、半導体微

細化に伴うマスク開発費等の高騰にともない、

ASICのコストが高まり、FPGAへの置き換えが
急速に進んでいる。特に少量生産向けに特化し

たストラクチャド ASIC メーカーの中には、
FPGA に対する競争力を維持できずに市場から
撤退する動きもある（例えば、LSIロジック社）。
また、着目すべきは、FPGA が、すでに十分な
市場規模を持った汎用素子であることから、マ

イクロプロセッサやメモリとともに、半導体微

細化プロセスの発達を引っ張る「テクノロジド

ライバ」の一つとみなされ始めている点である。 
 
3. FPGA ビジネスの現状 

 
現在、FPGAの市場は、米国の Xilinx、Altera 

2 社が市場を占めているといってよい。いずれ
もファブレス企業であり、半導体の製造は外部

のファウンドリが担当している。これらの 2大
メーカーのほか、Lattice、Actelなども特徴のあ
る FPGAを発表し市場の一角を築いている。こ
れらの FPGAメーカーは、強力な特許戦略によ
り効果的に参入障壁を築き現在の地位を確保し

ている。その一方で、FPGA の基本特許[3]が相
次いで期限切れとなろうとしており、今後、参

入のチャンスは高くなるとの指摘もある。 
新しい FPGA技術を売りとしたベンチャー企

業の創業は現在でも活発であり、例えば、非同

期回路を組み込んだ高速な FPGAの開発を目指
す Achronix Semiconductor[4]、コンフィギャレ
ーションメモリの実現に TFT を用いることに
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図 2.  FPGA と ASIC のコスト比較 
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図 3. FPGA が取り込むロングテール市場 
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より面積効率の高い FPGA の開発を目指す

Viciciv Technology[5]など、新たなシェアをめぐ
って熾烈な開発競争を進めている状況である。 
また、既存の大手半導体メーカーも FPGAに

興味を示し、FPGA 技術を含めた新しい戦略を
とり始めている。例えば IBM は、自社の SoC 
(System on Chip)への組込みに特化する目的で[6]、
Xilinx 社の FPGA コアのライセンスを取得して
いる。ST マイクロなどの他社も、組み込み型
FPGA を発表している。いずれも、彼らの主力
商品である SoCの中の一部を FPGAに置き換え
ることによって、異なる SoCの品種を統合する
など汎用性を高め、価格競争力を高めていくこ

とが目的と考えられる。その一方で、FPGA メ
ーカーも、彼らの FPGAチップの中に各種の IP
コア(CPU コア、通信コアなど)を積極的に取り
込み始めており、同様の方向を目指している。 
 
4. FPGA のメリット・提供される新機能 

 
電子機器の設計に FPGAを利用するメリット

や提供される新機能を整理してみよう。 
 
◇低い初期開発コスト 

FPGA の最大のメリットは、少量生産の論理
LSI を低コストで実現できることである。通常
の LSIの開発でどんどん大きな割合を占めてき
ているマスク開発費用などの初期コストが、プ

ラットフォームの共通化によるスケールメリッ

トにより大幅に軽減されることによる。単位ゲ

ートあたりのチップコストは高いものの、トー

タルで見ると、かなりの生産規模の電子機器に

おいてもメリットが得られるような状況になっ

てきている (図 2) 。 
 
◇機能変更の容易さ 

FPGA はコンフィギャレーションメモリに書
き込むデータによって機能が決定される。論理

LSI として担う機能、すなわちコンフィギャレ
ーションメモリに書き込むデータの設計は、

FPGA を搭載したボードが製造された後出荷ぎ
りぎりまで、（場合によっては、さらに出荷後に

まで）遅らせることが可能となる。通信プロト

コルなど、詳細が流動的であった標準規格が決

定してから、極めて短いターンアラウンドタイ

ムで、その規格を採用した製品を出荷し競争力

を高めることなどが可能となる。また、万が一

論理 LSIの機能に不具合が生じた場合に、コン
フィギャレーションメモリに書き込むデータの

書き込みなおしにより、あとから改修すること

も可能である。 
 
◇デバッグ支援 
従来の LSIでは、製造後に内部の信号を観測

することは容易ではなかったが、FPGA は、一
時的に信号観測回路などを追加して動作させる

ことも容易であり、論理 LSIの設計に新たな方
法論をもたらすこととなった。Xilinx 社は、こ
のようなチップ上での回路のデバッグを支援す

る”ChipScope”と呼ばれるツールを提供してお
り、多くのユーザに活用されている。 
 
◇動的再構成機能 

FPGA のコンフィギャレーションデータを動
作時に書き換えることにより、FPGA の機能を
動的にガラッと変更させることが可能となる。

これによって、環境に適応するハードの実現（例

えば、年々増大するネットウィルスの検出ルー

ルに応じて機能が拡張されていくパケットフィ

ルタ[7])や、計算機の仮想メモリ技術が物理メ
モリ容量を超えたメモリ空間を提供できるのと

同様に、限られた物理ゲート容量でこれを越え

た機能を実現する技術、などの可能性を生む。

また、必要な機能のみを物理的に実現するとい

う考え方は、消費電力削減技術としての可能性

にもつながる。 
 
◇計算アクセラレータとしての FPGA 
近年、スーパーコンピュータの計算アクセラ

レータとして FPGAを搭載するトレンドが強ま
ってきている (例えば、Cray社の XD1) 。この
場合、FPGA は、汎用マイクロプロセッサの処
理速度を向上させるコプロセッサとして使用さ

れ、従来のマイクロプロセッサの命令セットの

組み合わせでは高速実行が難しい処理を実行す

るハードウェアをマップするためのプログラマ

ブル素子として使用される[8]。このような用途
のために、スーパーコンピュータ用のプロセッ

サとして多用される AMD 社の Opteron とピン
互換性を持たせた FPGAボードを供給するベン
ダーが出現している。 
また、この動向の一環として、プログラマか
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ら見たときに、このような機能をシームレスに

実現するために、通常 FPGAの機能記述に用い
られる Verilog などのハードウェア記述言語で
はなく、C 言語などの汎用プログラミング言語
で書かれたプログラムから直接 FPGAにマップ
する論理回路を合成するツールの開発も活発化

してきている。 
 
◇利用技術情報の普及 

FPGA そのもののメリットというわけではな
いが、FPGA が極めて広い裾野にわたる多くの
技術者に受け入れられるようになった背景とし

て、FPGA 利用技術の情報が効率よく伝播され
たことを挙げておきたい。FPGA メーカー自身
が評価ボードと開発用ソフトウェアを安価に提

供したことに加え、同様のプロトタイプ用ボー

ドを販売するサードパーティメーカーが多数生

まれたほか、多くの技術者に読まれる技術情報

誌（たとえば、デザインウェーブマガジン[9]）
が定期的に小型の評価ボードを付録として頒布

したことなどの結果として、FPGA の有用性と
利用ノウハウは短期間に極めて広い分野にわた

る多くの技術者に伝わった。これによって、従

来は LSI化をあきらめていたような裾野の領域
の隠れた需要が積極的に掘り起こされることと

なり(ロングテールの形成)、このことが FPGA
の成功の大きな鍵となった、と考えている。 
 
5. FPGA のデメリット 

 
以上のように多くのメリットを持つ FPGAで

あるが、従来的な視点からは問題点も多い。 
 
◇論理実現効率の低さ 

FPGA の最大の問題点は、論理機能の実現効
率の悪さである。例えば、2入力の NANDゲー
トは、従来の CMOS-LSIでは 4つのトランジス
タで実現できる。しかし、同じ 2入力 NANDゲ
ートを FPGA で実現しようとすると、4 ビット
分の SRAM セルとデータを選択するマルチプ

レクサ回路やバッファ回路など、およそ一桁多

くのトランジスタが必要となる。 
 
◇チップ面積とコスト 

FPGA は、その低い論理機能の実現効率のた
めに、同じ論理機能を実現するために従来の

LSI よりも多くのチップ面積を必要とする。こ
のことは、実現可能な最大ゲート規模を押さえ

るとともに、同一機能を実現する場合の FPGA
のチップ単価の上昇につながる。トロント大学

の最近の研究[10]によると、同じ論理機能を実
現するために、従来の ASIC と比べ FPGA はお
よそ 40 倍ものチップ面積を占めるとのことで
ある。 
 
◇動作速度 
同様の理由で、FPGAで実現した論理回路を、

従来の LSIのように高速に動作させることも難
しい。同じくトロント大学の研究によると、従

来の ASIC と比べた場合に、FPGA の動作周波
数はおよそ 3分の１とのことである。より徹底
的な設計最適化を施したフルカスタム LSI(最新
のマイクロプロセッサなど)と比べるならば、こ
の差はさらに広がる。 
 
◇消費電力 
 論理実現効率の悪い FPGAでは、より大きな
配線容量・ゲート入力容量の充放電により、よ

り大きな動的消費電力が消費される。また、よ

り多くのトランジスタが使用されるため、それ

らの漏れ電流により、より多くの静的消費電力

も消費される。トロント大のデータでは、動的

消費電力はおよそ 12 倍（40 倍のチップ面積に
よる容量増加と 3分の１の動作周波数から解釈
可能）、静的消費電力はおよそ 80倍(チップ面積
の増加と同じオーダー)とのことである。 
 
これらの問題点にもかかわらず、FPGA の利

用がますます活発なのは、得られるメリットが

より大きいと市場が判断して重心移動が生じた

からに他ならない。Xilinx 社などは、テクノロ
ジドライバとなった FPGAは先端テクノロジの
チップが即座に市場に投入されるため、設計タ

ーンアラウンドが長くなる従来型の ASIC と比
べ、より進んだ世代の半導体技術の利用により、

デメリットが打ち消せると主張している。 
また、上記のような欠点を補うために、最近

の FPGAチップでは、従来の設計手法で実現し
た汎用性の高い論理機能を混載させる傾向にあ

る。メモリコア、マイクロプロセッサコア、高

速入出力コアなどが混載される機能の例である。 
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6. FPGA の最新研究動向 
 

先端的な FPGA 技術に関する研究は、FPGA
メーカーのほか、世界中の大学（トロント大、

ブリティッシュコロンビア大、UCLA、インペ
リアルカレッジなどの研究が有名）、研究機関、

半導体メーカーで活発に進められている。 
研究対象として、FPGA アーキテクチャの研

究、ソフトウェアツールの研究、応用技術の研

究など、広い領域がカバーされている。 
これらの研究が発表される主要な学会として、

ACM International. Symposium on FPGA、IEEE 
International Conference on Field Programmable 
Technology 、 IEEE Custom Integrated Circuit 
Conferenceなどがある。 
 近年、特に活発に研究が進められている分野

として、以下のような研究がある。 
 
◇低消費電力化技術 

FPGA の大きな問題点である消費電力を抑え
る技術を開発し、従来難しかったモバイル機器

への FPGAの搭載を可能とすることにより市場
拡大を目指す。我々が開発中の Flex Power 
FPGA[11]もこのカテゴリの研究である (図 4) 。
Flex Power FPGAでは、回路構成メモリに加え
て、速度と消費電力のトレードオフをきめ細か

く制御するパワー構成レジスタを加えることに

よって、FPGA が有り余る回路リソースをつぎ
込み回路構成の柔軟性を獲得した代償として抱

え込んだ消費電力(特に静的消費電力）の無駄を、
極力押さえ込むことを可能としている。 
 
◇ばらつき対策へのリコンフィギャラブル技術

の適用 
半導体の微細化により、半導体の特性のバラ

ツキが深刻な問題となってきている。FPGA の
もつ再構成可能という特長を使って、半導体特

性のばらつき問題を解消するための技術の開発

が活発化している。我々も Robust Flex Power 
FPGA[12]という技術を開発中である。 
 
◇イノベーションプラットフォームとしての FPGA 

FPGA は新しいデバイス技術によるイノベー
ションを実現するプラットフォームとしても有

力である。すでに大きな市場を築きテクノロジ

ドライバともいわれる FPGAを抜本的に改良す

る新たなデバイス技術が開発されれば、開発投

資の正のスパイラルによって一気に実用化へ向

かう可能性を秘めている。 
例えば、物材機構/NEC 基礎研は、流動性を

有する固体電解質を用いた「ナノブリッジ」と

呼ばれる小面積低抵抗なスイッチ素子[13]を開
発し、FPGA 用のプログラマブルスイッチ素子
としての利用を提案している。また HP 社は、
ナノワイアを用いた規則性の高い FPGA「クロ
スバーアーキテクチャ」を、同社の長期的なナ

ノテクノロジー戦略の主軸に据え、研究に力を

入れている[14]。また、三次元半導体実装技術
の FPGAへの適用も時間の問題である。これら
の研究の進捗いかんで、FPGA と従来型 LSI と
の市場バランスは、将来的にさらに大きく変化

する可能性もあろう。 
 
おわりに 

 
以上、FPGA 技術について、その概要、メリ

ットとデメリット、今後の技術動向などを述べ

てみた。FPGA は、従来技術の観点からはいく
つかのデメリットをもつものの、回路構成をプ
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ログラムでき、多品種少量生産に向いた LSI で
あるという新たな特長がもたらす重心移動によ

り、急速に市場に受け入れられていったことが、

ご理解いただけたかと思う。FPGA の成功は、
今後のミニマルマニュファクチャリング技術を

考える上での重要なプロトタイプとなり、多く

の示唆を含むと考えられる。本稿が今後のさら

なる議論の参考になればさいわいである。 
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３次元実装 
Three Dimensional Electronic Packaging 

 
エレクトロニクス研究部門  青柳 昌宏 

 
 現在の高度ネットワーク情報化社会を支えている電子情報機器については、扱う情報量の増大により、さらな

る高性能・高機能化が求められている。こうした電子情報機器の中心的役割を担っているのは、半導体デバイ

スであり、非常に大規模に集積した ULSI 素子は、超微細加工技術の高度化により、１世代で 0.7 の寸法縮小

率で２倍の集積度向上を実現させてきた。しかし、加工寸法が 100nm を切ったあたりから、リソグラフィ技術の困

難性が増してきて、露光装置の高額化、フォトマスク製造コストの増大、マスク設計データの肥大化など様々な

障害要因が顕在化してきた。 

 一方、日本が世界をリードしている携帯電子情報機器の分野では、実装技術の高度化により、システムの高

密度集積化が進展してきている。システムインパッケージ（SIP）は、システムオンチップ SOC のように大規模な

LSI を設計せずに、既存の LSI デバイスをパッケージ内で組み合わせて、システムに仕上げる技術であり、超微

細加工技術によらない低コストな集積技術として注目されている。さらに、その究極の形として、LSI チップを３次

元的に積層する３次元実装技術があり、現在、様々な研究開発の取り組みがなされている。 

 本解説では、電子機器のプロダクト技術であり、ミニマルマニュファクチャリングを構成する概念の一つである

統合化（あるいは最適化）の例として位置づけられる３次元実装技術について、研究開発の現状を紹介する。 

 

