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世界を先導する高水準の産業技術力を保持していくことが、わが国経済の持続的発展の重要な
原動力になりますが、このところの中国をはじめとするアジア諸国の生産・技術力の向上や、欧
米諸国の差別化・高付加価値したもの作りの進展など、ここ10年余の間に世界の競争構造は大き
く変化し、わが国の産業技術力の相対的低下が懸念されております。
このような状況を打開し、持続的成長を確保していくためには、より付加価値の高い財とサー
ビスを生み出し、より生産性の高い新事業、新市場を創出していかなければなりません。そのた
めには、新技術のシーズ創出につながる基礎研究から基本技術の創造、実用化、市場の創出まで
幅広い視野で、より有機的な産官学の連携を進め、絶え間のない革新技術を生み出していくこと
が必要不可欠なことと考えられます。
このような認識のもと当会では、平成15年度に産業技術委員会において産官学連携を促進する
場として下部機構にMEMS・マイクロファクトリー実用化研究交流会を設け、MEMS、マイクロ
ファクトリー技術を製品サイズや作業者を考慮した製造装置のダウンサイジング化技術に適用す
ることにより、省エネルギーや環境に優しいファクトリーを実現するための調査研究を行いまし
た。
本報告書は、同調査研究の初年度目の活動成果を取りまとめたものですが、各位のご参考に供
するとともに、本研究交流事業へのご指導、ご協力に対し厚く御礼申し上げる次第です。
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MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)は、近年急速に発展してきた半導体微細加工技術を
用いて、微小な機械部品と電子回路を集積した高性能かつ省エネ性に優れたシステムで、情報通
信、医療バイオ、環境などの分野の基幹部品として高い成長性が期待されるとともに、新たな応
用分野を切り開くキーテクノロジーとして注目されています。
また、「小さな物は小さな機械で作る」というマイクロファクトリーは、大型の工作機械に比べ
加工精度の向上が見込めるほか、マイクロマシンなど最先端機器の製造や顧客の注文に応じて精
密機器を「一品生産」する技術として注目されるとともに、設置スペースや消費エネルギー削減、
環境負荷の抑制等で大きな効果が期待できます。
そこで、MEMS、マイクロファクトリー技術を製品サイズや作業者を考慮した製造装置のダウ
ンサイジング化技術に適用し、省エネルギーや環境に優しいファクトリーを実現するための調査
研究を行うこととし、平成15年度から産業技術委員会の下部組織に「MEMS・マイクロファクト
リー実用化研究交流会」を設置しました。
初年度目の調査では、マイクロファクトリーを中心に研究現場の見学や有識者の講演を通じて
現状を把握するとともに、大型機械への適用、MEMS製造装置、生産システム等の視点からマイ
クロファクトリーのニーズと課題を抽出しました。また、様々な指標を用いてどのような製造方
法、製造装置にマイクロファクトリーの適用効果が大きいかについても考察致しました。
本報告書は、それらの成果を取りまとめたもので、関係各位にご活用いただけましたら幸いで
す。
なお、研究交流会の活動の中で貴重なお話をいただいた富山大学の森田昇先生、見学に快く応
じて下さった産業技術総合研究所殿、オリンパス㈱殿に心より感謝申し上げますとともに、研究
交流会の活動でご指導をいただいた産業技術総合研究所の石川雄一先生、熱心に調査に当たって
いただいた委員各位に厚く御礼申し上げます。
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平成15年度の活動概況
日 時
会 合 名
15.８.５ 第１回幹事会

15.８.20 第１回交流会
15.９.25 第２回交流会

15.10.22 第３回交流会

15.11.20 第４回交流会

15.12.９ 第５回交流会

16.１.21 第６回交流会

16.２.12 第７回交流会

16.３.12 第8回交流会
～13

実
施
事
項
研究交流会を進めていく上でのMEMSとマイクロファクトリーのバ
ランスや調査対象範囲、ナノテクノロジーとの関係調整、マイクロフ
ァクトリーの現場の見学先などにつき検討した。
黒田主査（三菱電機）の挨拶の後、委員の自己紹介と本交流会への
期待などについて聞き、次いで今後の進め方を検討した。
産業技術総合研究所東事業所（茨城県つくば市）で開催。
まず、服部光郎産学官連携部門産学官連携コーディネーターの挨拶、
研究所の紹介の後、前田龍太郎機械システム部門集積機械研究グルー
プ長から「MEMS技術の現状」について世界のトレンドと日本の問題
点、研究開発のターゲット、体制、今後の応用とプロジェクト例等に
ついて話を聞き、質疑応答を行った。
次いで、岡崎祐一機械システム部門ファインファクトリー研究グル
ープ長から「マイクロファクトリー技術の現状」について、マイクロ
ファクトリー化の意義、研究開発の歴史、国内および海外での取り組
み等について話を聞き、質疑応答を行った。引き続き、マイクロ旋盤、
ポータブルマイクロファクトリーおよびMEMS関連設備を見学した
後、今後の見学、ヒアリング先と開催スケジュールについて検討を行
った。
オリンパス(株)技術開発センター宇津木（東京都八王子市）で開催。
小川治男研究開発センターMEMS開発本部長からオリンパスにおける
マイクロ技術戦略及びMEMS、マイクロファクトリーの取り組みにつ
いて、技術の体系化や検証、具体的展開事例などの説明を聞いた。引
き続き、同社の開発したマイクロファクトリー装置、MEMS部品等を
見学し、意見交換を行った。
高田幹事（三菱電機）から10月17日に長野県諏訪市で開催された「諏
訪圏工業メッセ」の模様を、とくにDTF（Desktop Factory）研究会加
盟企業の展示品の動向を中心に報告を聞いた。次いで11月12～14日に
かけて開催されたマイクロマシン展の見学報告を石川幹事（産業総合
研究所）、岡田委員（日立製作所）、岸田委員（日本製鋼所）から聞き、
その後今年度の報告書の取りまとめ方、執筆分担などを検討した。
マイクロファクトリーのニーズと課題について検討を行うととも
に、今後実施予定のヒアリング項目の内容について討議した。引き続
き、今後のスケジュール及び活動内容について検討した。
富山大学教授（工学部機械知能システム工学科）森田昇氏から、「小
型精密機械部品用ミニ生産システムの研究開発（千葉地域新生コンソ
ーシアム研究成果概要）」及び「ナノテク支援のための自立型ナノ加工
計測システムの開発と応用」について話を聞き、質疑応答を行った。
引き続き、マイクロファクトリーのニーズと課題について意見交換と
平成15年度報告書の目次案、原稿分担について検討した。
マイクロファクトリーへのニーズと課題についての各委員の執筆分
担内容の摺り合わせを行うとともに、マイクロファクトリー化の可能
性についてのヒアリング調査結果をもとに、その整理方法について検
討を行った。
三菱電機(株)保養所五景館高陽楼（静岡県伊東市）にて開催。全体
を通しての平成15年度報告書原稿内容について検討し、統一すべき項
目や目次の再編成、まとめ方等について確認した。
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論

