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持続可能な２１世紀型産業構築のための本格研究

ミニマル生産システムを創造する

最小単位の製造により、産業を持続可
能に革新する

消費の無限拡大が破たんした今の時
代、生産規模拡大を前提とせず、必要
なものを必要な時に必要なだけ生産す
る、持続可能な生産システムが求めら
れています。そのソリューションの1
つは、生産規模が最小単位の小さな工
場～ミニマル生産システム～であると
考えてきました。特に、大規模な過剰
生産システムに苦しんでいる半導体製
造システムは、それを応用するのにふ
さわしい産業であるといえます。

モノの生産単位を最小化するという
ことは、半導体の場合、商品である集
積回路チップ１個が作れるハーフイン
チサイズのウエハーを用いて製造する
ことに帰着します。

では、この公理とも言うべき基本概
念をどのように実現すれば良いでしょ
うか。まずは、製造装置を開発するこ
とでしょう。扱うものがハーフインチ
ですから、装置はそれぞれ30 cmくら
いの大きさで良いということになりま
す。

ミニマル型装置
ミニマル生産を担う装置は、大変

ローコストになります。なぜなら、量
産システムでコストの大部分が費やさ

れている大口径均一製造のために装置
内に仕組まれた複雑な構造を一切排除
できるからです。ですから、新しい製
造技術でなくても、量産均一化のため
の機能を省いた既存製造技術は、導入
価値のあるミニマル技術として機能し
ます。例えば、露光工程では、露光対
象がハーフインチサイズなので、ス
テッパーという高精度で超高価な露光
スポット移動の機械技術は不要になり
ます。また、初めからチップサイズな
ので、ウエハーダイシングやウエハー
バックグラインドの工程は不要にな
り、前工程と後工程が統一されて、工
程数が大幅に削減されます。このよう
に、まず既存量産装置をシンプル化・
スモール化し、装置を安くすること
で、ミニマル装置１セットを開発でき
ます。

しかし、それだけでは生産単位あた
りの資源やエネルギーの利用効率はさ
ほど上がるわけではありません。そこ
で、インクジェット技術やマイクロプ
ラズマ技術、デスクトップファーネス
など、よりミニマル性能の高い、産総
研が提唱するミニマルマニュファク
チャリング技術群を第2種ミニマル型
装置として、ミニマル生産仕様に合う
ように実用機能性を高める研究開発を
行うべきでしょう。この準備として、

所内でミニマル技術を持っている方々
やミニマルファブコンセプトに共感す
る方々に分野を問わず声を掛け、半導
体システムイノベーション検討会をつ
くりました。

局所クリーン化搬送システム
ミニマル型装置は、それらを並べれ

ば実用ミニマルシステムができ上がる
というわけではありません。例えば、
ミニマル露光装置で加工したウエハー
を洗浄装置へ持って行く際、人がピン
セットでウエハーを取り出して運んで
いては、汚染が進んでしまいます。半
導体集積回路工程は約600工程もある
ので、1工程ではわずかな汚れの可能
性でも数100工程を経ると、ほぼ100 %
不良品と化してしまいます。これまで
は、それをスーパークリーンルーム技
術で回避していました。しかし、これ
自体巨大投資の象徴であり、ミニマル
思想と相いれません。そこで、革新的
なコアシステム技術となるのが、ウエ
ハー回りの局所空間だけを清浄化し、
その製造物環境を人環境から完全に分
離する局所クリーン化搬送システムで
す。

ミニマル型装置や研究装置を生産装置として
機能させる、開発中の PLAD1 号試作機
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幸運にも、私たちのグループでは、
90年代後半には局所クリーン化リサー
チシステムを開発しており、野放し
だった製造環境物質濃度を人為的に制
御することで、不良特性の象徴である
リーク電流のばらつきを排除できるこ
とを突き止めていました。ここで培っ
た基本技術を応用して、それぞれのミ
ニマル型装置には、完全密閉型の前室
を付けて、密閉搬送容器で運んでやれ
ば良いのです。

今年から、この搬送技術開発を始
めています。Particle Lock Air−tight 
Docking : PLAD システムと名付け
た、微粒子とガス分子を同時に遮断す
る新しいテクノロジーです。写真は、
その第１号試作機です。

ファブシステム研究会
これらの取組みの妥当性を探る上で、

将来ミニマル生産システムを活用する
であろう想定ユーザーとの対話が欠か
せないと考えています。2008年6月か
ら、ファブシステム研究会を、産業構
造の各階層から集

つど

った企業16社2大学
と組織しました。ここで肝心なことは、
生産上の悩みや課題をたくさん抱えて
いる生産工場のプロフェッショナルの
方々にお集まりいただいたことです。
このような集まりは過去見られたこと
がなく、研究会では、生産に関する多
様で具体的でありながら本質的な課題
が、せきを切ったように論議されまし
た。研究と生産が遠くなった現在、生
産現場との直接対話は最も意義深い行
動の1つといえます。

生産現場との対話から得られたもの
研究会での議論から、製造業の真の

課題、すなわち、投資額の制約、環境
問題への現実対応の困難さ、仕掛かり
在庫制御の問題、量産品の伸び悩みな
ど、生産上の共通課題が浮かび上がっ
てきました。それと同時に、ミニマル
生産システムが未来のあるべき製造モ
デルの1つであることを企業委員が認
識するに至ったことはとても重要で
す。研究会の成果は、21世紀型生産
システムの提言レポートとしてウェブ
発信しました。（http://unit.aist.go.jp/
nano-ele/fabsystem/fabsystem.html）

今後は、これをさらに強力な組織と
して改造し、本格開発の段階へ進んで
行きたいと考えています。

ミニマルファブの創造

オフロード型投資

研究の挫折

投資ドリブン産業

200m

メガファブ：投資５千億円

■年間生産能力5億chips/line → 稼働率低迷

●資源利用効率0.1%(リソグラフィ）
●巨大クリーンルームで巨大エネルギー消費

21世紀型･技術ドリブン産業

ミニマルファブ：投資5億円
■年間生産能力50万chips/line
→年間10万個までの多様な商品、試作をカバー
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