 
1. 実装技術の現状 

 現在の高度ネットワーク情報化社会を支えて

いる電子情報機器については、扱う情報量の増

大により、さらなる高性能・高機能化が求めら

れている。電子情報機器の中心的役割を担って

いるのは、半導体 LSI デバイスであり、その性

能向上は、微細化の進展させることで着実に高

集積化、高速化、高機能化が実現してきている。

非常に大規模に集積した ULSI 素子は、超微細

加工技術の高度化により、１世代で 0.7 の寸法

縮小率で２倍の集積度向上を実現させてきた。

また、ウエハサイズの大口径化（現状、

200mm-300mm）による量産効果でチップ当たり

の製造コストを低く抑え込んできた。しかし、

加工寸法が 100nm を切ったあたりから、リソグ

ラフィ技術の困難性が増してきており、露光装

置の高額化、フォトマスク製造コストの増大、

マスク設計データの肥大化など様々な障害要因

が顕在化してきた。微細化に伴う製造コストの

上昇が量産効果によるコスト低減を大幅に上回

るようになり、次世代のデバイス製造技術開発

にとって、ブレーキとなっている。 

一方、実装技術については、デバイスに比べ

て 2-3 桁以上の微細寸法に隔たりがあり、実装

技術の革新で性能向上を実現できる余地がまだ

残されている。近年、実装技術の高密度化・高

速化の進展により、携帯電子情報機器（携帯電

話、デジカメ、ビデオカメラ、PDA など）の小

型化・高機能化が実現されてきている。システ

ムインパッケージ（SIP）は、システムオンチッ

プ SOC のように必要な機能を盛り込むため、大

規模な一つの LSI にすべてを集約せずに、複数

の LSI をパッケージ内で組み合わせて、一つの

システムに仕上げる技術であり、超微細加工技

術によらない低コストな集積技術として、注目

されている（図１参照）。この SIP については、

設計・製造とも非常に複雑化・高コスト化した

技術となっているシステムオンチップ（SOC）を

補完する技術としてシステム技術者からの期待

が高まっている。 

半導体ＬＳＩチップの性能向上
高密度化→高コスト
高速化→物理的限界

実装技術でカバー
チップの高精度加工
高精度接合
高度検査、評価
複数チップシステム設計

図 1 実装技術の進展状況 
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2. ３次元実装技術とは 

 ３次元実装技術は、究極の SIP とも言える実

装技術であり、パッケージレベル、チップレベ

ル、ウエハレベルの３レベルで検討が行われて

いる。パッケージレベルでの３次元実装では、

LSI チップの設計に大きな変更がなく、容易に

実現が可能であるが、配線長を短くできないの

で、性能向上が十分ではない。既に製品レベル

に達しており、メモリカード、メモリモジュー

ルなど大容量のメモリを小型に集積する必要が

ある応用分野で利用されている。チップレベル

での３次元実装では、LSI チップの基板内に表

から裏に貫通する電極を形成し、裏と表の電極

をバンプ接合によって、積層実装するため、配

線長を大幅に短くすることが可能であり、性能

向上が見込まれる。ASET と産総研で NEDO 研究

開発プロジェクト「高密度電子 SI 技術」の一貫

として、平成１１年から５年間に渡って開発が

進められ、LSI チップの貫通電極を形成し、フ

リップチップ接合技術により、３次元積層実装

するための基本技術が開発された。図２には、

銅貫通電極を形成したTEGチップがSiインター

ポーザ上に４層積層実装されたものの断面写真

と CCD センサーの裏面から銅貫通電極が形成さ

れたものの断面写真、また、光・電気複合実装

システムへの３次元実装を適用したイメージ図

が示されている。 

 

図２ チップレベル３次元実装技術（ASET） 

 
国内における３次元実装技術の研究開発状況

をまとめた表を図３に、海外における３次元実

装技術の研究開発状況をまとめた表を図４に示

す。ASET での研究開発成果に刺激されて、欧

米でのチップレベル３次元実装技術の開発が活

発化していることが分かる。 

図３ ３次元実装技術の研究開発状況（国内） 
 
現在の状況として、国内では、チップレベル

３次元実装技術を具体的製品レベルの技術に展

開するための研究開発が行われており、海外で

は、平面集積の限界を超える集積度の向上を目

指して、SOI デバイス用に開発されたウエハボ

ンディング技術を利用したウエハレベル３次元

実装技術をテーマとして研究開発が盛んである。 

図４ ３次元実装技術の研究開発状況（海外） 
 
3. ３次元実装技術の研究開発課題 

究極の SIP としての３次元実装技術の実用化に

必要不可欠な要素技術を項目別に整理してまと

めたものを図５に示す。１）加工・成膜、２）

接続・搭載、３）設計・解析、４）評価・検査、

５）量産・生産に分類される。加工・成膜、接

続・搭載については、十分な研究開発の取り組
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Ti/Cu/Au（充填
無）

・Auスタッドバンプと凹型
受けパッドによる常温か
しめ接続

貫通させない

樹脂封止

三洋電機
（貫通電極技術）

DEEP-RIE

φ40μm

130μm

TiN/Cu（充填無）

貫通させない
⇒裏面から貫通孔形
成し、Al層でストップ

（開発品は一層のみ）

－

貫通電極

アルミ電極

※CCDセンサー用※2004/3 開発終了

孔開け

ビア径

厚さ

埋込み

薄型化

層間接続

層 間
樹脂封止

開 発 元

その他

貫

通

孔 400μm

・貫通電極付
Si-carrier積層

研削⇒ポリッシュ

・チップ積層
・Back to Face

DEEP-RIE

400μm

Cu電解メッキ／導電樹
脂充填

（裏面研削無し）

・ 63Sn-37Pb

エポキシ樹脂封止

Hong Kong 
University

Institute of 
Microelectronics

(Singapore)

DEEP-RIE

φ200／φ300μm100×150μm

Cu電解メッキ

薄型化プロセス後
にCu電解メッキ

－

－

積層形態

Fraunhofer IZM
(独) Munich

φ2μm

10μm

Cu-CVD／ Ｗ-CVD

研削⇒ウエットエッ
チ⇒CMP

・ Cu-Sn （Sn on Cu）

絶縁膜中

（ドライエッチ）

・チップ積層 （絶縁層
内）
・Back to Face

Intel
（米）

RTI（MCNC）
（米）

・Wafer積層/チップ積層
・Face to Face

10μmピッチ

？

（ドライエッチ）

Cu

？

金属接合

φ4μm

20μm

Cu

In ほか

？

（ドライエッチ）

・Wafer積層/チップ積層

？ ？
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みがなされているが、実用化の観点から見ると、

設計・解析、評価・検査、量産・生産の技術分

野での開発の遅れが懸念される。 

図５ ３次元実装技術に必要な要素技術 

 
今後の研究開発で考慮すべきポイントは、優

れた新材料、新プロセスの積極的な採用である。

LSI デバイスと同様の限定された種類の材料、

プロセスを用いて、開発を進める限り、コスト

の低減が困難である。最先端の実装技術で使わ

れている、幅広い種類の材料、プロセスから優

れたものをピックアップして積極的に利用する

ことで、大幅な材料の削減およびプロセスの削

減が実現でき、低コスト化の道が開けるものと

考えられる。 
 
4. 産総研での取り組み 

 産総研では、NEDO 研究開発プロジェクト「高

密度電子 SI 技術」において、３次元実装の実用

化に不可欠な微細ピッチ接続に対応した多層配

線インターポーザの技術課題に対して、新規開

発された感光性ポリイミド絶縁材料を採用して、

研究開発を行った。プロジェクト終了後も高度

化の研究開発を継続して、これまでにミクロン

オーダーの高密度多層配線を有し、10Gbps 以上

の高速信号伝送が可能なインターポーザの開発

に成功している（図６参照）。 

以上のような加工・成膜の技術分野と平行し

て、評価・検査、接続・搭載、設計・解析など

の技術分野についても、様々な研究開発制度を

利用して、研究開発を進めてきている。 

今後は、実用化に向けて、国際的に優れた技

術を保有する企業、大学、研究機関などと連携

して、国際競争力の向上を目指した研究開発を

進めることが重要と考えている。 

 

図６ 高速伝送・高密度配線インターポーザ 
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コラム：インバース・マニュファクチャリング 
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インバース・マニュファクチャリング   Inverse Manufacturing 

 
 
 
■ Minimal Manufacturing: 

インバース・マニュファクチャリングは、製品を製造販売する動脈系だけではなく、リサイクルやリ

ユースといった静脈系も含めた生産活動、つまり持続可能社会を実現するための循環生産という

コンセプトである。インバース・マニュファクチャリング実現のためには、逆工程を容易化するため

の製品設計および、還元系の要素技術の開発、さらに使用履歴管理等の製品ライフサイクル管

理技術が必要になる。ミニマル・マニュファクチャリングは、製造段階での投入資源・排出物の最

小化だけでなく、このインバース・マニュファクチャリングのコンセプトも包含した製造業のあるべ

き姿と考えられる。 
 
■ Maximal Servicing: 

その一方で、製品のライフサイクル管理が徹底され循環生産が定着した社会では、消費者の製

品所有に対する意識も変化し、製造業の役割も「製品の製造・販売」から「消費者が求めるサービ

スの提供」へと変化する可能性がある。少ない資源で効率よくサービスを提供し顧客満足度を高

めるためには、製品設計と同様に、製品を媒体としてどのように消費者にサービスを提供するの

か、また製品を構成している部品や材料のライフサイクルをどのように最適化するのか、今後も検

討を要する。 
 
【参考文献】 Minimal Manufacturing and Maximal Servicing、吉川弘之、ミニマル・マニュファクチャリングシンポジウム

講演資料、2006年7月、東京 

 

先進製造プロセス研究部門    増井 慶次郎 

 

Industry Keywords Column 5 
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コプロダクション 
co-production 

 
環境化学技術研究部門 中岩勝 

 
ミニマルマニュファクチャリングのコンセプトを構成するひとつの概念に「統合化」がある。これに関連する省エ

ネ・省資源型の生産システムとして近年注目されている「産業間（企業間、あるいは工場間）連携」では、ひとつ

の典型例として各産業で不要となった物質やエネルギーを、他のセクションで利用することにより目的を達成し

ようとする。これを検討する際、現実にはある生産プロセスでは不要となった１つの物質に対して利用可能な箇

所が複数有るのが一般的であり、どこに利用するかを決定するのは直感的には困難である。また、利用する側

の濃度や温度が制約される場合、分離精製することや何らかの変換処理を施すことで利用可能性が増大する

ことも考えられる。このように、再利用法に関するシステムバウンダリーを拡大することにより、より最適な連携構

造が得られる。しかしながら、利用可能性が増大し評価に関わる項目が増えるにつれ、対象とする系全体の最

適構造を人間の直感では導出できなくなり、計算機を用いたシステマチックな手法の構築が不可欠となる。ここ

では「統合化」の基本となる考え方としての「コプロダクション」と、ピンチテクノロジー（ピンチ解析）による解析手

法について事例を交えて概説する。 

 
 
 

1. 熱ピンチテクノロジーと物質ピンチテ
クノロジー 

 
熱ピンチ解析法は熱有効利用のシステマチッ

クな解析法として比較的大規模な化学プラント

の省エネ化を目的に我が国内外で広く普及して

いる。この"熱ピンチテクノロジー"の基本的な
コンセプトは、熱力学に基づき、熱源（Heat 
Source）と熱溜（Heat Sink）をそれぞれ一本
の熱複合線に表し、設定した最小接近温度まで

近接させることで最大熱回収条件を見出すこと

である（2 本の線の最も接近した部分を「ピン
チポイント」と呼ぶ。「つまむ」の意味で「ピン

チ解析法」の名前の所以である）。このピンチコ

ンセプトを物質系に応用したものを"物質ピン
チ"と呼んでいる。このコンセプトは当所水系に
適用され、"水ピンチ"という名称で知られてい
る。図１に示すように横軸に水量、縦軸に水の

純度をとって、系内の水源（Source）と水利用
先（Sink）のそれぞれの複合線（コンポジット
カーブと呼ぶ）がピンチになる位置関係を求め

ると、上下に重なった領域が水の再利用が可能

な範囲であることが分かるというものである。

この図は基本コンセプトであり、実際には複数

の不純物の取り扱いや配管上の制約条件、経済

性などを加味した最適化を行うが、詳細につい

ては文献 1)等を参照されたい。"水ピンチ"のよ
うに、横軸に"量"、縦軸に"質"を表すことがで
き、系内に Sourceと Sink（供給と需要）の関
係が成立する問題であれば、同様の取り扱いが

可能である。すでに実用に供されている例とし

ては"水素ピンチ"がある。また近年には鉄スク
ラップの再利用問題の解析に"鉄ピンチ"として
利用された例（文献 2））もある。これらを総称
してここでは"物質ピンチテクノロジー"と呼ぶ。 
 
2. コプロダクションとシステムのモデル化 

 
 エネルギー･物質併産（コプロダクション）シ

ステムは、コジェネレーションシステムが燃料

から電力と熱を併産するのに対して、原料物質

から製品とエネルギーを同時に生産してトータ

ルのエネルギー、製品生産効率を大幅に引き上

げようとするものである。この概念は副生成物

または排熱の再利用と結びつくことにより合理

的な上記の産業間連携プロセスなどの「統合化」

に資することができる。ここでこのような複雑

純
度

再利用 

水量 

source 
Sink 

図１  水ピンチコンセプト 
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で比較的大規模なシステム合成のための評価・