１．緒

言

１．緒言
MEMS・マイクロファクトリー実用化研究交流会が日本機械工業連合会の下部調査研究機構と
して 2003 年８月に発足した。
研究交流会として、産総研から１名参加を頂き、産業界から 11 名の 12 名でスタートし、2003
年度と 2004 年度の２年間の調査研究を行うこととした。
マイクロファクトリーが提唱されて 10 年以上になる。小さな部品は小さな製造装置で作れない
かという素朴な発想からスタートし、超小型工場、卓上工場、可搬型工場などの概念に広がりを
見て市販品も登場している。このようなマイクロファクトリー技術の生産現場への導入は、消費
エネルギーの抑制と環境負荷の低減を実現する手段として、大きな効果が期待されている。
MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）はシリコンプロセス技術により機械的要素と電子
回路的要素を持つマイクロシステムで光通信分野、バイオ分野、各種センサーなどに使われてい
る。マイクロファクトリーの構成要素になりうる側面も持っている。
このような MEMS・マイクロファクトリー技術を製品サイズや作業者を考慮した製造装置のダ
ウンサイジング化技術へ適用することにより、省エネルギーや環境にやさしいファクトリーの実
現を目指すためにどうようなニーズがあるのか、どのような課題があるのかなどを事例研究や製
造現場の調査等を通して、調査研究を行う。
本研究交流会では 2003 年度に MEMS 及びマイクロファクトリーの調査研究を行い、2004 年度
はこれを更に進める予定である。
本書は MEMS・マイクロファクトリーの調査研究の中間報告書である。

－1－

２．調査研究の概要

２．調査研究の概要
2.1

調査研究の目的

マイクロファクトリーの関する調査研究では以下の３つを目的としている。


マイクロファクトリーの現状の把握



複数の視点からのマイクロファクトリーのニーズと課題の抽出



様々な製造装置とそれらから作り出される部品の各種指標の比較

2.2

調査研究の内容と方法

実際の調査研究では、研究機関の見学、企業の見学、展示会の見学、大学や研究機関の先生に
よるご講演、本研究会のメンバーによる現状の調査など複線的に実施した。
マイクロファクトリーの現状の把握では、富山大学工学部機械知能システム工学科の森田教授
にご講演を頂いた（本報告書 3.1、3.2 に掲載）。オリンパスの見学をさせていただき、研究開
発センターMEMS 開発本部長の小川様からご説明を頂いた（本報告書 3.3 に掲載）。先進的な研
究を推進している産業技術総合研究所・機械システム研究部門の見学と集積機械グループ長の前
田様、ファインファクトリー研究グループリーダーの岡崎様にご講演を頂いた。（本報告書 3.4、
3.5 に掲載）
また、調査研究の期間に開催された諏訪圏工業メッセやマイクロマシン展の見学も実施した。
本報告書の６章に参考資料としてこれらの見学レポートを併せて掲載している。
これらの調査結果を踏まえて、様々な視点からマイクロファクトリーのニーズと課題を本研究
会のメンバーが執筆した。更に、ニーズと課題を調査するにあたって、様々な製造装置とそれら
から作り出される部品の各種指標について、本研究会のメンバーが現場の調査を行い、4.10 に調
査結果を一覧表にまとめるとともに、比較分析を行った。
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３．マイクロファクトリーに関する研究開発の現状
3.1
3.1.1

「加工機械」と「機械加工」のマイクロ化技術
マイクロ化の潮流

機械技術はメカトロニクス化、オプトメカトロニクス化によって、マイクロ化の恩恵を受けつ
つ高精度化・高能率化を着実に達成し、マイクロ化技術の発展を支えてきた。また機械自身をマ
イクロ化した「マイクロマシン技術」に関する研究に、21 世紀産業の種として期待が集まり、マ
イクロ化の潮流は、様々な面から機械技術の革新に拍車をかけ続けるに違いない。
とくに近年、微細な精密部品の製造技術が重要視されてきている。リソグラフィー的手法では
製造が難しい３次元構造部品に対して、超精密でかつ超微細な機械加工の適用が認識され始めて
きている。機械加工という単一加工原理でそれが実現できれば、材料選択の自由度や工程設計の
点で非常に有利である。そのうえ、小さい部品加工に小さい加工機を適用できれば、超精密で超
微細な加工技術としてさらに付加価値は高まる。
ここでは、マイクロ化に関連して「加工機械のマイクロ化」と「機械加工のマイクロ化」を取
り上げる。ちょっとした語順の違いではあるが、意味は大きく異なる。言い換えれば、前者は「工
作機械の小型化技術」であり、後者は「機械加工による微細加工技術」となる。この２つの技術
について、現状と将来動向を紹介しながら、筆者の想う未来工場のイメージを述べる。
3.1.2

マイクロファクトリ

「マイクロファクトリ」とは、小さな部品・製品をその大きさに見合った製造設備で製作する
超小型生産工場の概念である。生産機械を小型化することで、省エネルギー、省スペース、省資
源化を図れる。また、機器の交換やレイアウト変更が容易になり、製品の変化に柔軟に対応でき
る。他品種少量生産に適した、環境負荷の小さな生産システムを構築できるものと期待されてい
る。
工業技術院機械技術研究所（現、産総研機械システム部門）は、1990 年にデスクトップ型のマ
イクロファクトリを提案し、生産機
械の小型化効果に関する研究に着手
した。1994 年度からは、産技プロジ
ェクト「マイクロマシン技術の研究
開発｣

(1）

に取り上げられ、マイク

仕様
セル寸法

200×200×190 mm

砥石直径
砥石回転数
／同出力

φ80ｍｍ
10,000min-1/150W
(30,000 min-1/450W)

切込量
送り分解能

0.5mm
0.05µm/50µm区間

ロマシンセンターから再委託を受け

工作物センタ 回転数3,000 min-1

た企業体および機械技研で、それぞ

テーパ補正
補正単位

れマイクロファクトリの試作開発に
取り組んできた。その成果は、
「機械
加工マイクロファクトリ」として公

研削砥石

工作物回転センタ
ユニット

±50µm／10ｍｍ
0.1µm

偏心切込機構
特徴

テーパ補正機構と
クランプ機構

・偏心切込機構
・高速砥石軸
・テーパ補正機構
・回転駆動センタ

図 3.1.1

表されている。この開発事例は具体
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ミニ円筒研削セル

的応用先を特定しない、多分に探索的
なものであるが、これらのデモンスト
レーションが多くのユーザや開発者に
仕様

刺激を与えたことは想像に難くない。
3.1.3

ミニチュア化生産システム

千葉地域新生コンソーシアム「小型
精密機械部品用ミニ生産システムの開
発研究｣

(2）

では、新エネルギー・産業

技術総合開発機構から委託された企業
体および公設試験場、県内大学で、1998

ワークサイズ

φ15mm×50mm

加工能力

0.1mm×0.1mm/rev
切り込み×送り

主軸モータ

50Wビルドイン方式

回転数
400～10,000min-1
軸ストローク
X軸20mm，Z軸50mm
早送り速度
5000mm/min
刃物台割り出し 6位置任意近回り
工具
8mm角バイト
重量
25kg

大きさ 250横×230奥行×248mm高

小型化のための主な技術

位置決め用

・小型主軸モーター

小型測長センサ

・小型測長センサ

年からミニチュア化生産システムの研
図 3.1.2 ミニ旋削セル

究開発に取り組んできた。その成果は、
2002 年 ３ 月 に 公 表 さ れ て い る 。 図
3.1.1～図 3.1.3 は、ミニチュア化生産
システムの構成要素（加工セル）であ
(2）

り 、ミニ円筒研削セル、ミニ旋削セ
ルならびにミニフライスセルから構成
されている。図 3.1.4 は、ミニ円筒研
削セルを中心としたミニチュア化研削

仕様
200ｘ200ｘ198mm
30kg
ブラシレスDCモータ
(30W，10,000min-1)
工具径 1～6φmm
(エンドミル切削)
移動範囲 X 軸 40mm
Y 軸 25mm
寸法
重量
主軸

マイクロフライスセル

PC

Z 軸 35mm

Y

システムであり、小型光通信部品の実

Z

X

用生産を目標とした試作装置として注

200ｘ200ｘ198Ｈmm

システム構成

目を集めた。図 3.1.4 は、ミニチュア
(3）

化工作機械の設計概念である 。小型

モータドライバ

デジタルデータ
レコーダ

化に伴う剛性と動力の低下を、非相似

アンプ

図 3.1.3

ミニフライスセル

則の適用と超高速主軸の採用などによ
り解決している。現在、さらなる超精
幅1000×奥行600×高さ1300mm

密化・高機能化を目指し、モジュール
化技術や高速化技術などへの取組みを

搬送装置

進めている。
また最近では、民間企業の生産シス
テムの小型化への意識も高まっており、
長野県テクノ財団による「デスクトッ
プファクトリー研究会」といった公的

直径・円筒度測定

超音波洗浄

研削セル

機関を窓口とした研究会の発足など、
企業活動の一部として熱心に議論が行
われ、研究開発が進められている。他
にも理化学研究所では、
「マイクロワー

ポストプロセス円筒度制御

図 3.1.4
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光通信部品用ミニチュア化研削システム

クショップ」と称してデスクトップ型
の各種加工機を開発しており、実用機

小型化に伴う剛性問題
相似による場合
静剛性 ∝ 縮小率

としての性能と汎用性を低価格で実現
している。表には出ないが、実際に自

動剛性 ∝ １／縮小率
設計上の対策
個々の構成要素の剛性向上策

社製品のサイズに合わせて小型の生産

（相似則を用いず）

体積縮小→加工動力不足
3
体積（縮小率 1/5） ＝ 1/125

モータトルク ∝ モータ体積
対策 ： 高速回転 ( 小径工具)
モータ動力∝トルク×回転数

新しい構造設計

(4）

機械を内製しているところもあり 、

（負荷面積の拡大など）
実負荷の減少

将来的には、量産型のミニチュア化生

（切削，研削負荷の減少）

高速回転主軸の採用による
負荷の減少

産システムへの展開が期待されている。
将来、工場の床から開放された工作
機械は実験室、設計室、試作室をはじ
め、教室、DIY 店、住宅地までも進出

寸法精度の向上
→静剛性向上及び精度制御
形状精度の向上
→動剛性向上

し、情報通信の環境を最大限に利用し

図 3.1.5

変形の極めて少ない構造設計
により、寸法及び形状精度の
向上の達成

ミニチュア化工作機械の設計概念

た、ごく小規模の新たな製造ビジネス
を生み出す可能性を提供するであろう。
性能的には、限られた空間に多くの機能を統合することや完全自動化が困難になる一方で、慣
性の低減により高加速度化や主軸の超高速化が容易になる。単一の加工機の生産性や単機能化が
問題になる場合には、複数台を導入してカバーすればよい。また、設計次第では高剛性化や高精
度化にも有利となり、精密微細加工に必須の条件を満足する。
しかしながら、これでは加工機が小さくなった分、相対精度としては低下することになる。従
来の加工機では不可能なマイクロ・ナノ融合領域の機械加工を実現するためには、新たな加工原
理、加工手法を見いださなくてはならない。そのヒントがつぎに紹介する SPM（走査型プローブ
顕微鏡）機構を利用したマイクロ・ナノ加工にあると考える。
3.1.4

SPM機構を利用したマイクロ機械加工

1981 年に発明された STM（走査型トンネル顕微鏡）は、原子の実空間観察を実現しただけで
なく、原子１つのマニピュレーション

(5）

までをも可能にした。それ以来、STM は多様な SPM フ

ァミリへと発展し、様々な分野で研究・開発に利用されている。
図 3.1.6 は、SPM の１つである AFM（原子間力顕微鏡）の原理である。三次元表面粗さ計と
良く似ており、非常に鋭い探針（プローブ）を
試料に近づけて走査し、表面形状を測定する。
探針は極めて柔らかいマイクロカンチレバーの
先端についており、カンチレバーのたわみを検
出して探針の接触荷重を一定にフィードバック
制御する。
試料とプローブの精密な相対位置制御を行う
点では、工作機械の工具と被削材との関係と同
じである。しかしながら、母性原則に基づく剛
の制御に対して、SPM では柔の制御を行ってい
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図 3.1.6

原子間力顕微鏡の原理

図 3.1.7

加工用マイクロカンチレバー

図 3.1.8
単結晶シリコンのナノ
図 3.1.8
単結晶シリコンのナノ

加工部の
SEM
観察像
SEM
加工部の
観察像
る。この考え方によって、機構の運動誤差や被
削材の形状誤差を逃がしている。
SPM には様々な種類のプローブがあるよう
に、SPM 機構を利用した加工も同様に、プロー
ブや加工環境を変えることで様々な加工ができ
る。図 3.1.7 のような加工用マイクロカンチレ
(6）

バー （先端に粒径 50mm 程度のダイヤモンド
砥粒を固定）を用いると、ナノ切削加工を行え
る。図 3.1.8 は単結晶シリコンにナノ切削をし
た加工部の SEM（走査型電子顕微鏡）観察像で
ある。厚さ数十 nm の切りくずが加工部の周囲

図図3.1.9
3.1.9

アルカリエッチングで溶
アルカリエッチングで溶
け残ったナノ加工部
け残ったナノ加工部

に見られる。ナノスケールの切込み条件でも、
(7）

マクロスケールと同様の切削が行われている。また、硬脆材料でも延性モードで加工できる 。
さらに、単結晶シリコンをナノ切削した後、加工変質層を評価する目的でアルカリエッチング
を行うと、予想に反して図 3.1.9 に示すように加工領域が周囲に対して溶け残る現象が見られる
(8）