解析をどのように進めていくかが問題となる。 
 これに関して、コプロダクションによる産業

間連携の概念に対応する解析手法として上記の

熱および物質ピンチを拡張した「コプロダクシ

ョン統合ピンチ解析」手法が提案されている（文

献３，４）。従来からの熱ピンチ解析手法の特徴

は"ターゲッティング"と呼ばれる概念設計レベ
ルにおける達成目標設定方法にあり、1990年代
には先に述べた水や水素などの物質系にも同様

のアプローチが拡大適用されるようになってい

る。しかしながらこれら「熱」と「物質」を同

時に解析する手法は見あたらなかった。他方、

「コプロダクション統合ピンチ解析」ではエネ

ルギー･物質併産プロセス(コプロプロセスと略
称する)およびシステムを統合的に評価解析す
ることを目的として、「熱」と「物質」のピンチ

解析手法を組み合わせる（図２）。

これによるエネルギー系と物質系

の同時最適化を特徴とする解析手

法およびプロトタイプソフトウェ

アが提案されている。この手法で

は、対象システムをエネルギー系

と物質系およびそれらの架け橋と

なるコプロプロセスを含む全体系

で構成されるものと定義している。

その概念を図３に示す。従来は工

場内やコンビナートを横断する水

素、燃料、水蒸気（エネルギー）、

廃棄物など、それぞれの共通でや

りとりできるアイテムを「レイヤ

ー」と呼び、「レイヤー」上におけ

るエネルギーや物質の融通が行わ

れてきた実績はある。本研究では、

これら異なるレイヤー間をガス化

炉等の「コプロプロセス（図中で

はコプロと略記）」で結びつけ、従

来の限界を超えた効率化を図る統

合システムを検討対象としている。

「コプロプロセス」は図が示すよ

うに基本的には燃料油を受け取り

水素と有用な温度レベルの熱を出

すなどの変換プロセスである。す

なわちエネルギーと物質の同時転

換を行い、高品位エネルギー(高温
熱、冷熱、電力など)と高品位物質
（合成ガス、水素、など）を生産

するものである。このようなプロ

セスの機能と全体システムへの効果に着目する

ならば、化学産業や製鉄業での主たる製品を製

造する操業方法において、1 次エネルギーをよ
り高品質なガスエネルギーに転換することはす

でに行われている。例えば、鉄鉱石を還元反応

させ、溶解銑鉄を得る場合にエネルギーの高価

な時期では投入エネルギーであるコークスの投

入増加により副生ガスを従来より多量に発生さ

せ、発電量を増加させることで総合的な経済性

を得られる。この場合、最低の投入エネルギー

で操業すること、すなわち省エネルギー化の最

大値は当然ながら経済性の最適値とは必ずしも

一致しない。また、高炉に廃棄プラスティック

を投入、エネルギーとして回収することも総合

的な判断で方法が採用されている。 
 話を元に戻すと、化学プラント等においては

生産物の構成によりそのエネルギー使用量が変

燃料系  

水素系  

LNG
石炭

原油
鉄鉱石

石炭

スクラップ

エネルギー系

半製品系  

廃棄物系  

原料

廃プラ
産廃

鉄鋼
電力
ガス

石精
石化

その他

コプロ コプロ 

オレフィン 
ハイドロカーボン

高純度水素
低純度水素

重油（C、A）
軽油 
燃料ガス 

電力
蒸気

図３. コプロダクション統合ピンチ解析のモデル 

図２. エネルギー系と物質系の同時解析 

【熱エネルギーレベル】 【物質レベル】 

エネルギー量 物質量 

温
度

物
質
の
質

廃棄物バイプロ

加熱需要線

冷却需要線

従来

ピンチポイント ピンチポイント

従来

再生Heat
Pump

エネルギー･
物質併産
蓄積･転換

廃棄物
利用

原料供給 
エネルギー
供給

廃熱利用
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化し、副生エネルギーの質・量も変わる。上記

の手法では、まず各レイヤーの最適化を前提と

した後に、各レイヤーの需給関係を改善するコ

プロプロセスを導入し、全体を最適化するとい

う検討ステップを想定している。ここで各種の

レイヤーは大きくエネルギー系と、物質系に分

けられるが、それぞれ単独ではピンチテクノロ

ジーの方法論に基づき線形問題として定式化で

きる。しかしながらコプロプロセスを含む複合

問題では、一般にコプロプロセスに由来する非

線形問題となり最適化が困難になることが避け

られない。そこで、安定に最適解を得るために

はアルゴリズムの開発が必要になる。図３では

一般に複数のコプロプロセスを同時に取り扱う

必要があるが、このような構造のシステムに対

する全体構成（システム合成）の問題はこのよ

うな「統合化」を成立させるに際しては非常に

重要である。これについては、全ての構造を含

む構造（スーパーストラクチャー）に対し、各

要素技術間の流量を変数とし、与えられた評価

指標を最適とする構造を求める問題を、数理計

画問題として定式化するなどの手法が考えられ

る。 
機器仕様やコストの評価手法は、個別機器に

関しては種々の方式が提案されているが、多数

の機器で構成されるプラント全体を評価するこ

とは困難である。このような目的の評価手法が

確立できれば、幅広い分野で活用することがで

きるであろう。 
 
3. 燃料ピンチのコンセプトと適用例 

 
 コンビナートの現状および将来の燃料需給バ

ランスに対して、前述の物質ピンチテクノロジ

ー解析手法の新たな試みとして「燃料ピンチ」

を適用し、高機能ガス化プロセスの評価解析を

行った例を紹介する。 
 燃料ピンチ解析のコンセプトは、前述の水ピ

ンチと同様に燃料の供給と需要問題を、横軸に

燃料の量、縦軸に燃料の質をとるものであるが、

従来の物質ピンチが縦軸の質に主要成分（水、

水素、鉄）の中に混入する不純物の濃度、ある

いは主成分の純度という具体的に測定･分析が

可能な定量性が伴っていたのに対し、燃料の場

合の縦軸として含有硫黄分（排ガス中の SOx
濃度に関係する）、含有窒素分（排ガス中の NOx
濃度に関係する）、標準沸点（燃料の軽重に関す

る）などが考えられる。燃料を使用する側から

考えた場合、最も簡便な考え方は"燃料のグレー
ド"である。例えば、ガスタービンの場合、指定
以外の燃料を使用することは困難であるが、ボ

イラの場合、ガス焚き専焼のものもあれば、ガ

ス・オイル混焼が可能なもの、あるいは石炭ボ

イラなど、それぞれの仕様によって所定の燃料

種が決められていることが一般的である。また、

一部の例外を除き、大方の場合には、燃料の要

求は、例えば"C重油まで燃焼可能であるが、そ
れ以上のグレードの A重油や軽油、燃料ガスな
ども燃焼可能"というようになっている。より厳
密に考えれば排ガス処理や規制上の制約条件か

ら、上述の各種分析値も同時に考慮することが

必要になると思われるが、ここではまず"燃料グ
レード"による燃料ピンチ解析を行うことを考
える。このコンセプトで、ある程度燃料の需給

問題がピンチ的に扱うことができたならば、そ

れを上述の分析値を加えた多次元のピンチ問題

燃料種別クラスガイドライン 

最大燃料利用 

燃
料
グ
レ
ー
ド

燃料流量 

排出

消費 

購入燃料

廃棄燃料 
石炭およびペトロコークなど石炭並み固形燃料 石炭 8 

エチレンボトム、減圧蒸留残渣、など 重質油残渣 7 

C 重油クラスの燃料油 6 

A 重油クラスの燃料油 A 重油 5 

C6～C9 主体の燃料油 軽油/C9 4 

C3、C4 主体の燃料ガスLPG/C4 3 

メタン主体の燃料ガス 2 

水素系からの廃水素（ブリード）を含む。 
水素を 50％前後以上含む。 

水素 1 

種別クラス No. 

C 重油 

LNG/天然ガス 

具備する特徴 

図４. 燃料種別クラスガイドラインとコンポジットカーブ 

燃料コンポジットカーブ
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に展開することは可能である。燃料グレードの

分類の仕方は種々考案できるが、ここでは燃料

ピンチに取り組む適用事例ということもあるの

で、特に問題の簡単化を意識し、図４に示す 8
つのグレード分類を想定するものとした。 
この事例検討では千葉コンビナート地区の大

規模製油所とエチレンを中心とする石油化学工

場の 2工場を対象とし、燃料ピンチ解析を次の
2ケースに対して実施した。 
・Case-0：ベースケース 
・Case-1：最新鋭エチレンプラント導入＋既
存ボイラ停止＋ユーティリティセンター 

 前者(Case-0)は現状を意味する。現状におけ
る燃料バランスを把握する意味でもベースケー

スデータの確立は重要な意味を持つ。燃料ピン

チのみならず、物質ピンチ検討におけるデータ

は全ての物質の Sourceと Sinkの整合化された
バランスが必要である。後者（Case-1）ではエ
チレンプラントを世界最新鋭のプラントにスク

ラップアンドビルドしたと想定した上で、対象

工場の既存ボイラと発電機をすべて停止し、大

型で効率のよい新設ユーティリティセンターか

らの熱電供給システムを導入するという将来シ

ナリオにおける燃料バランスを想定している。

物質ピンチ解析計算には KBC リンホフマーチ
社の水ピンチ解析ソフト“WaterTarget”を転
用して使用した。ガス焚きのボイラ等へは液体

燃料、固体燃料が供給されないように制約条件

をかけた。また石炭グレード専焼ボイラは石炭

グレードのみ供給可能とした。燃料消費先デー

タは機器ごとの燃料種ごとに扱ったので、２工

場で 100データポイントを超える。それぞれの
機器について最低要求燃料種レベルを与え、タ

ーゲットを求めた結果をコンポジットカーブに

して示した。さらにグレードごとの不足量、即

ち、燃料グレードごとの外部からの購入必要量

も検討する。  
 解析の結果、Case-0 では購入燃料を現状の
LPG/C4、軽油/C9 レベルからすべて C 重油レ
ベルに変更することが可能であるというポテン

シャルが見出された。一方、Case-1では燃料需
給バランスが大きく変化した結果、残渣レベル

の燃料がコンビナート内で使い切れず、余剰に

なる可能性があることが分かった。また、購入

する燃料は大半 LPG/C4レベル以上でなければ
ならない傾向であることも判明した。余剰にな

った残渣は輸出することが可能であれば安い単

価で販売することも可能であるかもしれない。

しかし、現実には引き取り手が十分にあるとは

期待できない。したがって余剰残渣を有効に回

収するための最適な手段としては、図５にも示

すように高効率ガス化によるガス燃料回収が考

えられる。 
 ここでは燃料ピンチを紹介したが、燃料バラ
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図５. 高効率ガス化によるガス燃料回収 
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ンスはコンビナートの電力・蒸気によるエネル

ギーシステムのバランスと極めて密接な関係に

ある。そのため、より厳密には燃料バランスを

エネルギーバランスと同時に解析することが必

要になる。その場合、コプロダクション統合ピ

ンチ解析ソフトウェア（文献 4）を使用するこ
とになる。この新しいソフトウェアは技術移転

され一部でケーススタディに使用されているが、

実用上の課題もいくつか残されており解決のた

めの検討は現在も続けられている。 
 
4. 統合ピンチ解析の基本アルゴリズム 

 
上記のモデルに対する解析手法の基本コンセ

プトは"Target before Design"、即ち詳細な設

計作業に入る前に、達成可能な目標(Target)を

明確に把握し、かつその目標を最適化しておく

ものとする。コストや CO2 の排出量を評価指標

とする最適化の基本的な考え方としては、まず

各レイヤー毎の最適化を前提とした後に、各レ

イヤーの需給関係を改善するコプロプロセスを

導入し、さらに全体を最適化するというステッ

プが考えられる。各レイヤーの最適化には熱ま

たは物質のピンチテクノロジーを用いることが

できる。但し物質ピンチテクノロジーでは先に

述べた課題により、一般的な問題を図解法で解

くことはきわめて困難である。その上熱ピンチ

テクノロジーを同時に考慮するには、最適化に

関する数学的な解法を駆使する必要がある。そ

のため解析手法には、数学的な最適化アルゴリ

ズムを用いて、すべての不純物とネットワーク

の制約条件を同時に満たした上で、コストなど

の評価指標を最小にする解を得る計算が行われ

る。 

先に述べたように上記のレイヤーはそれぞれ

単独では線形問題として定式化できるが、コプ

ロプロセスを含む複合問題では、一般にコプロ

プロセスに由来する非線形問題となり最適化が

困難になることが避けられない。比較的安定に

最適解を得られるアルゴリズムの例を図６に示

す。 

 
5. 統合化における時空的アンバランスの
状況への検討 

 
 コプロダクションの概念はその特徴として、

時空的需給ミスマッチにより発生する不可避的

なエネルギーの損失を貯蔵性のある燃料等の形

Step-6 と Step-8 の結果が一致 

結果の出力 

問題の設定：コプロプロセスの初期条件の設定を含む 

Step-1：コプロプロセスの初期条件（固定）を含むエネルギー系のピンチ解析（線形）の実施 

Step-2：Step-1 の解を初期条件としてエネルギー系とコプロプロセスの複合問題（非線形）を最適化する 

Step-3：Step-2 で求まったコプロプロセス処理量と固定し、物質系のピンチ解析（線形）の実施 

Step-4：Step-3 の解を初期条件として物質系とコプロプロセスの複合問題（非線形）を最適化する 

Step-5：Step-4 で求まったコプロプロセス処理量と固定し、エネルギー系のピンチ解析（線形）の実施 

Step-6：エネルギー系・物質系複合問題（非線形）のピンチ解析の実施 

Step-7：Step-6 の解を初期条件としてエネルギー系、物質系それぞれ独立に最適化（線形問題）する 

Step-8：Step-7の解を初期値として再度エネルギー系･物質系複合問題（非線形）のピンチ解析を実施し、 

Step-6 からの変化の有無を確認 

Yes 

No 

図６. 統合ピンチ解析アルゴリズム例 
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態に再生し、再利用するなどのプロセスに結び

つく。一方、製鉄業、化学産業はエネルギー消

費の面では主要な位置を占めているが、すでに、

プロセスそのものについては、その対応はかな

り進んでいる。すなわち従来の省エネルギー対

策の基本である通常エネルギーバランス上の有

効なカスケード方式のエネルギー使用利用はほ

ぼ実施されてきたと言える。したがって、今後

は電力等需要面でフレキシビリティの高いエネ

ルギーへの転換と、時空的整合を計ることを目

的としたより蓄エネルギー性の高い、変換後に

高エクセルギーを持つ２次エネルギー物質への

転換が必要である。 
 
おわりに 

 
本稿ではコプロダクションシステムを定式化

するためのひとつのモデルと、それに対する解

析手法として熱系と物質系をそれぞれピンチテ

クノロジーで定量化する手法を紹介した。これ

に基づき開発した「統合ピンチ解析」ソフトウ

エアはまだプロトタイプの段階であるが、今後

事例検討を蓄積し、機能と使いやすさの改良を

重ねていく予定である。最後に、本稿の一部に

関して、丸善石油化学株式会社殿からのデータ

提供と、新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）によるエネルギー有効利用基盤技術
先導研究開発「エネルギー・物質併産プロセス

評価解析システムの開発」により支援を得たこ

とを記して、謝意を表す。 
 
 

[ 参考文献 ] 

１）巽、松田、「ピンチテクノロジー」、省エネルギー

センター、2002年 
２）足立、松野ら、「環境システム工学」、東京大学出

版会（2004） 
３）中岩、巽、テンシュ、「エネルギー・物質複合プロ

セス最適化方法」、特開 2004-334451４）中岩「エネ
ルギー・物質併産（コプロダクション）システムに

おける評価解析、省エネルギー、57(3)、34（2005） 
 
本稿は下記文献を中心にまとめたものである。 
中岩、巽「コプロダクション評価技術の産業間連携

への展開」」、ケミカルエンジニアリング、51(4)、283
（2006） 

 
 

          ♦           

 

- 60 -



局所クリーン化生産システム 
 

 

ミニマルマニュファクチャリング 考え方とテクノロジー 2007 独立行政法人 産業技術総合研究所

局所クリーン化生産システム 
Encapsulated Production System 

 
 

エレクトロニクス研究部門 原 史朗 

 
  ミニマルマニュファクチャリングのシステム技術の一つと位置づけられる局所クリーン化生産システム

(Encapsulated Production System: EPS)について概説する。EPS を用いることで、人空間と製造物空間が完全

に分離できる。このことから、人と製造物の双方に対して、"必要な環境を、必要な時に、必要なレベルで" 提

供することができる。これにより、大幅なコストダウンと、高性能環境、それに危害物質の閉じこめを理想的に行

うことが同時に可能となる。 

 

 