。加工変質層のマスク効果に起因するものと考えられるが、加工せず摩擦のみでもマスク効果

が発現することが確認されている。このマスク効果は、ナノ摩擦に伴って酸素濃度の高い非晶質
(9）

化層が生成するためと考えられている 。
図 3.1.10 は、この加工原理で作製した微細構造の例である。マスクプロセスの不要な加工法と
して期待される。
この他の SPM 応用加工法としては、非力学的な手法ではあるが、プローブへの電圧印加によ
る電界蒸発

(10）

や陽極酸化

(11）

、電気分解

(12）

を利用した加工法や、光プローブからの近接場光

（12）

を利用した加工法などがある。いずれの手法にせよ、 加工技術としては未成熟であるが、未知の
可能性を秘めた魅力的なツールである。
SPM 応用加工は、比較的小型軽量な構成で、マイクロ・ナノスケールの加工を行える。さらに、
加工機自身が元来高分解能の測定器であるため、加工形状のその場計測を行える。図 3.1.9 は、
AFM を応用した「３次元ナノ加工計測システム」の外観図である

(13）

。このシステムでは、工具

となる加工用カンチレバーと観測用カンチレバーの交換機能、それらの３次元位置決め機能なら
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図 3.1.10
図
3.1.10 ナノ加工部のマスク効果を
ナノ加工部のマスク効果を
利用した加工事例
利用した加工事例

図図
3.1.11
を応用した
3 次元ナノ
3.1.11AFM
AFM
を応用した
3 次元ナノ
加工計測システムの外観図

加工計測システムの外観図

びに NC 制御機能をもっており、３次元のナノ加工機として期待される。
このように SPM 応用加工技術は、従来の機械加工に無いポテンシャルを有しているうえに、
小型化への可能性が高く、マイクロファクトリの構成要素として適している。実際に、前述の産
技プロジェクトの企業体が開発しているマイクロファクトリでは、歯車の加工に SPM を応用し
たマイクロ電解加工を適用している
3.1.5

(14）

。

マイクロファクトリによるマイクロマシン生産工場

20 世紀の機械技術において、マイクロ化技術は、計測制御やソフトウエアなどの間接的な面で
大きく技術を進歩させた。しかしながら、ここで紹介した生産機械や機械加工そのもののマイク
ロ化を目指した研究は、歴史も浅く、技術の蓄積はまだまだ足りないのが現状である。
機械加工の長所は、生産性と精度の高さを両立できる点にある。そして、もう一つの長所は、
加工スケールの幅の広さであろう。巨大な高層ビルも半導体チップも機械加工なしには作れない。
究極の加工ともいえる STM の原子操作も機械加工である。従来技術の限界を超えたマイクロマ
シンのスケールにも、まだまだ機械加工の可能性は秘められている。マイクロファクトリがマイ
クロマシンを生産する日が現実のものとなるよう期待する。
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3.2

ナノテク支援のための３次元ナノ加工計測システムの開発と応用

3.2.1

背景と目的

超精密加工技術の発展に伴い、機械加工においてもナノメータスケールの３次元加工・制御技
術が求められている。現在のところ、マイクロメータレベルでの３次元機械加工の実用化技術は
存在するが、ナノメータスケールのそれは未だ研究開発の段階にあるといえる。これは、機械振
動、熱変形、工具形状と摩耗等の不規則性の誤差要因をナノメータレベルで安定制御することが
困難であるからである。
このような背景から、近年走査型プローブ顕微鏡（SPM）を用いた極微細加工に関する研究が
(1）

盛んに行われている。そのほとんどは走査型トンネル顕微鏡 （STM）の電気化学的な原理を用
いた非機械加工技術

(2）～(4）

(5）

への応用である。一方、原子間力顕微鏡 （AFM）機構を用いた極微

細加工に関する研究では、表面画像情報の取得とともに加工単位１nm 程度のナノスケール機械
加工

(6）,(7）

が可能となっている。また、摩擦力顕微鏡（FFM）

(8）

機構の機能を利用すると、加工

(6）

中の水平分力も測定できる 。しかし、元来 AFM、FFM は微細加工用に開発された装置ではな
く顕微鏡機構に用いる機能（探針やその走査機能）を加工機能に代用しているに過ぎず、再現性
と応用化を満たす研究成果は得られていない。すなわち、加工用の専用探針（工具）を持たない
ことに加え、探針位置を３次元的に位置決めする計測制御機能と NC 機能を具備していないこと
が、ナノスケール機械加工を安定して実現するうえで課題となっていた。
本研究では、FFM 機構の表面観察機能をベースに工具（加工専用カンチレバー）の交換機能、
位置決め制御機能や NC 機能など加工機としての機能の付加・拡充を図るとともに、１～10nm 単
位での機械加工とナノスケール計測を同一機上で安定して実現し、様々な動作環境や設置場所に対
応可能な、
「３次元ナノ加工計測システム｣
3.2.2


(9）～(12）

を新たに研究開発することを目的としている。

システムの概要
開発コンセプト
本システムの開発目標は１～10nm 単位での機械加工とナノ計測を同一機上で実現し、様々

な動作環境や設置場所に対応可能な「３次元ナノ加工計測システム」の研究開発である。シ
ステムの構造設計を行う上で最も重
要となるのはカンチレバー交換機構、
小型位置決めステージ、加工用カン
チレバーである。


システムの概要
図 3.2.1 はシステムの全体図であ
る。システムは大きく分けるとナノ
加工計測ヘッド部、ピエゾステージ
の制御を行うピエゾステージコント
ローラ部、システムの制御・管理を
図 3.2.1

行う PC 部および制御盤から構成さ
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システムの全体図

れる。表 3.2.1 は、本システムの仕様である。


加工測定ヘッド
図 3.2.2 は、加工・測定ヘッドの模式図である。
表 3.2.1

ピエゾステージの仕様

ステージのストロ－ク（粗動）

300mm

ステージのストロ－ク（微動）

80mm

ステージの分解能

３nm

ア ク チ ュ エ ー タ の サ イ ズ は 60mm×60mm×
37mm、重量は 500g と小型軽量であるのに加え、
３軸変位センサを搭載していることから高精度な
クローズドループ制御位置決めを行うことができ
る。

図 3.2.2

加工・測定ヘッド部

図 3.2.3 は、光学系の模式図である。レーザダ
イオードから出たレーザ光はプリズムを介してカ
ンチレバー背面に照射される。カンチレバーから
の反射光はビームスプリッタを通じて４分割フォ
トディテクタへと送られる。これによりカンチレ
バーのたわみ量、ねじれ量の微小変位を拡大検出
することができる。
光学系および加工・測定用カンチレバーは３軸
位置制御ピエゾアクチュエータに取り付けられて
おり、カンチレバースキャン方式の構造を実現し
ている。また、カンチレバー上部には観察用の窓
が設けてあり、レーザのスポット位置の調整、加

図 3.2.3

光学系

工・測定目標の位置合わせが可能である。


カンチレバー交換機構
高剛性の加工用カンチレバーを測定に用いた場合、過大な接触荷重と感度の鈍さにより試
料へのダメージ、分解能の低下を招いてしまう。そのため形状測定の際には AFM 測定用の
カンチレバーを使用する必要がある。加工・測定の２つの行程を同一機上で直ちに行うこと
を可能にするには、カンチレバーの交換機構が必要である。図 3.2.4 は、カンチレバー交換
機構部の模式図である。２本のレバーは回転軸を中心に 90°回転させた位置に取り付けられ
ており、回転用レバーを用いて手動でレバーを交換する。カンチレバーのベースは固定用マ
グネットを用いて固定し、加工・測定時に振動、ぶれが生じないようにした。



システムの制御方法
図 3.2.5 は、制御システムのブロック図である。システムは大きく分けて３つに分けるこ
とができる。左側のブロックは加工計測機ユニットである。中央のブロックは信号制御を行

－12－

図 3.2.4

カンチレバー交換機構

うコントローラユニットであり、
フィードバック制御回路により
変位センサからの信号を基
にピエゾステージのクローズド
制御を行っている。４分割フォ
トディテクタからの信号は演算
され、たわみ量およびねじれ量
の信号に分割される。たわみ量
の信号は Z 軸のフィードバック
制御回路へ、ねじれ量の信号は
そのままパソコンへ送られる。
同時に Z 変位センサからの信号
もフィードバック制御回路に送

図 3.2.5

制御システムのブロック図

られ、 Z 軸の位置決めを行う。加工を行う場合、パソコンから送られてきた信号に対して、
センサ信号とたわみ量信号をもとに、設定した切込みで加工するようにフィードバック制御
を行う。また、パソコンに送られたたわみ量、ねじれ量から加工中の垂直荷重と水平分力を
測定する。AFM 測定の場合、たわみ量を一定に保つことにより形状測定を行う。右側のパ
ソコン部ではシステム全体の制御を行ない、同時にカンチレバーのたわみ量、ねじれ量のデ
ータ収集を行う。


加工用カンチレバー
図 3.2.6 は、加工用カンチレバー探針の工具の作製工程である。以下にその手順を簡単に
説明する。
①

単結晶シリコン上の SiO２膜にマスクパターンを形成する

②

アルカリ溶液にて異方性エッチングを行う

③

SiO２膜を除去し、ダイヤモンド探針の型となるシリコンモールドを作製する

④

シリコンモールド上に CVD 法によって多結晶ダイヤモンド薄膜を成膜する

⑤

研磨によりダイヤモンド膜の上部を除去する

⑥

アルカリエッチングによりシリコンモールドを完全に除去し、ダイヤモンド探針を取り
出す
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図 3.2.6

カンチレバー探針の作製方法

図 3.2.7 は、マスクパターンを変化させた時のモールド形状の変化である。いずれの形状の場
合でも単結晶シリコンの異方性エッチングによって四角錐状のモールドが形成されていことがわ
かる。

（a）円状
図 3.2.7

（b）正方状

（c）三角状

マスクパターン形状によるシリコンモールド形状の変化

図 3.2.8 は、作製したシリコンモールドおよびダイヤモンド探針の SEM 写真である。シリコ
ンモールドの形状が正確に転写されていることがわかる。図 3.2.9 は、作製した加工用カンチレ
バーの SEM 観察像である。加工用カンチレバーは、測定用と比べて約 1000 倍の剛性を有してお
り、これにより任意の垂直荷重での加工が可能となる。

図 3.2.8

探針の SEM 写真
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3.2.3

３次元ナノ加工計測システムの応用化

本システムは、図 3.2.10 に示すようにナノスケール機械加工と計測を同一機上で実現すること
ができる。また、カンチレバー探針と加工物の相対位置が３次元的にフィードバック制御できる
ことからナノスケールの３次元微細加工を行うことができる。

図 3.2.10

３次元ナノ加工計測システムの応用化

図 3.2.11 は、この技術を応用し
て作製した微細構造である。この
技術はナノテクノロジー支援技術
として様々な分野で応用すること
ができる。例えば、ナノスケール
の構成部品を作製することにより

(a) 正方状加工

(b) ライン加工

(c) 階段状構造

(d) 歯車構造

各種デバイスの小型化、高精度化
をはかることができ、またナノ金
型による部品の作製、ナノグレー
ティングなどが実現できる。
図 3.2.12 は、３次元ナノ加工計
測システムを拡張したナノマシニ
ングセンタの概念図である。計測
用のナノプローブのほか、加工用
のフォトンプローブ、ナノシェー
図 3.2.11

パ、ナノフライス、ナノアブレイ

微細構造の形成例

シブ、ナノドリルをナノインデッ
クスステージに配した構造となっ
ており、図 3.2.13 のような各種ナ
ノ加工に対応している。

図 3.2.12
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ナノマシニングセンタ

図 3.2.13
3.2.4

ナノマシニングセンタによる各種ナノ加工

期待される効果

本研究において開発する「３次元ナノ加工計測システム」のように、従来の FFM 機構に加え、
加工専用探針・観測用探針の交換機能、探針の３次元位置決め制御機能（切込み、送り機能を含
む）と NC 機能および装置本体のモバイル機能を持ったシステムは従来存在せず、極めて独創的
かつ新規性、発展性の高い装置である。この装置の開発によりナノテクノロジー分野はもちろん、
ナノスケールの３次元微細加工技術の供給が不可欠となるであろう情報技術、医学、バイオ、光
学などあらゆる関連分野の革新的発展に大きく寄与する波及性の高い新技術・新装置となり得る。
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3.3
3.3.1

オリンパスにおけるマイクロ化技術の研究開発
はじめに

オリンパス株式会社（以下、オリンパス）では、1920 年に国産初の顕微鏡「旭号」を商品化し
て以来、光学技術をベースにカメラ・内視鏡・生化学分析機等の光学機器商品を提供してきた。
また、半導体技術の進展に伴い、撮像素子の高画素化が実現した事により、これらの光学機器は
デジタル機器へと変貌を遂げており、新たな価値の提供につながっている。こうした背景から、
オリンパスでは基盤とする技術を OPTO-Digital Technology と名づけて、伝統の光学技術と先進
のデジタル技術の融合を図っている。また、オリンパスはその商品の歴史の中で、デザインを重
視した小型商品を一つの特徴としており、またマイクロカセットテープや光学式ピックアップ等、
機器の小型化に大きく貢献する発明を輩出してきたことから、この OPTO-Digital Technology の
中にあえて小型化技術を定義として加えている。
近年、工業化社会から環境社会・知的生産社会に移行する中で、情報機器の携帯化、医療機器
の低侵襲化、工業機器の省エネ化等が強く求められるようになり、各種精密機器においてマイク
ロマシン・MEMS に代表されるような小型化技術がますます重要となっている。各種の微細加工
技術の進展により、体格が数 mm 以下の微細部品の製造は実用化段階に来ている一方で、このよ
うな微細部品を用いた３次元構造体の組立については、未だに熟練作業者に委ねている部分が多
い。しかしながら、我々の調査によれば、こうした微細部品をミクロンオーダの精度で組立てる
必要性が求められる場合は熟練作業者でも難作業となり、かつ体格が 0.3mm 立方を下回る超微
細部品を扱う場合には、単純な組立でさえも困難になるとの結果を得ている。特に、接着・接合
等の締結作業は、0.1mm 以下の限られた領域で行なうことが多く、限界に近づいていると言わざ
るを得ない。こうした背景から、当社ではマイクロファクトリについては、特に３次元微細組立
技術開発に取り組み