 
1. 従来型クリーン化技術の伸び悩み 

 
 ミニマル化の発想からみると、これまでの全

体を清浄化するボールルーム方式クリーン化技

術は、明らかに技術優先指向でかつ大量生産型

に適した発展を続けてきていた。クリーンルー

ムは、微細加工のデザインルールの世代が更新

される度に、高コスト化し、エネルギー消費も

増大してきた。その結果、 近では清浄化性能

が投資の割に向上しなくなってきている。装置

も同様である。例えば、空調技術者にとって身

近なパーティクル計測器一つ見ても、精度を上

げるために、数十センチ角の大きさになり、数

百万円の高コストなものになっている。しかも、

限定されたパーティクル濃度レンジの環境でな

ければ使用できず、またガス種や水分濃度範囲

も限定される場合がある。静電気対策やケミカ

ル汚染対策にしても広いクリーンルーム（CR）

のどこに対策を施すかは、ほとんど場当たり的

である。また、CR は面積を変え様が無く、装

置を気軽に増設や撤去したりすることに適した

構造にはなっていない。もっと端的に言えば、

現在は毎年毎年製造に係るコストを削減してゆ

くのがトレンドになっているが、CR は、その

ような柔軟性を持っていない。このように、ボ

ールルーム型 CR は技術的には成熟し、ピーク

を過ぎたものになっていると認識すべきである。 
 
2. 局所クリーン化生産方式(EPS)とは 1 

 高コストで、フレキシビリティに欠ける従来

のボールルーム型 CR に対して、新しく登場し

た 局 所ク リ ー ン化 生 産 方式 (Encapsulated 
Production System: EPS)は、これまでの課題

を克服する新システムになっている。EPS では、

人と製造物の完全分離が実現する。 
 人と製造物を分離するには、製造物を箱に入

れて運ぶのが 善であろう、ということになる。

しかし、製造装置の扉を開けて箱を装置内へ入

れる時、中の危険物質が外へ拡散し、外のゴミ

も製造装置に入ってきてしまう。その相互拡散

を防ぐために、EPS では、前室を製造装置毎に

付加する。前室には、装置本体との間の扉と、

箱入り製造物を外と出し入れするための扉の二

つが付いている。製造物の出し入れに際して、

必ずどちらかの扉一つは閉まっているように操

作する。 
 
◇製造物空間と人空間 
 前 室 を 備

え た 仕 組 み

と 以 上 の 操

作によって、

装 置 内 と 外

界 は 常 に 遮

断出来る。ま

た、装置間搬

送では、製造

物 は 密 閉 さ

れ た 搬 送 容

器に入れて搬送する。これで、製造物は、常に

搬送容器内、装置前室、装置本体内のどれかに

外界 

人

人空間 

前室 

密閉容器 

製造物空間 
（プロダクトスペース）

太線は遮断壁 

図 1 EPS での人空間と 
    製造物空間の分離 

（ヒューマンスペース）
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入っていることになる。装置内部については、

製造物と共有する空間を限定して装置のメイン

テナンスに関わるメカ空間などを分離するとさ

らに理想的である。ここで、製造物が存在する

空間を「製造物空間」(product space)と定義す

る(図１の太線内)。製造物空間とは、基本的に、

搬送容器内、装置前室、装置本体内部の製造物

と共有する部分空間の三つの空間から成り立っ

ている。局所クリーン化生産方式では、外界と

人は空間を共有している。ここでは、この共有

空間を「人空間」(human space)と定義する(図
１の点線内)。人空間は、原理的には環境雰囲気

が外界と同一の空間である。装置前室は、人空

間にも属し、製造物空間とのインターフェース

になっている。 
 このように空間を二つに分割すると、それら

の環境物質濃度をそれぞれに適した二つのクラ

スに分けられることになる。図２のパーティク

ル濃度の例にあるように、製造物空間にはそれ

に適した、従来方式より清浄性の高いプロダク

ト・クラス(製造物クラス)を、また、作業者に

は、外気と同等な清浄度のヒューマン・クラス

(人クラス)を提供できるようになる。 
 
◇基本三要素 
 前室と密閉搬送容器の他に不可欠なものとし

て、前室内の製造物転送メカニズムがある。前

室内には、普通は人が入り込まないので、機械

で転送する。局所クリーン化生産方式では、製

造装置前室と密閉搬送容器、それに転送メカニ

ズムが基本三要素 (図３)である。どれも欠くこ

とができない。 

 前室内転送の他、密閉容器の前室とのドッキ

ングや、前室外側の扉と搬送容器の扉の開閉も

転送メカニズムの役割である。転送メカは必ず

しも機械式が良いとは限らない。 も簡便な実

例は、グローブボックスを利用する場合である。

この場合、製造物転送は人の手で行うことが出

来る。大変安上がりでありながら実用的な方法

である。なお、装置外搬送を人が担うか機械に

任せるかの選択は、人空間と製造物空間の分離

に本質的には関わらないので、装置外搬送は、

基本三要素ではない。 
 
◇局所クリーン化生産方式（EPS 方式）の定義 
 局所クリーン化生産方式は、製造や研究開発

に関わる空間全体を、基本三要素を用いて、人

空間と製造物空間の２つに分離して生産やモノ

づくりを行う方式であると定義する。局所クリ

ーン化生産方式の本質は、搬送容器や製造装置

がカプセル化されていることにある。そこで、

Encapsulated Production System(EPS)と命名

することにする。その生産方式を、EPS 方式と

呼び、EPS 方式の製造システムを EPS、本方式

に関わる技術を EPS 技術と呼ぶ。 
 
3. 既存クリーン化との比較 

 表１に様々な清浄化方式の特徴をまとめた。

全体的なことを指摘すると、他と較べて EPS
の長所が目立ち、よく見ると、EPS では、それ

ぞれの項目で、性能が可変であることがわかる。

例えば、コストについては、手作りのシステム

から大工場まで対応する。このような柔軟性こ

そが EPS の一大特徴である。それぞれの製造工

場の実状に 適化されたムダをそぎ落としたシ

ステムを構築できる。 
 

10 0 
10 1 
10 2 
10 3 
10 4 
10 5 
10 6 
10 7 
10 8 

スーパークリーン

0.01 0.1 1 10 
微粒子サイズ [ μ m ] 

0.1 m 以上の粒子の個数の対数3 μISO CLASS = 1m あたりの 

Japanese Std.  JIS B9920 ISO 14644 - 1 

従来方式 

ヒューマン･クラス

プロダクト･クラス
生産性の飛躍的向上

安全で安心な作業環境

ヒトとモノの妥協システム

全
微
粒
子
量
 [一
立
方
米
当
] 

分
離
進
化
 

分
離
進
化
 

ISO Class 8 

ISO Class 6 

ISO Class 7 

ISO Class 5 

ISO Class 4 

ISO Class 3 

ISO Class 2 

ISO Class 1 

通常の大気レベル 

図 2 人と製造物にそれぞれ最適な環境を

(2)密閉容器 (3) 転送メカ(1)前室

図 3 基本３要素 
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4. EPS の特徴 

 EPS は、クリーン化の新技術であるが、以下

に挙げるように、それに留まらない、生産シス

テムとして数々の素晴らしい特徴をもっている。 
 
◇クリーンルームはいらない 
 EPS の環境分離性能が完璧であれば、CR は

二重のクリーン化になるので全く必要ない。そ

うなれば、工場建屋のクリーン化にかかる建設

費と運営費を大幅に削減できる。また、研究開

発段階でもオーバースペックな CR を止めれば、

その分の費用を本来の研究開発そのものに振り

向けられる。ただし、現在実用化されている

EPS では、環境遮断性能は完璧ではない。その

ために、現状では CR の性能を落とす程度の効

果をあげるに留まっている。CR が本当にいら

なくなるのは少し先の時代になるが、遮断性能

を高めるための技術の改良で済むことなので、

夢物語ではなく、生産のあり方として現実の目

標となるべきことである。ただ、ここで注意す

べき事は、CR が無くなっても、クリーン化技

術はなくなるどころか、さらに発達してゆくこ

とである。ボールルームでは、管理領域は単純

に言えばボールルーム 1 個だけであった。これ

に対してたとえば半導体 新工場の EPS では、

装置 300 台の前室約 300 個、搬送容器約 8,000
個、それに製造室全体 1 個の合計 8,301 個の局

所内環境が出現している。これらの清浄環境を

制御するには、当然今までの 1 個とは考え方の

異なるシステムと技術が必要である。これにい

ち早く対応する企業が次世代を担うことになる。 
 
◇ミニファブ 
 工場が巨大化して、メーカーが自前で建てら

れないほど高額な工場費用が問題なっている。

この反省から発想されるようになったのがミニ

ファブとかミニラインとか呼ばれる工場である。

生産量を抑えかつ生産効率を高めることで、工

場規模を大幅に縮小しようとするものである。

ミニファブは生産量が小さいので、フル生産を

超える量を稼ぐには、ミニファブを新たに造っ

て対応する。EPS 方式は、クリーンルーム建屋

を簡易化できること、搬送系がカプセル化され

ていることから、柔軟な変種変量型への適応性

が高くなる。ミニファブ向きのシステム技術で

ある。 
 

ライン変更・拡張性

垂れ壁
一貫方式

建設コスト

ＣＲ方式 ボールルーム EPS ゾーニング

超低 超高 高 超低～低 中～高

（機械化の程度による）

難 容易 容易 難ほぼ不可

製品フローの性質 フローショップのみ フローショップのみ ジョブショップ向き ジョブショップ向き フローショップ向き

仕掛かり在庫制御 やや難 難 中 容易 やや難
（工夫次第） （工夫次第）

適切な装置数 小規模向き 小規模向き 規模不問＆
スケーラブル（装置種x各装置台数）

搬送高速性 低～中速 高速 低～中速 低～高速 低～中速

装置稼働効率 低 低 中 高 低
（高いライン停止フリー性）

歩留まり向上性 超高中 最初は良いが
メンテ性に難 中～高 高

装置直結 （ハザード対応向き）

装置追加コスト 低～高無し 超高 中 無し

（分離完全性による）

開発コスト 超低 超高 超低 低～高
（成熟度による）

中

規模不問＆
スケーラブル 規模不問

（フローショップの必然性が低い）

運営コスト 低～中 超低超高 高 高

表 1  クリーンルーム方式と生産性 
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◇フレキシブルライン 
 EPS では、ベルトコンベア方式と違って、装

置を直結していない。装置間搬送経路は、コン

ピュータ指令で適宜変更できる。連結されてい

ないので、装置の置き場所も個別に検討できる

自由さがある。急いでいたりルーチン工程で無

かったりする場合、装置間をレールで運ばなく

ても、人間が手で持ち運ぶことも出来る。この

ように、装置が切り離されていることは、これ

からの多品種指向で製造レシピが常に変動する

時代には、総合的な生産性を向上させる上で重

要な考え方になっている。 
 
◇オンデマンド性（自動化対応） 
 EPS では密閉搬送容器を使うので、原理的に

機械搬送に も適している搬送形態の一つにな

っている。この機械搬送への高い適応性は、同

時にコンピュータ指令による自動化搬送対応へ

の適用性の高さを意味している。製造にかかる

時間を短縮することが出来るという点で、オン

デマンド供給に適している。 
 
◇IT 管理の容易性 
 密閉容器で搬送することはまた、管理の容易

性にもつながる。容器が複数の製造物を運んで

いる場合は、それらは常に同じ工程遍歴を経て

ゆくことになる。密閉であるから、容器内製造

物の汚染履歴の同一性も高まる。このことで、

工場での 小の製造単位はこの容器単位という

ことになる。つまり、ロット＝オブジェクト（搬

送容器）となる。 
 
◇超高品質 
 EPS で実現する超高品質には二つのカテゴ

リーがある。一つは、従来型のボールルーム方

式でなしえなかった、もともと相当高いところ

まで到達している製造歩留まりを 100%へ限り

なく近づけることである。人空間と製造物空間

が遮断されるので、歩留まりは少なからず改善

される。または、歩留まりはほとんど変わらな

くても、CR のグレードを落としてもなおかつ

それまでと同じ歩留まりを達成することとも言

える。もう一つのカテゴリーは、EPS で始めて

なしえる、品質革新（クオリティーイノベーシ

ョン）である。品質の革新という言葉は耳新し

い。簡単に言うと、品質にムラやグレードがあ

って価格差を付けて売らざるを得なかった商品

を、EPS で製造して品質ムラそのものを消滅さ

せ、全ての製造物を 高性能に引き上げる、と

いうことである。EPS のこの潜在能力をフルに

発揮させてゆけば、クリーン化技術は、従来と

は別次元のレベルで生産性と企業競争力に直結

した働きをするようになる。 
 
◇ライン停止フリーと工場の垂直立ち上げ 
 製造物がカプセル化されているので、EPS を

導入している工場は、様々な外乱に対して大変

強いプロテクト性を持っている。ラインを全停

止しなくて済むので、部分的な製造装置の補修

やメンテをする際のライン停止回数を大幅に減

らすことができる。現に、EPS 工場では、生産

とメンテが同時に行われる。 
 また、EPS では、工場建屋が全部出来ていな

い段階でも、完成部分に装置を搬入し、部分テ

ストをどんどん実行することが可能になる。驚

くべき事であるが、工場立ち上げで実際にあっ

た話である。EPS の外乱プロテクト性能は、過

去の常識では想像できないほどとても高い。 
 
 
◇カプセル化とパラレル化によるリスク分散 
 ラインの部分稼働や超高品質化などのメリッ

ト以外にも、外乱に対するプロテクトの効用は

いくつかある。たとえば、作業者が化粧品を使

っていることは普通のことであるが、中には、

製造品の品質に悪影響を及ぼす物質もある。化

粧品が真空管の製造歩留まりを極端に低下させ

ていた例は、古典的事例として知られている。

EPS では、製造物はカプセル化されているので

（図 4）、作業者のあらゆる影響は軽微にとどま

製造装置前室

密閉型・搬送容器 

パラレル生産が可能 
（∵装置が連結していない） カプセル化 

小さな工場対応

機械化搬送対応＋
人間搬送の柔軟性
＝オンデマンド性 

クリーンルーム不要で
垂直立上げ＆超高品質
＝ローコスト性 

図 4  EPS 方式の特徴 
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り、ガス遮断型のシステムを用いれば、作業者

の影響を原理的に完全に断ち切ることが出来る。 
 
◇稼働率の向上 
 EPS では、装置と搬送容器がカプセル化され

ていることから作業者がもたらす擾乱の影響を

ブロックすることができるので、稼働率の向上

に大きく寄与する。 
 
◇生産性向上の道筋 
 以上述べた生産性の向上効果は、今後一度に

達成できるものではない。図 5 に示したように、

今半導体工場に導入されている EPS は、産業努

力として 初の段階にある。今後、パーティク

ル完全遮断型が実現することによって、ジーン

ズでの IC 生産が可能になる。また、ガス遮断

型の導入で、クオリティーイノベーションが起

こり、さらに生産性の向上が予想される。そし

て、変種変量への対応を強化することで、 終

的には１桁程度の生産性の向上が期待できる。 
 
5. 産総研が開発した EPS ～ガス遮断型 

 図 6 に産総研のハイパーミニプロセスシステ

ムと名付けた EPS を示す。洗浄を主な役割とす

るグローブボックスタイプのハイパーミニファ

ブは、離れた装置間を試料が行き来するための

ハブ機能も有している。試料は、ミニトランス

ファーボックスを介して、ハイパーミニファブ

から、蒸着装置、走査型トンネル顕微鏡、そし

て表面分析装置へ大気暴露せずに転送される。

各装置内部は、通常運用で 99.9998%の高純度

窒素雰囲気、すなわち残留酸素濃度 2ppm 程度

の雰囲気性能を有する。水分量は特に意識した

制御を行っていないが、相対湿度換算で、0.35%
程度である。パーティクルに関しては、

0.1micron 以上の計測においてカンウトされな

いゼロ状態になっている。ISO CLASS にする

と、ISO CLASS 3 のスーパークリーンルームの

百倍以上の性能に対応する。実験室空間全体の

体積に対して、局所クリーン化された部分の体

積は、僅かに 0.05%である。 
 本システムを用いて、プロセス環境が半導体

の電極特性に及ぼす影響を調べた[1]。その結果、

本システムをフルに活用して、電極形成のプロ

セス全体で一瞬たりとも大気暴露を行わない条

件下、すなわち酸素を５桁のレベルで制御する

環境下で、電極ごとのリーク電流量の大幅なば

らつきが完全に排除されることが見いだされた。

このことは、製造業において未だにほとんど制

御・管理対象となっていない酸素等のガスが、

パーティクル制御の追求の末に残された製品の

残留不均一性の根源であることを、学術的観点

からは示唆している。局所クリーン化には、即

効的な生産効率の飛躍的改善やコストダウンの

効用に加えて、未来の生産技術ともいうべき、

出荷可能と判断される良品率が１００％である

ことを超えた、パーフェクトプロダクション（完

全均一品質生産）を実現してゆく不可欠技術と

しての革新性が内在しているのである。 
 

 

ボールルーム代替 
x1.3 

全体で１桁革新

変種変量
x2 ～ x3

ジーンズでの生産

x1.05 ～ x1.2 ＋レトロフィットファブ

遮断性能の完全性の追求

（ガス遮断） 
x2.5 

クオリティイノベーション

高速パージ技術の追求

第１世代 

図 5 生産性向上への道筋 

＝現在 

図 6 産総研の開発した EPS: ハイパーミニプロセスシステム
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6. ＭＭを具現化する EPS 

１. 小の資源・エネルギー投入 
 EPS では、製造物空間が従来のボールルーム

に較べて体積にしておおよそ 2 桁は小さくなっ

ている。その小さな空間だけに高コストなプロ

ダクト・クラスのクリーン環境を提供すれば良

い。従って、エネルギー投入量やフィルタリン

グされた清浄空気供給量を大幅に削減できる。 
２ 高機能性 
 プロダクト・クラスの清浄度は、図 2 の原理

で示したように、また、ハイパーミニプロセス

システムでの微粒子の測定限界以下の実例でも

わかるように、従来よりもずっと向上している。

また、製造物は製造物空間におかれているので、

外乱に強い。さらに、将来的に研究開発が進め

ば、ガス遮断型のハイパーミニプロセスシステ

ムでのガス遮断の効果で見られたように、パー

フェクトプロダクションが可能になる。 
３. 高い生産性 
 EPS で製造物空間を分離すると、当然である

が、人などからの発塵をブロックするので良品

率の大幅な向上が期待される。さらに、EPS で

は、プロダクトと製造装置がカプセル化されて

いることから、工場内のモノのオブジェクト性

が高まっている。このことは、生産の柔軟化の

点から大変有利である。たとえば、ロット=搬
送容器であるから、管理や搬送が大変シンプル

になる。また、段取り替えもスムーズになる。

さらに、カプセル化された搬送容器で、機械に

よる高速搬送が可能になる。実際、300mm ウ

ェーハ対応の半導体微細加工の前工程工場では、

搬送系の革新も含め、トータルで３割の生産性

の向上が達成されたと言われている（図 5 の第

１世代）。 
 
 全体として、EPS は、 小の資源・エネルギ

ー投入に対して、高性能と高い生産性を同時に

達成するというＭＭ概念を現に実現する新しい

生産システムであるということができる。先の

図 5 に示された、EPS の将来的な 1 桁の生産性

向上能力は、資源のインプット量がほとんど変

わらず、かつクリーン化エネルギー使用量を減

らしながら達成される。すなわち、EPS は、エ

ネルギー投入量に対する付加価値という点で、

１桁の産業生産性の向上～これはサービス業の

現状に匹敵する～を引き出す能力を持っている。 

 
7. 持続可能で安全安心な社会を実現する 

 将来的には、図 7 にあるように、プロダクシ

ョン（EPS）とディストリビューション（EDS）
の統合に加え、リサーチ（ERS）を統合システ

ムに組み込むことで、研究開発から生産までの

時間的なモノのフローが統合され、カプセル化

生 産 ネ ッ ト ワ ー ク (Encapsulated Production 
Network: EPN)が形成される。これにより、モノ

づくりの時間と空間を、人と明快に分離する全

体システムが完成する。EPN は私たちにモノづ

くりの未来像を提供する。EPS と EDS は、も

ともと親和性が高い。リサーチに携わる人達の

認識が深まってくれば、想像外に近い将来、

EPN が当たり前のものとして構築され、社会に

受け入れられてゆくことになろう。 
 
おわりに 

 ミニマルマニュファクチャリングによって、

環境調和性と国際競争力を併せ持った産業を創

造できる。クリーン化技術についても、局所ク

リーン化生産システムに見られるように、必要

な環境を、必要な時に、必要なレベルで提供する、

そういうミニマル化概念は大変重要であって、

競争力のある次の時代のクリーンテクノロジー

を生み出してゆく源泉となってゆくだろう。 
 

[ 参考文献 ] 

[1] 原 史朗, 「局所クリーン化で拓く世界」Ｋブック

スシリーズ 194, 工業調査会 (2006.12). 
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デスクトップ形生産システムとその性能評価 
Development and Performance Evaluation of Desktop Manufacturing System 

 
先進製造プロセス研究部門 三島望 

 
  ミニマルマニュファクチャリングの検討の契機となった研究のひとつに、1991～2000 年度に実施されたナショ

ナルプロジェクト「マイクロマシン技術」の一分野として提唱された“マイクロファクトリ”の研究があった。産業技

術総合研究所でも“機械加工マイクロファクトリ”を提案、試作し、この分野を先導した。その後、多くのデスクトッ

プ形の生産システムが提案ないし実用化され、ミニマルマニュファクチャリングの一つの典型としてのイメージ形

成に寄与してきた。しかし、これらのデスクトップ形生産システムが真にミニマルマニュファクチャリングの確立に

寄与するのか、または、しないのかは、今後定量的に検討すべき重要な課題である。 

 

 
1. 発端 －マイクロファクトリ－ 

 ミニマルマニュファクチャリングがどう定義

されるべきか、またそのシステムイメージがど

のようなものであるかは、現在検討が進んでい

る技術課題 TF、WG などでの結論を待たなく

てはならない。しかし、具体的な製品を想起す

るとき、1999 年に産業技術総合研究所（当時機

械技術研究所）で発表された機械加工マイクロ

ファクトリ 1)（図１）がそのイメージ形成に寄

与していることは否定できない。また、ほぼ同

時期にマイクロマシンプロジェクトの一環とし

て、民間企業からなる研究組合により放電加工

マイクロファクトリ 2)（図２）も発表された。 
 これらのマイクロファクトリは大きな話題と

なったが、その生産対象は何か、その利点は何

かについて、開発時点では統一的な見解は無く、

現在まで続く議論の材料を提供することにもな

った。 

 
図１ 機械加工マイクロファクトリ（1999 年） 

 
図２ 放電加工マイクロファクトリ 

 
2. 新展開と実用化 

 本稿では前出のマイクロファクトリとその後

開発された小型化された生産システムを総称し

てデスクトップ形生産システムと呼ぶことにす

る。冒頭にも述べたように、デスクトップ形生

産システムの生産対象は何かという議論は継続

的に行われてきた。その論点は基本的に２つに

大別できるように思う。一つは、“生産システム

の小ささを活かして微細製品の高付加価値加工

を行う”ことであり、もう一方は“生産システ

ムを小型化することにより環境負荷、コストを

低減する”ことである。前者は、加工の作用点

（主軸、工具、金型など）を小型化したり、プ

ロセスのフロー量を微小化することにより、高

速化、制御の高精度化などが可能になることに

起因している。言うなれば“プロセスのミニマ

ル化”である。後者は直接的な省エネルギー、

コスト削減であり、“システムのミニマル化”と

いうことができる。ミニマルマニュファクチャ
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リングの目的はサービス、製品の価値最大化と

環境負荷の最小化の同時実現であり、これは上

記の２点にそのままあてはまる。ただし注意す

べき点は、この２つの方向性が相反するもので

は無く、提案されたデスクトップ形生産システ

ムは全て両方の要素を備えている点である。 
 例えば図３は産総研の前田らによるデスクト

ップナノファクトリ 3)と呼ばれる生産システム

を示す。MEMS 技術を応用した高付加価値デバ

イスの製作を目的とし、“小型化による高付加価

値化”の典型であるが、MEMS 導入に係る初期

コストの大幅な削減も狙う。また、図４は既に

市販されている超小型の CNC 旋盤の例 4)であ

る。小型化によるポータビリィが最大の利点だ

が、それに伴った新しい生産形態への適用も視

野にある。 

 

 
図３ デスクトップナノファクトリ 

 

 
図４ MTS（Micro Turning System） 

 
 これらの例から得られる示唆は、新しい生産

プロセス、生産システムであるミニマルマニュ

ファクチャリングにおいて、生産物の高付加価

値化と環境負荷の低減を独立して達成する必要

は無く、両者を不可分のものとして最適化する

ことが重要になるという点である。 
 
3. 製品のミニマル度評価指標の提案 

 前出の機械加工マイクロファクトリにおいて

も、またその後の提案においても、利点として

省エネルギー、省スペースによる環境負荷の低

減効果をあげてきた。しかし、これらのデスク

トップ形生産システムが真にミニマルマニュフ

ァクチャリングに適合するかは、従来型ファク

トリとの定量的比較を経なければ判定できない。 
生産システムないしプロセスの ミニマルマ

ニュファクチャリングへの適合性（以下“ミニ

マル度”とする）を考えるとき、生産される製

品の付加価値の合計がプロセス、システムの価

値となる。従って、プロセス、システムのミニ

マル度を定量的に評価するためには製品の付加

価値の定量化が不可欠である。プロセスのミニ

マル度を測る指標については指標 TF で議論が

行われており、検討の結果、材料製造において

はエクセルギー指標が適していることが明らか

になった。しかし、製品レベルでの指標は今後

の検討課題となっている。この現状から、筆者

の所属する研究グループ（先進製造プロセス研

究部門エコ設計生産研究グループ）でも製品の

ミニマル度を測る指標開発 5)を行っている。 
 提案では、今後の循環型社会構築に向けた製

品の質は、その価値（機能）、コスト、環境負荷

の適正なバランスにあると考え、“ミニマル度”

に相当する値を“トータルパフォーマンス指標

（TPI）と呼んでいる。本節では製品の TPI 評

価を行う手順について概説する。TPI を製品に

適用して最適設計を行う場合には、”製品の TPI
は簡単に次の式で定義される。 
 

TPI=製品の価値／（ライフサイクルコスト 
×ライフサイクルの環境負荷）1/2 

 
 上の式の“製品の価値”は、その製品のもつ

全ての機能の重み付け総和として定義される。

また各機能は、製品のライフサイクルにおいて

時間変化するものと考えられ、製品の物理的劣

化や市場における価値の変化（陳腐化）を定量

的に評価可能な工夫がされている。以上を表す
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式が次の(1)～(4)である。 

∑=
i

ii tFRtwtV )()()(    (1) 

dttVUV
T

)(
0
∫=    (2) 

iii dsttctFR +−= )()(    (3) 

)exp()( tabtw iii =    (4) 
V(t)：ある時間における製品の価値 
UV：ライフサイクルを通じての製品価値 
FRi(t)：製品の i 番目の機能量， 
wi：該当する機能の重み，t：経過時間 
 
 前ページの文字式の右辺分子である“製品の

価値”とは消費者がその製品のライフサイクル

において利用可能な価値によって測られるべき

である。一方でハードウェアとして実体のある

製品に対して設計者（ないし製造者）が作り込

める価値は別途定義され、両者には製品特性に

基づく関係がある。このことを表すのが(5)-(7)
である。実際の解析手順としては、先ず式(3)、
(4)の各係数を定める必要がある。これはコンジ

ョイント分析 6)と呼ばれる消費者選好の定量化

手法が用いられる。また、 (6)における製品ラ

イフサイクルコスト、環境負荷の算出には既存

の LCC：Lifecycle Costing、LCA：Lifecycle 
Analysis といった手法が適用できる。最後に、

製品機能とハードウェアとしての製品を構成す

る部品の関係が QFD7)などの方法で規定され、

各部品毎の TPI が計算できる。 
 

CPPPTPI ⋅=     (5) 

LCCLCE
MLCVPP

⋅
=    (6) 

MLCV
UVCP =     (7) 

PP：価値生産効率，CP：価値消費効率 
LCE：製品ライフサイクルの環境負荷 
LCC：製品ライフサイクルスト 
MLCV：製造者が製品に作り込んだ価値 
 

製品の TPI を高める方法として、部品構成が

変化しないとすれば、(5)に示すとおり“各部品

の CP を高める”、“各部品の PP を高める”の

２つの基本戦略がある。３R に特化してそれぞ

れに対応した TPI 向上手法を表１に示す。 
表 1 TPI の向上戦略 

TPI の向上戦略 製品・LC 設計

オプション CP の低い部品 PP の低い部品 
リユース ○  

リサイクル  ○ 
リデュース  ○ 

 
次の図５はノートブックコンピュータを例と

した TPI 解析を示したものである。ここでは製

品の価値を Computing Speed、Portability な

ど８つの機能の総和として考えた。2002 年、

2006 年の２回にわたりコンジョイント分析を

実施することにより、各機能に対する消費者の

支払い意思額およびその時間変化を求めた。機

能の金額換算での価値とその変化を図中に示す。 
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図５ ノートブックコンピュータの機能 

 
 次の表２は上記製品を構成する８つの基幹部

品と製品全体の TPI 評価結果を示す。 
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表２ TPI 評価結果 
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部品の TPI を高める戦略としては、部品 PP を

高める方法と、CP を高める方法がある。表１

より、例えば “Main Board”については、PP
が低い（＝その部品価値を創出するのに過大な

コスト、環境負荷を要す）。この場合、リデュー

スないしリサイクルによりコスト、環境負荷を

低減、回収することが示唆される。一方、“Power 
Supply”などのように CP が低い場合、製造者

が作り込んだ価値のうち、一部しか消費されな

いことを意味する。この場合、部品残存価値を

活用したリユースがライフサイクル戦略として

示唆される。これらのライフサイクル戦略の変

更により、製品全体の TPI が約 8％向上するこ

とが計算により確かめられている。 
 このように、提案している TPI による評価を

通じて、プロセスやシステムと独立に製品のミ

ニマル度向上を図ることができる。 
 
4. システムのミニマル度評価 

 前節に示した TPIは元来製品の統合的性能評

価のために提案された指標であるが、同じ考え

方を生産システムないしプロセスの評価に適用

することが可能だと考えている。このとき、生

産システムのミニマル度（TPI）は次の考え方

で表すことができる。 

 
生産システムの TPI＝ 

単位時間当たりに生産される製品価値の総和 
／（単位時間当たりのコスト 
×単位時間当たりの環境負荷）1/2 

 
上記を簡略化して、生産される製品を１種類に

限定したとき、生産システムの TPI は製品価値

を、製品１個を生産する際のコストと環境負荷

で除したものとなる。この際の TPI 向上の方法

を示すものが次の図６である。 

 