(1)(2)

、医療機器・情報機器・通信機器などの精密機器の分野に応用しようと

開発を続けている。
本稿では、オリンパスで取り組んできた各種のマイクロ化技術の研究開発について紹介する。
3.3.2

マイクロマシン技術の研究開発

1991 年から 2000 年にかけて 10 年間行われた旧通商
産業省の「マイクロマシン技術の研究開発プロジェク
ト」の目的は、
「機械や人体の狭い空間内で、検査・補
修・治療等の高度な作業を行う微小機械システムを実
現するために必要な要素技術の研究開発を行う」こと
とし、具体的には当社では産業用マイクロマシンとし
て「機器内作業システム」
（図 3.3.1 参照）を、医療用
マイクロマシンとして「能動型カテーテル」
（図 3.3.2
参照）の研究開発のグループに参画し、研究開発を実
施した。
当社の狙いとしては、本プロジェクトに参画するこ
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図 3.3.1機器内作業システム(上)と
機器内作業システム（上）と
図 3.3.1
その先端実装(下)
その先端実装（下）

とにより、マイクロアクチュエータやマイクロ機
構・マイクロセンサに関する技術を蓄積し、特に医
療用内視鏡に要求される高機能化・細径化のニーズ
に応えることにあった。ここで開発された機器内作
業システムや能動型カテーテルは、現時点でも商品
化はされていないが、例えば機器先端に MEMS 技
術を用いたセンサ・アクチュエータを実装する技術
等は、近い将来実現しなければならないカプセル内
視鏡の開発等に大きな貢献をもたらすものと考えて
いる｡
3.3.3

(3)

図 3.3.2 先端に触覚センサのついた
図 3.3.2 先端に触覚センサのついた外径
外径 1.5ｍｍの能動型カテーテル
1.5mm の能動型カテーテル

マイクロファクトリの研究開発

90 年代前半からマイクロアセンブリシステムの重要性は認識されており、熟練作業の自動組立
への移行を何度か試みてきたが、求められる精度がμｍオーダであることがネックとなり、なか
なか実現できずにいた。当時のの産業ロボットを用いた組立を前提としている限り、そして m オ
ーダのテーブル上での組立を前提としている限りにおいて、こうした精度の実現はなかなか困難
であった。一方各種の光学測定機の開発を手がけた中で、サブμm オーダの測定精度を実現して
おり、走査型プローブ顕微鏡にいたっては 0.1mm レベルの狭い範囲ではあるが、nm オーダの分
解能を実現してきた。こうした点から、マイクロアセンブリシステム開発の発想を根本から見直
す必要があると考えた。
サブμm の計測では、温度環境はもちろんのこと床振動や空気の揺らぎがサブμm～μm の影
響を及ぼすので、これを除去する必要がある。nm の計測になると、これに音響振動等が影響を
及ぼす。こうした影響を克服してきた工夫点をマイクロアセンブリシステムにも活かすべきであ
ると考えた。そこで、旧工業技術院 機械技術研究所（現産業技術総合研究所）やマイクロマシ
ンセンターで提唱されたマイクロファクトリの考え方を参考にして、μm オーダの精度を実現で
きるマイクロアセンブリシステムの開発に着手した。


マイクロアセンブリシステムの基本的考え方
マイクロアセンブリシステムを構築するにあ
たり、精密機器製品の生産形態の特徴を活かす
べく、システムの基本的考え方を構築した。例
えば時計製品の超量産型生産システムを比較対
象として、情報機器等の中規模かつ生産変動の
激しい生産形態に対しては、安価な卓上サイズ
の装置（アイランド）を組み合わせることによ
りセル生産システムを実現する「アイランド型
オートメーション」をシステムの基本とする。
また内視鏡等の医療機器のように、多様な形態
を必要とするがために小規模生産であり、かつ
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図 3.3.3

人介在型マイクロファクトリの
コンセプト図

微細な部品の集合体であるために組立てに熟練性を要する生産形態に対しては、図 3.3.3 に
示すような人の熟練性と微細組立の要素技術を組み合わせた「人介在型マイクロファクトリ」
をシステムの基本とする。この基本的考え方を前提に、
「アイランド型オートメーション」は
従来技術の組み合わせで「より安価に、より小さく」を主眼に開発し、
「人介在型マイクロフ
ァクトリ」については熟練作業の機械化に主眼を置き、将来を鑑みて「高齢者でも簡便に組
立てることのできる」システムの開発を目指している。


微小光学系組立システム（アイランド型オートメーション）
アイランド型オートメーションとして開発した、
微小光学系組立機を図 3.3.4 に示す。この装置は、
マイクロマシンなどに搭載される撮像部を想定し
た部品を対象とし、φ１mm のレンズと CCD、及
びステンレス製のレンズ枠の接着組立を実現して
い る 。 装 置 の 大 き さ は 、 設 置 面 積 で 500mm ×
350mm と卓上サイズとなっている。
本装置の特徴は、
①

独自のハンドリング技術により、バラ置きさ
れた微小レンズを傷つけることなくハンドリン
グできること

②

クリーンベンチ内の設置が可能であるので光

図 3.3.4

微小光学系組立システム

学部品の組立に適しており、かつ小型であるため設置環境の温度変化の影響を受け難いこと
③

従来の同等の機能を有する組立装置に比較して 1/3～1/4 と低コストであること

④

搬送距離が短いために、比較的生産性が高いこと

等があげられる。組立精度については、レンズ枠とレンズのクリアランス 10μm 程度での
組立を可能としており、レンズと CCD の接着時接合精度は、光軸に対し±10μm 以下であ
る。


微細溶接システム（人介在型マイクロファクトリ）
マイクロアセンブリシステムの基盤的要素技
術として接合技術がある。微細部品に適した接
合技術として、レーザ溶接技術の開発を進め、
溶接部φ0.3mm の微細部品用レーザ溶接を実
現した。溶接には、YAG レーザ装置を使用して
いるが、市販されている汎用のものでは集光ヘ
ッド部が大きく、小型の装置への組み込みには
適していない。そこで、微細溶接用に図 3.3.5
に示す小型の溶接ヘッドを開発した。サイズは
10×20×100mm と市販集光ヘッドの 1/2～1/4
程度の大きさであり、撮像ユニットを搭載して
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図 3.3.5