UVi
最終製品の価値 

⊿UVi

① -2 ：環境負荷

低減によるTPI向

プロセス１ プロセス２ プロセス３ 

①-1：加工品質向上

によるTPI向上 

価値向上

Modified 

I t

Modified Value 

プロセスA 

プロセスB

②：異なるプロ

セスの組合せ

負荷低減

図６ プロセスの TPI 向上 

図中に、プロセスの TPI を高めるためのいくつ

かの方法を示した。先ず①－１は生産システム

によって生産される製品の付加価値を向上させ

ることによって、システムの TPI 向上を図るこ

とを示す。第２節に示したデスクトップナノフ

ァクトリのように、システムのミニマル化によ

り高付加価値製品を製造する場合である。①－

２は、製品は従来型ファクトリと同じだが、小

型化等により環境負荷を低減し、TPI 向上を図

る場合である。図１の機械加工マイクロファク

トリ、図４の MTS などがここに分類される。 
ここで機械加工マイクロファクトリを対象に、

システム構成の変更により TPI向上を行った例

について示す。図１の機械加工マイクロファク

トリを試作した際には、その実際的加工能力を

示すために、テスト製品の部品加工、組立てを

行った。テスト製品は図７に示す 900μm 径の

極小のボールベアリングである。 
 

 

図７ マイクロファクトリのテスト製品 
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試作においては、下段左から３種類の部品を

それぞれプレス機、旋盤、フライス盤で作成し

た。搬送アームで全部品を組立て場所に搬送し

た後、マイクロハンド”と呼ばれる図１右端の

小型マニピュレータにより組立てを行った。組

立てプロセスの自由度はこのマイクロハンドと

により担保されている。他の構成要素について

は被加工物の着脱を除き、プロセスは半自動化

されているのに対し、このマニピュレータを使

った組立て作業は顕微鏡下の手作業で行うから

である。一方で、この組立てプロセスは長時間

の操作を必要とし、システムの生産性に関して

はボトルネックとなっている。また、機器の消

費電力、初期コスト（価格）に関してもマイク

ロハンドの影響が最も大きい。 
このとき、マイクロハンドを含む各構成要素

を追加し、システム構成を変化させることで、

システムの生産能力を向上させることが可能で

ある。先述のとおり、１種類の製品のみを生産

する場合、システムの TPI は単位時間当たりの

生産個数に比例する。またシステム構成の変更

に伴い、システムのコスト、環境負荷も変化す

る。このときの TPI の挙動を図８に示す。図で

は横軸にマイクロハンド及びその操作を行うオ

ペレータの数、縦軸に初代マイクロファクトリ

（図１）の TPI を１とした値を取り、その他の

機器構成の違いをパラメータとしている。 
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図８ システム TPI の挙動 

 
図から明らかなように、システム構成の変更に

より、生産システム全体としての TPI（ミニマ

ル度）を最大化することができる。このような

最適化が可能であるのも、各構成要素が充分に

小さく、簡単に機器の追加設置が可能な、デス

クトップ形生産システムの特性によるところが

大きい。 
このようにして最大化した機械加工マイクロ

ファクトリのTPIを既存の量産用生産システム

と比較することも試みている。比較対象の従来

型工場としては、ボールベアリングの量産ライ

ンを取り上げている。このような量産ラインの

典型的な値として、月産 100 万個、ライン初期

コスト 2 億円などの数値を大まかに仮定してい

る。次の図９においては、横軸に最大の生産能

力に対する平均の生産数をとり、システムの寿

命をパラメータとしている。図８同様、初代マ

イクロファクトリの TPI を１としている。 
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図９ マイクロファクトリと量産ラインの比較 

 
上の図では、マイクロファクトリでも量産ラ

インでも全く同じ製品が生産されると仮定して

おり、精度、材質などを度外視したかなり乱暴

な比較である。しかしながら、定性的な知見と

しては平均的な生産量がシステムの最大生産能

力に比べて低く、システムの寿命が短い場合、

マイクロファクトリのようなデスクトップ形生

産システムが有利になる可能性があることを示

している。従来形の量産ラインでは、初期コス

ト、機器の製造に伴う環境負荷が無視できず、

それらを製品 1 個 1 個に割り付けた際には、あ

る程度生産量が多くないと非効率である。一方

マイクロファクトリやその他のデスクトップ形

生産システムの場合、生産性は非常に低いが、

初期コスト、機器製造時の環境負荷も低いため、

システムの効率はほとんど稼動状態によらない

からである。 
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5. まとめと今後の方向性 

 マイクロファクトリに代表されるデスクトッ

プ形生産システムが最初に提案されたのは、

1990 年ごろに、また、稼動するデスクトップ生

産システムの試作も 1999 年に遡る。当初から

デスクトップ生産システムの利点として、必要

最小限の設備、エネルギー消費で微細製品を製

造できることがあげられてきた。これはミニマ

ルマニュファクチャリングの考え方の萌芽であ

った。 
 しかし、実際に環境負荷の低減が可能である

のか、生産性と比較して真に効率的であるのか、

などの定量的検討は不充分であった。現在、研

究グループでは、製品のトータルパフォーマン

ス評価手法の開発、それを基にした生産システ

ムや生産プロセスのトータルパフォーマンス評

価に取り組んでいる。このトータルパフォーマ

ンス評価は、製品や生産システムのミニマルマ

ニュファクチャリングへの適合性を評価するた

めに適していると考えている。 
 初代マイクロファクトリを例とした評価結果

では、平均的な生産量がシステムの最大生産能

力に比べて低く、システムの寿命が短い場合、

デスクトップ形生産システムが、従来型の量産

ラインに比べて有利になる可能性があることが

示唆された。 
 ただし、現状では生産される製品の品質を度

外視した大雑把な仮定を行っており、比較精度

の向上という課題がある。また、デスクトップ

形生産システムの大きな特徴である、“レイアウ

トの再配置の容易性”を評価することも今後必

要となるだろう。これらの取り組みを通じて、

ミニマルマニュファクチャリングという概念が

定量的評価も含めて確立され、どのような生産

対象に適しているのかを明らかにできるものと

考えている。 
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ミニマルマニュファクチャリングの観点からの
半導体製造と『歩留まり』の概観 
Yield Engineering on the Semiconductor Manufacturing as a view point of 

the Minimal-Manufacturing concept 
 
 
 

技術情報部門   朴 慶浩 

 
工業製品の中でも特に半導体製品の量産を代表例として、『歩留まり』との相関関係をミニマルマニュファクチ

ャリングの観点から概観する。プロセスの微細化やデバイスの種類によって歩留り低下要因の多様化が進んで

おり、最先端プロセスにおいては、歩留りの多様性を克服することが重要となる。この多様化の克服には、DFM

やプロセス制御において、Si の特性に合わせた包括的なアプローチを展開するなど、パラダイム転換が必要で

ある。 

 
[キーワード] 歩留まり、半導体製造、信頼性、品質管理、ラーニング・カーブ(習熟曲線)（cost, reliability, yields） 

 
 

はじめに 
 

工業製品を量産する時に生産コストに直結す

る項目が良品率である。工業製品としての完成

品が生産ラインからアウトプットとして出され

た時に、外観や機能に於いて初期の目的通りの

ものが出来ていれば、『良品』として始めて製品

としての価値を持つ。必要とされる製品数を必

要とされる時期までに作り上げる事が工業製品

としての最低条件であり、理想的には良品率が

100％であれば、必要な量がそのまま工場生産量

であり無駄が無く、ミニマルマニュファクチャ

リングが達成される。しかしながら現実の生産

現場では、どの様な製品であっても良品率が

100％になる事はまず無い。この様な時、良品率

を「作る予定の良品が実際に出来た」意味あい

で良品『歩留まり』と呼ぶ。『歩留まり』は最終

製品に限らず、工程の度毎にその工程での成功

率をさす事もあり、完成品の外観や機能性の最

終検査といった個々の検査工程での良品率を示

す事もある。これは図 1 に示す『製品寿命（製

造－使用－廃棄）でのエネルギー対環境負荷相

関』の中で、製造ミニマルの全ての工程で歩留

まりが現れてくると言う意味である。 
本稿では半導体製品の量産を代表例として、

『歩留まり』との相関関係をミニマルマニュフ

ァクチャリングの観点から概観する。最先端の

半導体製造では、300mm ウェファー世代が本格

化し、微細化・高性能化・高機能化が急速に進

む電子デバイスを、短期に開発・量産するため、

LSI の微細化に伴って製造の問題から来る要因、

ばらつきから来る要因、リソグラフィーの限界

から来る要因、その他の微細化から来る要因（電

力、ノイズ）等が現れており、プロセスばらつ

きが相対的に大きくなり、特に 65nm 世代以降

では、ますますばらつき起因の歩留まり低下が

重要な課題となりつつある。これらオン・チッ

プ・ばらつきについては、既に従来の職人的経

験と勘に頼ったプロセス開発の限界を遥かに超

えており、統計的検証手法導入が必須である。

ナノメーター時代の歩留まり向上には、歩留り

の多様性を克服することが重要である。この多
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様化の克服には、設計から製造までのフロー全

ての側面をカバーした包括的なアプローチを展

開するなどのソリューションが必要である。 
 

（１） 『歩留まり』 
 生産されたすべての製品に対する、不良品で

ない製品の割合。一般的に、工業製品の多くは

製造されるすべての製品が出荷できるわけでは

なく、一定の割合で不良品が含まれる。不良品

を取り除いて出荷できる製品の割合が歩留まり

で、不良品の割合が高いと歩留まりは下がり、

不良品が少なければ歩留まりは上がる。歩留ま

りが低いと原材料費や製造コストの無駄が大き

くなるため、企業の収益を圧迫する要因となる。

ハードウェア製品全般に対して用いられる。 
 特に IC チップの製造に関して使われること

が多い。新しい製造プロセスを導入した直後の

fab は当初歩留まりが低く、製造を繰り返しな

がら歩留まりを上げていく。（この過程は、「fab
の成熟」とか「ラーニング・カーブ(習熟曲線)」
とか呼ばれる）。この歩留まりによって、IC チ

ップの製造原価は大きく影響を受ける。半導体

の製造企業にとっては、その数値が悪ければ莫

大な損失を出しかねないほど重要な数字である

が、実際の半導体ラインの歩留まりは各企業の

トップ・シークレットで、業界の平均的値がど

のくらいというデータもない。取り組みも、初

めから 70－80％の歩留まりできちっとしたビ

ジネス・プラン企業があれば、最先端のチップ

をいち早く市場に出すために、30％ぐらいの歩

留まりで見切り発車して、しだいに歩留まりを

上げて行く戦略を取る企業もある。 
 
（２）「ラーニング・カーブ」(習熟曲線) 
ボストンコンサルティングが、1960 年代にＧＥ

などの工場で研究して発見したセオリーとされ

ているが、製品を量産する分野であればどこで

も成り立つ法則である。 
 新しいモノを作り始める時の初期生産性は低

いが、累積生産量が増えると、習熟して生産性

が高くなり、コストが下がるという概念。半導

体はその代表例とされる。早く試作品を作り始

めて、より速く大量生産をやって、習熟曲線の

カーブをいち早く駆け上って、歩留まりがあが

れば、コストが下がる。嘗ては集積度の違いで

は、本質的な量産コストはそんなに違わなかっ

た。ただ開発初期はいろいろなトラブルや欠陥

があって歩留まりが低いという問題があった。 
 
（３）全ては確率論か 
単品での歩留まりが 90％の時、複合部品の合格

品ができる割合は 90％×90％で 81％になる。例

えば１ギガビットＤＲＡＭは、５０億個を超え

る回路部品をシリコンの上につくり込んであり、

それぞれが 90％の歩留まりだと、全体の歩留ま

りは 0.9 を５０億回掛けた値になり、限りなく

ゼロに近い値になってしまう。ところが、１ギ

ガビットＤＲＡＭでも、間違いなく工業品にな

っている。これは、不良原因の独立事象によっ

ている。つまり、不良の原因が共通していて、

製品Ａが不良になるとき製品 B も同時に不良に

なるのであれば、２つを一体化した製品Ｃの歩

留まりは 90％のままとなる。勿論共通原因を探

し当て、対策をとれば 95％、98％と歩留まりを

向上させることも可能になる。これが、半導体

集積回路工業が発展することになった最大の要

因であり、このような膨大な数の部品の場合で

さえ、不合格品の生まれる原因さえ把握されれ

ば、それまで確率現象と考えられていた歩留ま

りが確率現象ではなくなり、問題を克服するこ

とができることを示してきた。ただし半導体も

この原理によって簡単に歩留まりを上げること

ができるわけではなく、0.25～0.18μm ノード

では、新材料や新プロセスの導入が相次いだ 
(つまり歩留まり低下要因が増えた) 為、歩留ま

りが上がらず納期遅れが多発したといわれてい

る。 
半導体製造での不良発生は単純な確率現象で

はなく、はっきりした原因があって起こるもの

だと云われる所以であるが、技術的にはこれら

二つの要因の複合で起きることが明確化されて

おり次章で詳細を述べる。 
 
生産に於ける『歩留まり』の技術的俯瞰 

 
1960 年代初頭には MOSFET は実験室レベル

では完璧に製造出来ていたが、生産工場で量産

に移すと動作しなかったり、ある日突然歩留ま

りが落ちて二度と回復しなかったりして、『ロー

レライ』が棲みついているとまで言われた。当

時、フェアチャイルド・セミコンダクター社の

研究チームはあらゆる視点からの観察行なった
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結果、工場作業員の勤務観察から、男性作業員

が用便に行った後、歩留まりが極端に下がる現

象との相関関係を突き止めた。この観察結果を

見た研究チームは瞬時に『ナトリウムイオン』

が原因であると気付いた。人体からのナトリウ

ム汚染であった。このように研究室内の少量製

作では制御可能な技術でも、大量生産工場では

制御が極めて難しいか若しくは殆ど不可能であ

るといった製造環境が、半導体工場でのクリー

ンルームの誕生の裏にはある。具体的に製造に

於ける製品と工場のクリーンレベル、要素プロ

セスレベル、設計ノートレベルやその機能発現

の様々な要素（チップサイズ等々）と歩留まり

の相関関係を調べてみる。これらは、以下に示

す様に、製造と製品の要素に分解出来、又それ

らは更に、関連する項目とそれによって改善可

能な歩留まり要素に分類出来る。個々の要素は

多くの場合で独立事象であるが、製品製造時の

歩留まり改善にはそれらの要素を横断的に改善

する事が多いので、ここでも独立事象的に説明

後、その相関関係を明らかにする。 
 

I)製造（限界）； 
Ia)工場クリーンレベル； ランダム歩留まり要素 
Ib)要素プロセスレベル； 系統的歩留まり要素 

 
これは、製造現場に於ける全ての物、即ち、

出発ウェファー材料を含む製造原料（純水、ガ

ス、スパッタターゲット材、その他の材料）、製

造装置、製造環境（ウェファー搬送等）に於け

る統合的なクリーンレベルによる製造限界を現

す。装置からの発塵や材料の不純物等に起因す

るもののうち、現状の技術では避け得ないもの

は、製造現場でのクリーンレベルを決定し、製

品に対してはランダムに歩留まり変動を引き起

こす要素となる為、ランダム歩留まり要素と分

類される。更に、ある特定要素若しくはプロセ

スに起因する形で現れるが、それらの特定要素

若しくはプロセスを改善する事によって、制御

することが可能な歩留まり要素を系統的歩留ま

り要素と分類する。本来、系統的歩留まり要素

を徹底的に改善した結果残るのが、ランダム歩

留まり要素であり、その製造工場のクリーンレ

ベルの通信簿のようなものであるが、実際には

系統的歩留まり要素とランダム歩留まり要素の

切り分けは容易では無く往々にして誤解される。 

 
II)製品（限界）； 

IIa)設計ノードレベル； 素子設計歩留まり要素１ 
IIb)機能性レベル；  
       素子設計歩留まり要素２(チップサイズ等)  

 
 一般にシリコン半導体は、同一の工場クリー

ンレベルで同一サイズのウェファーであれば、

チップ・サイズ（ダイ・サイズと呼ぶケースも

有るが、此処ではチップ・サイズと統一的に呼

ぶ）の大きさが小さくなるに従って、一枚のウ

ェファーから同時に製造できるチップの個数が

増えるだけでなく、ウェファーの不良部分に当

たるチップの比率が低くなるため、不良を含む

可能性が低まり歩留まりが向上する。 
極めて単純化した図で上述した事柄を示した

のが、図２である。●が理由の如何に限らずウ

ェファーの不良部分であるとする。①の製品で

はこのウェファーから 4 個のチップが取れるが、

この工場クリーンレベル(即ちウェファー上の

不良の総数と分布)では、全てのチップ上に不良

部分があり、4 個のチップ全てが不良のチップ

となる。（歩留まり 0％）この工場のクリーンレ

ベルを向上し（Ia の工場クリーンレベル向上）、

不良部分の個数を減らした状態が②の製品であ

る。緑色のチップ上には全く不良箇所が無く、

このチップは良品である。即ち 4 個中 1 個の良

品率となる（歩留まり 25％）。次に、元の工場

クリーンレベルのまま、チップサイズを四分の

一にしたものが③の製品である（IIb 製品機能性

レベルの変更、チップサイズ)。見て分るように

ウェファー上の不良箇所の総数と分布は①と全

Nd = defects on wafer

Awafer = Area of wafer

Achip = Area of chip

Ia

IIb

IIb

Ia
②

③

工場クリーンレベル、チップサイズと歩留まりの関係。●はウェファーの不良部分。
①では4個のチップ全てが不良で歩留まり0％。②では緑色のチップは良品で歩
留まり25％。③はチップサイズの変更後、16チップのうち5個が良品で歩留まり
31.25％。両方の改善を行った④では、16チップのうち12個が良品で歩留まり75％。

図2.