小型レーザ溶接ヘッド(上)と
従来のレーザ溶接ヘッド

いるため、溶接箇所の位置決めが容易である。
尚、本レーザ溶接ヘッドはマイクロマシン技術
の研究開発で行った「機器内作業システム」で
開発した補修作業用のレーザ溶接ヘッドに撮像
ユニットを搭載する改良を加えたものである。
微小部品のレーザ溶接技術により連結部位の
薄肉化が可能となり、製品の小型化が現実的な
ものとなると、課題は溶接対象小型部品の供給
／搬送／組立である。そこで、微小ピンの位置
決めを実現するマイクロパーツフィーダ、なら

図 3.3.6 微細溶接システム

びにこの微小ピンを搬送する超音波ステージに搭載されたマイクロマニピュレータ等を開発
し、これらの機能モジュールを組立ステーションとしてのサーフェイスモータステージ上に
搭載し、図 3.3.6 に示す「微細溶接システム」を構築した。
本システムの特徴は、微細な組立を顕微鏡で拡大観察しながらマイクロマニピュレータを
用いて組立てる際に、適宜作業者による判断もしくは遠隔操作の介在を可能としている点に
ある。
以上、
「アイランド型オートメーション」と「人介在型マイクロファクトリ」という２つの
タイプの異なるマイクロアセンブリシステムを紹介したが、現在はこの研究開発をベースに
して各種商品のマイクロアセンブリシステムを生産工場に導入している。
3.3.4

MEMS技術の研究開発

オリンパスにおける MEMS 技術の研究開発の取り組みは、走査型プローブ顕微鏡用のシリコ
ンマイクロカンチレバーを 1991 年に商品化したことに始まる。以来、マイクロマシン技術の研究
開発プロジェクトの中で、MEMS 技術を用いて各種センサを試作する一方、当社の代表的な光
MEMS として光スキャナの開発に注力してきた。10 年におよぶ取り組みが実り、2001 年９月に
走査型共焦点レーザ顕微鏡用として電磁型の光スキャナを実用化できた。長年のこうした取り組
みから、MEMS の機構設計・プロセス設計・加工試作・実装評価等の基盤技術を蓄積できたと判
断し、MEMS 技術による新事業を創生するため、さらに量産技術を獲得するため、2002 年２月
に MEMS ファンドリーサービスを開始した。


MEMS 技術による走査型共焦点顕微鏡用光スキャナ
共焦点光学系においてはスポット光で試料を照明するために、これを光軸直交方向に二次元
走査して面の情報を得る必要がある。当社の走査型共焦点顕微鏡は、レーザビームをガルバノ
ミラーで二次元走査する方式を採用しており、特に X 方向走査は４kHz という高速走査の必
要性から、この目的に応じた光スキャナを開発した。マイクロマシンのアクチュエータとして
は、静電型が一般的であるが、比較的高い（数 10～数 100V）電圧が必要である。特に、今回
開発したスキャナは、OLS1100 光学系のビームサイズから mm オーダのミラーが必要であり、
数 100V の駆動電圧が予想される静電型は現実的でない。そこで本スキャナにおいては、可動
コイル式の電磁型アクチュエータを採用した。単結晶シリコン基板からエッチングにより可動
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板、トーションバー、支持枠を一体加工し、可動板の一
面には反射ミラー、他面には可動コイルを形成する。可
動コイルは、スキャナを駆動する駆動コイルと振動状態
をモニタする検出コイルの二つからり、以上が MEMS 技
術により加工される部分であり、この部品を金属ベース
に接着し、磁気回路（永久磁石と磁気ヨーク）と組み合
(4)

わせて図 3.3.7 に示す電磁型光スキャナを構成した 。さ
らに、この光スキャナを２次元化し、光学系全体を小型
図 3.3.7 電磁型光スキャナ

化して、図 3.3.8 に示す従来比 60％の設置面積を誇る小
型の走査型共焦点顕微鏡 OLS3000 を開発した。
MEMS ファンドリーサービス



以上のような光 MEMS の開発に加え、DNA やたんぱ
く質を分離するための前処理用フリーフローモジュール
の開発や、走査型プローブ顕微鏡用のシリコンマイクロ
カンチレバーをバイオテクノロジーに応用したバイオレ

図 3.3.8

バー等のバイオ MEMS の開発を進めており、これらの

２次元光スキャナを搭載した
共焦点顕微鏡 OLS3000

MEMS 開発の経験を活かして、MEMS のファンドリー
サービスを開始した。
図 3.3.9 に示す当社の MEMS ファンドリーサービスの特長を以下に示す。
①

高い精度を要求する光 MEMS：光学設計とシミュレーション技術を駆使し、かつ高精度

なバルク MEMS 加工技術、さらにその評価技術
とあわせて、高い精度を要求する光 MEMS 開発
および試作・少量生産を提供する。
②

様々な顧客要求に応えるマイクロ流体デバイ
ス：自社のバイオ関連計測機器用に開発してきた
ガラス、Si、プラスチック等の加工技術、センサ
ーやデバイス等の多種多様な材料を高密度に実装
する技術、バイオ関連のデバイスに必要な表面処
理技術を駆使して様々なマイクロ流体デバイスを
研究開発および試作・少量生産を提供する。

3.3.5

図 3.3.9

MEMS ファンドリー
サービスフロー

まとめ

以上、オリンパスにおけるマイクロ化技術の研究開発の実態を報告した。マイクロマシン技術
の研究開発プロジェクトをはじめとして、必要な要素技術・応用技術は体系化できつつあると考
えている。今後は、MEMS ファンドリーサービスを中心に実用的な研究開発を進め、これらのマ
イクロ化技術をベースにした新事業の展開につなげていきたい。
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なお、マイクロマシン技術の研究開発については、新エネルギー･産業技術総合開発機 構
（NEDO）から委託を受けたマイクロマシンセンターの再委託業務として実施されたものであ
る。また、マイクロファクトリの研究開発については、NEDO による平成 10 年度産業技術研究
開発成果実用化技術開発助成金の交付を受けて実施している。
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MEMSの現状、差別化するための鍵