①

④
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く同様であるにも関わらず、16 個のチップのう

ち 5 個が良品となっている（歩留まり 31.25％）。

この両方の改善を行ったものが④であり、16 個

のチップのうち 12 個が良品となっており（歩留

まり 75％）、良品率で見ると大幅に改善される

ことがよく分る。 
チップサイズ、ウェファーサイズ、チップ数、

工場クリーンレベルと歩留まりの関係は、同様

に IC 製造時の構造的歩留まりの解析に拡張出

来る。詳細は文献を見て頂きたい。(１)－(６)ここ

では以下の議論で必

要な『 Critical Area
（CA）』と『Defect 
Size Distribution 
(DSD、欠陥サイズ分

布)』のコンセプトを

簡単に紹介する。図

３ に Critical Area
（CA）のコンセプト

を示す。CA(x)は欠陥サイズ x によって不良を

引き起こすチップ上の面積と規定される。図で

は配線上にある同一サイズ(x)の欠陥が配線短

絡不良を起こすケースとその時の面積との相関

関係を模式図的に示している。簡単の為に、更

にライン＆スペースの配線パターン上での短絡

不良と CA(x)の相関関係を図４に示す。これは

ライン間幅(スペース sl)がライン幅（wl）より

大きいケースで、１）は欠陥サイズ x が sl より

小さい場合、欠陥は何処にあってもなんらの短

絡不良を引き起こさない。逆に、５）は欠陥サ

イズ x が２sl＋wl より大きい場合、欠陥は何処

にあっても必ず短絡不良を引き起こす。そして

その中間の場合では、欠陥の中心が３）に示さ

れた斜線で規定された場所にあるかどうかで短

絡不良を引き起こすかどうかが決まる事になり、

欠陥サイズ x の関数として、その斜線部分の面

積、CA(x)が規定される事になる。実パターン

からの CA(ｘ）の転写模式図の一例を図５に示

す。図中の青色パターンは 0.35um SRAM での

ゲート配線パターンであり、緑色の部分が

CA(ｘ）の場所とサイズを示している。 
設計ノードの変化に依存して欠陥サイズ x と

CA(x)の相関関係が変化する様子を模式図的に

示した一例を図６に現す。図中、a)と b)ではパ

ターン形成面積は同じでも、配線の設計ノード

の変化に依存して、同じ欠陥サイズに対して形

成される CA(x)が違う事が示されており、更に

単純なパターン縮小でも、欠陥サイズへの相関

Short 2 lines

Not a short

Not a
short

CA(x)

Defect Size (x)

Area

Critical Area, CA(x), は欠陥サイズxによって不良を引き起こすチップ上の
面積と規定される。左図は配線上にある同一サイズ(x)の欠陥が配線短絡
不良を起こすケースでり、その時の面積と欠陥サイズ（x）の相関が右図。

図3.

ls

lw

ls
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L
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Critical Area
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Defect Diameter

X
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a

ls

Defect Diameter

X
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a

L*b*n

Defect Diameter
X

A
re

a

ls+b

ライン＆スペースの配線パターン上での短絡不良とCA(x)の相関関係。１）は欠
陥サイズxがslより小さい場合、欠陥は何処にあってもなんらの短絡不良を引き
起こさない。３）の場合では、欠陥の中心が斜線で規定された場所にあるかどう
かで短絡不良を引き起こすかどうかが決まる事になり、欠陥サイズxの関数とし
て、その斜線部分の面積、CA(x)が規定される事になる。

１） ２）
３）

図4(1).

ls

lw

Defect Diameter

X

A
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a

2ls+lw

L*(ls+lw)n = Area of Comb CA(x)

Defect Diameter

X

A
re

a

2ls+lw

４）

ls

lw

５）

ライン＆スペースの配線パターン上での短絡不良とCA(x)の相関関係。
５）は欠陥サイズxが２sl＋wlより大きい場合、欠陥は何処にあっても必ず
短絡不良を引き起こす為、CA(ｘ）はライン＆スペースの配線パターンと
その長さで一定値となる。

図4(2).

実パターンからのCA(ｘ）の転写模式
図。青色が0.35m SRAM でのゲート
配線パターンであり、緑色の部分が
CA(ｘ）の場所とサイズを示している。

図5.

Critical area for defects of size 1.28μm

(c) 80% shrink of (b) (a)  poly line:  1.4 μm
spacing:  1.0 μm 

(b) poly line:  1.0 μm
spacing:  1.4 μm 

Critical area for defect of size 1.6μm

CA(x)は製品の設計ノードに強く依存する。図6.
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が変わる事が表さ

れ て い る 。 こ の

CA(x)は一義的な設

計ノードのもとで

は、欠陥サイズ x が

定性的な分布を持

てば（欠陥サイズ x
は様々な大きさを

持ち得る為）、欠陥

サイズ x の積分値と

して定量的な扱い

が可能となる。その

定 性 的 な 展 開 を 基 に し て 、『 Defect Size 
Distribution (DSD、欠陥サイズ分布)』のコンセ

プトを算出する流れを図７に示す。この DSD は

ある大きさ（x0）以上の欠陥の大きさと数の分

布を特定の分布関数（ｐ）とした時に、確率的

に不良となるものを、不良分布 D0（Defects/cm2）
の関数として現したものである。 

この DSD と CA(x)を用いて結果的に１チップ

中に何個の不良となる欠陥が含まれる事になる

のかを模式的に示したのが図８である。これに

よって、１パターン１レイヤーでの規定面積で

の欠陥(不良)状態が規定され、あとは全面積、

全層で積分すれば、完成品としてのチップ上で

の欠陥(不良)状態が判り、そのチップでの良否

が判定され、全体としての歩留まりが算出出来

る事になる。勿論、配線の不良には短絡だけで

は無く、パタ－ン形成不良等によるオープン不

良もあれば、上層下層を接続する為のビアに於

ける短絡・オープン不良等もあり、これまで述

べてきた単純なライン＆スペースパターンの議

論のみでは不良率を算出する事は出来ない為、

実際にこの計算を行うには、様々なステップに

於いて色々な仮定やシュミレーションを行う必

要がある。しかもそれでも得られる計算結果は、

系統的歩留まり要素を排するものであり、最小

欠陥に起因するランダム欠陥は避け得ない。 
ここで、図２に示した様な欠陥の分布が単純

なポアソン分布則に従うと仮定して上述した、

D0やCA(x)を用いてチップレベルでの歩留まり

を算出したものが、図９である。この様な算出

した結果と実際の検査によって得られた欠陥分

布の状態から、系統的／ランダムな欠陥の両方

を見つけ出し、故障解析と歩留まり向上を行う

事が歩留まり工学である。一例を図 10 に示す。

これはあるプロセス後の微小物欠陥を測定した

結果であるが、１つの系統的欠陥とランダム欠

陥との複合であるかのように見える。しかし良

く観察してみると、矢印に示した部分で全く無

欠陥なチップのブロックが 2 箇所あることが分

かる。つまり、このブロックの面積上では、こ

のウェファーに見られほぼ全ての欠陥は系統的

な欠陥であることが分かり、この系統的欠陥を

解消出来れば、このプロセスでのモジュール歩

留まりは飛躍的に向上する事になる。その為に

もこの無欠陥ブロックの形成要因を解析する事

が必須となる。 
 

X0

Defect density
(defects/cm2)

DSD x( ) D0
k

xp------=

k
xp------ xd

x0

∞
∫ 1=Where

k is determined 
for a given p

D0 is the area under the curve

Defect Size X

D
ef

ec
t D

en
si

ty

『Defect Size Distribution (DSD、欠
陥サイズ分布)』のコンセプトを算出
する流れ。ある大きさ（x0）以上の欠
陥の大きさと数の分布を特定の分布
関数（ｐ）とした時に、確率的に不良
となるものを、不良分布D0（
Defects/cm2）の関数 として現せる。

図7.
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failures
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D0 * Ac(p) results in # failures/chip

DSDとCA(x)のたたみ込みによって、１チップ中に何個の不良となる欠陥
が含まれる事になるのかを模式的に示した 。

図8. プロセス後の微小物欠陥の測定し結果。矢印に示した部分で全く無欠陥な
チップのブロックがあることから、ウェファー全体の及ぶシステマチック欠陥で
あることが分かる。

図10.

Achip/Awafer = probability that given defect  falls on chip

D0 = Nd/Awafer
Achip/Awafer = D0Achip/Nd

平均欠陥分布D0は以下の式で与えられる

Nｄが単純なポアソンモデルで与えられ、

全てのチップ上でランダムに起こるとすると

p i( )
Nd
i-------⎝ ⎠

⎛ ⎞
Achip
Awafer
-----------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ i

1
Achip
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⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞Nd i–

=

All combinations of i 
defects on chip given Nd
total defects on wafer
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falling on 
chip

(Nd-i) defects 
not falling on 
chip

チップ上の欠陥数p(i)は以下の式で与えられる

p i( )
Nd
i-------⎝ ⎠

⎛ ⎞
D0Achip

Nd
---------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞i

1
D0Achi p

Nd
---------------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
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=

Yield = p(i = 0) =e-D0*Ac(p)

欠陥の分布が単純なポアソン分布則に従うと仮定して、D0やCA(x)を用い
てチップレベルでの歩留まりの算出プロセス。

図9.
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『歩留まり』と『検査』、『信頼性』の技
術的俯瞰』 

 
歩留まり、検査、信頼性は相互相関が有り、

製品製造のみならず、コストの観点からもビジ

ネスに大きな影響を及ぼしている。 
特に従来 Design Rule を守ってさえいればプ

ロセス・マージンが確保されていたのが、

Subwave-length の時代になり、これが成り立た

なくなったことを「Design Rule Crisis」と呼び、

プロセス開発だけでは無く、実際の製品量産時

の歩留まり等に直接関連している。 
 半導体製品では特に製造テストのプローブテ

スト段階で、故障の出たデバイスは歩留まり解

析および故障解析にとって情報の宝庫である。

65/45nm ノード以降を見据え、歩留り向上に向

けたウェーハ検査技術の確立は、対象となる欠

陥が微細化し、欠陥種も複雑化する中で、歩留

りに直結するキラー欠陥を検出し、その欠陥デ

ータをいかに歩留り向上に結び付けるかを決定

する要素技術である。最先端半導体テストにお

いても、微細化・高性能化するデバイスのテス

トは困難を極め、テストカバレッジの向上、高

周波、アナログなどのテスト手法の改善、不良

回路解析技術の向上による歩留まりの改善、

BIST、BOST の活用によるテストコストの削減

等、様々な努力が進められている。高い信頼性

の商品を短期間に開発することが求められるな

かで、長期間の試験や解析を要する寿命や故障

率の推定を効率よく行うことも求められている。

信頼性と故障率、製品寿命に関しては様々な文

献等で既に統計処理的手法の議論が為されてお

り、此処で特に触れないが、先に述べた様に、

これらの項目は夫々に強く相関関係を持ってい

る。『信頼性』は製品開発の極めて初期過程であ

る製品設計段階から、製造、製品試験、加速試

験による寿命予測等から故障解析まで、幅広い

項目の総集成で成り立っている。 
 
（１） DFM(Design for Manufacturability、製造

容易性) 
微細化が加工限界に近づいたため、意図した

歩留まりが実現できないケースが増えている事

を受け、設計者がデバイスの歩留まり向上に積

極的に関与する手法として、「製造歩留まりを向

上させるレイアウトを確定する技術」のDFMと

呼ばれる技術が採用されている。特に半導体プ

ロセスの内、リソグラフィ・OPC技術とランダ

ム欠陥の発生に対応する技術と捉えられている。

この様なDFMは、デジタルチップのみならず、

アナログチップでも進められており、設計の段

階でアナログチップの特性や歩留まりを高い精

度で見積もれるようになる。これらの見積もり

値から設計を最適化し，歩留まり改善のピッチ

を上げる。RF CMOSやイメージ・センサーへの

適用が行われている。同時にテストコストを削

減するDFT（テスト容易化設計：Design For 
Testability）も多く採用されている。これまで、

半導体検査・測定は，テスタによる測定が一般

的に行われてきた。しかし現在では回路の大規

模化および高機能化に伴い検査コストが増大し

たため，DFTが用いられている。ロジックテス

トの場合，機能テストやIDDQテスト，構造テス

トなどの手法がある。機能テストでは，動作機

能検証で使用したパターンを使用するが，テス

ト時間が長くなることがある他，故障検出率の

向上も困難となっている。構造テストには，ス

キャンテストやロジックBIST（Built-In 
Self-Test）などの手法がある。スキャンテスト

では，テスト時にだけフリップフロップ（F/F）
を直列に接続して，入力を走査することでテス

トを行う。コストおよび品質面での貢献が大き

いスキャンテストだが，高速動作を保証するに

は設計への負荷が大きいため，低速によるテス

トが行われている場合が多い。また遅延故障の

検出が困難であるため，スキャンF/F間の信号遷

移だけを実動作のクロック速度で行う実速度テ

ストが行われている。ロジックBISTは，スキャ

ンテストの不足を補うために開発された手法で，

テストパターンを外部から印加する必要がなく

なり，テストシステムのメモリを省くことがで

きる他，テストプログラムの単純化やテスト時

間の短縮化も実現でき，スループットの向上に

寄与する。一見すると良いことばかりのDFTだ
が，問題点がないわけではなく，設計制約が多

いこと，チップ面積が増大することなどの課題

を抱えている。しかし今後も，デバイスが高集

積化すればするほど，テストにおいてDFTは必

須となる。そこでDFTの普及促進のためには，

設計負荷を低減できる設計手法の開発や，DFT
と半導体設計の融合の実現が求められている。 
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（２） 検査に於ける問題 
ここ数年，リチウムイオン電池の回収問題や，

自動車メーカーのリコール問題など，品質管理

をめぐる様々な問題が起こっている。こうした

品質問題は，回収費用や賠償費用といった目に

見えるコストのみならず，市場評価の低迷や顧

客離れなど企業の存亡にも影響を与える。状況

の中，製造企業にとって品質管理に関するリス

クは高まる一方だ。しかし，試験を厳しくして

も，ユーザーが期待するほど品質保証の確度が

上がらないケースがある。一方で試験を厳しく

すれば，試験時間が長くなるなど，試験のコス

トは確実に上がる。試験においても，コストと

効果のバランスを適正化する必要がある。もち

ろん半導体は，最終テストばかりでなく，ウェ

ーハ段階でのテストや各種耐性試験など，テス

トに次ぐテストを経て製造されている。デバイ

スが持つ性能を最大限に引き出しつつ，信頼性

の確保にも寄与するテスト工程や検査装置は，

半導体製造において大きな役割を担っている。

先進的な半導体技術を実用化するにあたって，

優れた検査技術が不可欠となっており、これら

が同時に歩留まり向上に貢献する事になる。  
 

 
３）歩留まり予測精度の向上による効果  

検査等を通じて歩留まり予測精度の向上が図

れれば、製造前のチップコスト見積もりが出来、

チップ固有の歩留まり劣化要因のコストへの換

算が可能となり、必要ウェーハ枚数見積もりが

出来る。また、歩留まり劣化主要因の同定を通

じて、製造プロセスの性能劣化時期予測や製造

と設計にかかわるパラメトリックな課題の推定

も行え、製造と設計にかかわるシステマティッ

クばらつきの推定が可能となる。同時に、製造

プロセスのモニタリングが可能となり、ウェー

ハ当りの良品チップ数の最大化や歩留まり低下

の原因となる設計課題の同定が推進出来、歩留

まり向上に有効なレイアウト変更の加速が可能

である。特に特定プロセスにおける最良の DFM
対策の決定も行える。勿論、製造工程における

デバイス特性のバラつき予測も同時進行で行え、

それはそのままプロセス条件の最適化／歩留ま

りの最大化という結果を伴って現れる事になる。  
これは、多くの IC 製品が、期待通りの歩留ま

りを達成することなく製品寿命を終えている現

状を知れば、歩留まり向上に際し、主要な問題

点となるのは、実際のシリコンが完成する前に

は予測不可能で、かつシリコン内で切り分ける

ことが不可能な微妙な設計プロセスの相互作用

に関する事に起因している。だからこそ、大量

生産データの識見の最大化を通じて重要な問題

を素早く識別し、歩留まりの変動の発見と削減

を行い、生産コントロールを制御する。更に歩

留まりの理解と最大化を常に意識する事で、時

間と生産性の向上が図れる。  
 
今後の研究開発の展開 

 
 これまで述べてきた様に、歩留まりの問題は、

設計を始め、プロセス開発、検査、信頼性等々

に深く関わる項目であり、製品製造のコストに

直結する課題である。此れまでの不断の改善努

力と共に、項目としては以下の様なものが更に

研究開発されている。 
１） 検査用チップ、テストチップ等を開発 
２） 回路の一部が故障しても動作不良を回

 避できる LSI の基本技術 
特に２）は LSI の動作中の不良を、LSI が誤動

作する前に検知できる回路として、論理回路の

中に冗長回路を細かい回路単位に分けて設ける

ことで、LSI 上に複数の不良があった場合でも

補償が可能とする。また、これと事前検知回路

とを組み合わせることで、LSI の動作を止める

ことなく、複数の故障に対する補償が可能とな

った。更に LSI 上の個々の冗長回路の使用状況

を LSI の外部に出力することにより、従来は難

しかった不良が起こった場所の特定を容易にし

た等の特徴のある技術で、将来的には製品の歩

留まりを 100％出来るとしている。但し、ウェ

ファーの大口径化では、ウエーハ端の欠陥によ

る LSI の歩留まり低下といったことが、半導体

ビジネスの優位性を確保する必須要件の一つで

あることも忘れてはならない。 
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ミニマルマニュファクチャリング 
とナノテクノロジー 

 
 

ナノテクノロジー研究部門長   横山 浩 

 

 
 
 ミニマルマニュファクチャリング(ミニマル

生産技術)のコンセプトを私が最初に考えたの

は、今から 4 年前の 2003 年 6 月ころである[図

1]。ナノテクノロジー・材料が、第二期科学技

術基本計画(2001 年～2006 年)において重点 4

分野の一つとなり、ナノテクノロジーに集中的

に研究予算が投下され、学界も陽気にナノテク

ノロジーブームに沸いていた時期である。2001

年ころからナノテクノロジーは盛んにマスコミ

でも取り上げられるようになり、夢の未来技術

という観点から、社会からも暖かい期待感が、

ナノテクノロジーに向けられていた。 

 

 しかし、ファインマンが夢見たように、原子・

分子から物質、材料、システムをボトムアップ

に積み上げていくことがナノテクノロジーの真

髄であるとしても、現実と「ナノテクノロジー」

という夢とのギャップはあまりにも大きい。原

子・分子を一つ一つ操作して作れるものは現実

には、知的興味をくすぐる小さなおもちゃでし

かなく、実世界との乖離は、産業・市場との間

にあると言う死の谷が、そもそも意識できない

ほどである。ボトムアッププロセスの究極の姿

である自己組織化は、ナノテクノロジーの出現

の遥か以前から、統計物理、非平衡物理化学を

基点として、生物学からさらに、経済や社会現

象にまで視野が拡大され、その中でしばしば乱

用されてきた結果として、実質的内容が希薄な

曖昧模糊とした概念となってしまっていた。し

かし、自己組織化がナノテクノロジーの中心概

念であることは疑う余地のないことであり、そ

こに便乗して、他愛もない現象であってもナノ

テクノロジーと自己組織化の 2 重のキーワード

を添えることで、誇大な自己主張が認められる

ような、甚だ不健全な風潮が生じている。 

 ナノテクノロジーにおけるミニマルマニファ

クチャンリングの真価は、自己組織を機軸とす

るボトムアップナノテクノロジーに明確な共通

目標と価値基準を与え、上記のとおり、ともす

れば恣意、放漫、散漫になりがちな、ナノテク

ノロジーにおける自己組織化研究に、確かな目

的意識と方向性を埋め込むところにある。これ

は、あたかも予定調和のごとく、今日の製造産

業が直面している、企業の競争力を本質的に左

右する、互いに相反する緊急課題(高機能性、環

境適合性、市場適合性)に対して、イノベーティ

ブな解決策を与えるものであることを強調した

い。 

 

 ミニマルマニュファクチャリングとは、最小

の資源・エネルギーで、最大の機能性を、低コ

ストに実現するための、革新的な材料技術、プ

ロセス技術、設計技術、生産方式の総体である。

これまでの製造の無駄を、漸次的な改善によっ

てではなく、根本的な技術革新によって、徹底

的に排除し、製造の最適・最小化を目指すもの

である。 

 

 物理学の世界では、物質の一つの状態を別の

状態に変化させるために、外部とどれだけのエ

ネルギーのやり取りが必要になるのかという設

問から、最小仕事の概念が生まれた。統計力学
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的には、最小仕事は、初めと終わりの状態の自

由エネルギーの差に等しいことが知られている。

実際に、最小仕事を実現するためには、状態の

変化が熱平衡状態で行われることが必要であり、

もし、状態変化が非平衡に行われると、余分の

エントロピーが生成して、その補償のために余

分の仕事が必要となる。最小仕事の過程は、必

ず可逆的である。ミニマルマニュファクチャリ

ングは、物理学における最小仕事の概念を、製

造過程に拡張するものである。最小仕事が可逆

的であることは、多少乱暴な比喩ではあるが、

ミニマルマニュファクチャリングでは、資源の

リサイクル性やエネルギーの再生可能性、ある

いはより広く産業活動の持続可能性に翻訳され

る。 

 

 可逆過程は、あくまで物理的な理想化であり、

製造過程のような現実世界には無縁ではないか、

という批判もあろう。それは十分に意味のある

指摘であるが、ここで、物質を機能的に変容さ

せる営みである製造という場において、広い意

味での非可逆性、不可逆性がどこから生じてい

るかを見るべきである。その多くが物質の微視

的な状態の変化に帰着されるものである。ここ

に、原子・分子に立脚するナノテクノロジーが

重要となる理由がある。自己組織性は、生物が

その分子構築の戦略として全面的に採用してい

ることからも明らかなとおり、微視的領域での

最小仕事の極めて効果的なメカニズムである。

ボトムアップナノテクノロジーの役割は、その

原理を理解して、新たな応用に結び付けていく

ことであり、ミニマルマニュファクチャリング

が、良い水先案内となってくれるというのが私

の発想の原点である。同様の状況は、物質科学

にととまらず、情報技術の世界でも既に認めら

れる。実際、シャノンの情報量の理論の延長線

上に、情報処理のための最小仕事の問題が提起

され、そこから可逆計算の概念が生まれた。こ

れが、情報処理の世界のミニマル性を追求する

量子コンピューティングの伏線になってきたの

である。 

 ミニマルマニュファクチャリングにおいては、

ナノテクノロジーが長期的に最も強力なドライ

バーとなるべきものであることを述べた。しか

し、その過程では、マクロに及ぶあらゆる物質

現象が効果を発揮することは言うまでもない。

その目指すところが、人類社会の未来につなが

っているという確信をもって、長期的視点で野

心的に取り組む分野、それがミニマルマニュフ

ァクチャリングである。 

 
 

          ♦           
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 図 1. ミニマル生産技術と題したコンセプトペーパー:産総研のナノテクノロジー・材料・

製造分野の分野別重点課題の議論のために作成したもの 
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ロングテール   Long Tail 

 
 
■ ロングテールは、Amazon, iTunes Music Store, Googleなどのネットビジネスの成功の秘密を明快に説
明する理論として一躍有名になった用語である。昨今、新しいビジネス戦略を考えるための基礎とし

て各方面でセンセーショナルに取り上げられている。 
 
■ 従来、「80:20の法則」などでいわれるように、ビジネスの大部分(80％)の売り上げは少数 (20％)のベ
ストセラー商品から生み出されるものと考えられ、多くの企業はこの考えに基づいてビジネス戦略を

立案してきた。この考え方に真っ向から異を唱えたのがロングテール論である。すなわち、Amazon
などのネット企業では、非常に多品種にわたる非ベストセラー商品の売り上げの累積が、全売り上げ

に対して無視できない割合を占めていることが明らかにされた。 
 
■ 商品を売り上げの多い順に横軸に並べたグラフを書

くと、ゼロに漸近するきわめて長い裾野を持つ形を

描く(右図)。この部分こそがロングテールに他ならな
い。 

 
■ ロングテールのビジネスが重要となった理由は、以

下のように説明される。 
 

1. ロングテールで示されるニッチ商品の潜在的な需要の集積は、実はマスプロダクトの売り上げの
集積を超えるまでに大きいものである、もしくは、そのような市場の変化が生じている。 

 
2. Amazonなどのネット企業は、ITの活用、店舗を持たない、などの理由で、多品種の商品の在庫を
維持するためのコストが圧倒的に安くなり、上に挙げた潜在的な需要を掘り起こす能力を持つ。 

 
■ ロングテール現象を、ニッチ領域の潜在的需要の集積の多さと、この需要集積を一網打尽に掘り起

こすことを可能とするコスト構造の変化のメカニズムとしてとらえることにより、様々な技術動向予測や

技術戦略立案へと応用することが可能であると考えられる。 
 
■ ロングテール論は、もともと米国の IT雑誌Wiredの編集長であるChris Andersonが 2004年10月に
自らのBlog上で提唱したのがはじめとされ、日本へは（ベストセラー「Web進化論」の著者である）梅
田望夫氏の 2005年３月のBlogによって紹介されたと記憶している。Chris Andersonは、その後Blog
上で重ねた論考をまとめた書籍を出版している (The Long Tail : Why the Future of Business Is Selling 
Less of More, Hyperion, 邦訳：ロングテール -「売れない商品」を宝の山に変える新戦略、早川書
房) 。興味のある方はぜひこれらのBlogや文献を参照していただきたい。 

 
エレクトロニクス研究部門   小池 汎平 

Industry Keywords Column 6 

 

販
売
量 

商品の品種 

少数のベストセラー 

ロングテール 
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おわりに 
 
 
 

 本報告書の「はじめに」の中にも記載されていますようにミニマルマニュファ

クチャリングコンセプトは産総研の第２期中期計画におけるナノテクノロジー・

材料・製造分野の研究戦略の柱として提唱されたものですが、それを技術体系と

してまたそれらの技術が適応された場合における省エネ・省資源性、環境への配

慮、生産コストへの反映、機能・価値等がどのように変革されたかを見る指標化

などを具体的に展開するに当たり、ナノテクノロジー、材料、製造関係の研究者

に限らずエレクトロニクス関係、化学関係の研究者など幅広い研究者の賛同を得

て、産総研のものづくりの全体に関わるコンセプトとして展開できるところまで

きました。これは、佐々木信也・先進製造プロセス副部門長を委員長とするミニ

マルマニュファクチャリング推進検討ワーキンググループの皆様の大変な努力に

よるものです。 
本書は、ミニマルマニュファクチャリングコンセプトを産業界へ具体的に展開

するために必要な技術課題を抽出し体系化を図ることを目的とするタスクフォー

ス（主査：エレクトロニクス研究部門の原 史朗主任研究員）によってまとめられ
た報告書です。本報告書を一読しておわかり頂けたことと思いますが、現代産業

の問題点を硬直化、複雑化、局所最適化にあると分析し、それらと対峙したコン

セプトであるミニマル化の方法論として柔軟化、単純化、統合化を掲げ、その整

理の中で個別的な技術課題がどのようにミニマル化に寄与できるかを示したもの

になっています。これにより、コンセプト先行で具体性に乏しいと言われてきた

ミニマルマニュファクチャリングの骨格に血が通い肉が付き、コンセプト自体が

より実体化されたものになりました。産業界の皆様への理解度も深まるものと期

待しています。 
最近の日本経済は景気回復基調を継続し、製造業も一部の産業を除けば活況を

呈していますが、今後の国際競争力の激化、環境・エネルギー・鉱物資源の制約

など日本の製造産業が抱える構造的な課題に対して多くの対応に迫られる状況が

存在します。この様な状況にある今こそ、それらの課題を克服し、将来に亘る持

続的発展を可能とならしめるよう産業変革を行っていく絶好の機会であると思わ

れます。その中核的技術体系こそミニマルマニュファクチャリングであると考え

ています。本報告書が産業変革への取り組みに着手するきっかけとなれば幸いで

す。 
 
 

研究コーディネータ （ナノテクノロジー・材料・製造担当） 

五十嵐 一男 
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