3.4
3.4.1

－材料とプロセス－

はじめに

アジアとりわけ中国へのものづくりの大幅なシフトに伴い、わが国のものづくりのあり方の変
化が求められている。薄利多売の製品の製造が新興工業国にとって替わられている現在、わが国
はより付加価値の高い製品を迅速に開発し、市場に送り出し、他国をリードすることが望まれて
いる。通信やバイオ、エネルギーを対象とした新しい微細製造技術は、このような状況の中で、
わが国の産業を活性化する大きな分野となることが期待されている。
微細製造技術やマイクロマシン技術は、微小なモータや歯車を半導体加工技術により製作する
ことから始まった。米国ではこの技術を MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)と呼び、欧州
では Micro System Technology と呼ぶことが多い。現在までにこの技術により実用化されたものは、
自動車用の圧力センサや、エアバック用の加速度センサが有名である。またインクジェットプリ
ンタヘッドやテキサスインストルメントの DMD(Digital Mirror Device)が知られている。将来の
期待される大きな応用分野としては、微小で高度な機能を有した光学部品を取り扱う Optical
MEMS、流体を操作する Fluidic MEMS あるいは Bio MEMS の二つの応用研究開発が欧米を中心
に活況を呈している。後者は生化学分析、化学合成を行うシステムや人工臓器等に将来の大きな
マーケットが見込まれる。Optical MEMS についても、光クロスコネクト等の開発が欧米では活
況を呈している。更に携帯端末高周波部品を対象とした RFMEMS 等が期待されている。
3.4.2


微細製造への戦略

コストの低い材料を利用したプロセス開発

成形加工の必要性
MEMS 技術、特に半導体微細加工技術をベースとした微細加工技術は初期投資コストが大
きい。この製造技術の問題点は、製造インフラへの投資が大きいことである。圧力センサ、
加速度センサといった製品個数がたくさん出るような、大企業向きのメガヒットとなる応用
分野ならば、投資コストはすぐ回収できよう。しかし、今後すぐにはこのようなメガヒット
は期待できない。むしろ MEMS は多品種少量の中小企業向きの技術といえよう。このよう
な中、半導体のプロセスの請負加工を行うファウンダリの重要性が指摘されている。公的な
機関が高コストな加工設備を設置して、ユーザの要望に応えるという考えである。公務員の
総数が抑制されているために、オペレータの任用が不可能であり、実現は難しい。とはいう
ものの、産総研機械システム研究部門では、中小企業やベンチャーを含めた企業に施設をで
きる限り開放し、要望に応えようとしている。
半導体微細加工設備は大変高価である。設備費の総投資は数十億円にも及び、メンテナン
スコストおよび運転のための人件費は、設備の３割程度に達する覚悟が必要である。半導体
は平たく言うと、ウエハサイズを大きく、線を細く短く、歩留まりを大きくして１個あたり
のチップの単価を下げる。加工設備が高価になっても、的確な設備投資を行えば、競争に打
ち勝つことができた。この勝ちパターンは、今や日本のお家芸ではなく、韓国、台湾また上
海デルタ地区に取って代わられようとしている。一方、MEMS のような発展途上の技術分野
では、このような理屈が成り立たない。エッチングや成膜装置といった高価な設備は使わな
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いですむので有れば、使わない方がビジネス展開には有利と言えよう。
そこで提案されるのが、コストの樹脂等の低い材料を用いた成形加工を微細製造に導入す
ることである。また、機械加工や半導体加工を利用してマスター金型を製造し、製品はその
マスターから樹脂などの安価な材料を用いて、コピーをするという成形加工である。現在成
(1）

形加工を利用して樹脂の加工を行う技術が急速に成長している 。特に Optical MEMS や
BioMEMS デバイスは、半導体に比べ最終製品の大きさが大きく、時に長さが cm のオーダ
ー以上となる。シリコンウエハではデバイスの個数が少ししかとれず、きわめて高価となり、
工業的に成り立たない。それに比べ成形加工では大幅なコストダウンが見込める。マスター
型が高価でも安い材料を使ってコピーが 1000 個作れれば、価格が３桁程度下がるからである。


マイクロナノ成形加工の開発例
図 3.4.1 にこの分野で多く用いられる

1. リソグラフィ
ｴｯﾁﾝｸﾞ
ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ
ﾏｽｷﾝｸﾞ材
(SiO2等)

X線

成形加工のフローを示す。マスター型は

X線吸収体
支持膜
厚膜PMMA
金属基板

露光

放射光露光あるいはシリコンの深堀加工

Si
金属基板

2. 型形成

を利用して加工する。最近では厚い構造

現像
ｴｯﾁﾝｸﾞ

が作製できる、高感度ネガレジスト SU-

PMMA
構造体

８を利用する方法も知られている。マス
ター型から金型を製作する手法としては、
Ni を用いた電気メッキ（Electroforming）

Ｓｉ構造

電鋳

メッキ

PMMA
除去

金属金型

3. 転写

成形品
射出成形
ホットエンボス

が用いられる場合が多い。最終的な成形
は、金型に溶融した樹脂で型取りを行う

図 3.4.1

射出成形、固体の樹脂の板を高温に加熱
して、金型に高圧で押しつけ型取りを行

微細３次元加工法
200μm 10μm

うホットエンボス加工が知られている。

200μm

図 3.4.2 にホットエンボス加工で試作

90

した光スイッチ素子の概念図を示す。こ

ミラー

のデバイスは、静電気力を利用して片持
ち梁を上下させてスイッチング動作を行
うもので、日本航空電子

(2）

が既に、SU

８を利用してミラー部を製作したものと
同様な構造である。今回はこれを成形技

図 3.4.2

術で試作した。図 3.4.3 はシリコンディ

ホットエンボス加工で試作した
光スイッチ素子の概念図

ープエッチングで製作したマスターを電
気メッキで転写し、作製した金型と、そ
の金型を利用して製作した微小ミラーを
示す。
最後に成形で製作したスイッチアレー
部、下部電極およびマイクロオプティカ
ルベンチ部分を実装して試作したデバイ

図 3.4.3
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(a) ミラー構造用金型（右)、光路用
金型(左);(b) 成形した微小ミラー

スを図 3.4.4 に示す。
この他にマイクロ成型でいくつかの製品が開
発されている。姫路工業大学で放射光を利用し
て製作した金型から、成型で作製した LCD 用の
ライティングパネルを示す。同グループではこ
の他に、微小コイルや半導体検査用のプローブ
カード等を成型技術により開発している。一方
海外ではバイオチップ用の成型技術が盛んであ
る。Caliper technologies 社

図図
3.4.4
８成形光スイッチ
試作した８
3.4.4試作した８x８成形光スイッチ
試作した８x８成形光スイッチ

(3）

では成型技術を利

用した Lab on a chip デバイスが開発されてい
Camera

(4）

る。欧州でも同様な研究開発が進行している。

一方、このような微細な金型の形状を計測す
る技術への期待がある。金型の側面をミラーの

Z - stage

Sensor

-1
Cantilever
Sample

Camera

-1

反射面とする場合、側面がなめらかであること

Y
Y

が期待される。また金型の抜けを考えたとき、

X

X

Z

1

側面に正の勾配があると型が抜けやすい。側面
の粗さもなめらかな方が、型から製品が抜けや
すいものと考えられる。そこでマスター型や金
型の側面の勾配や側面の粗さを計測する必要が
ある。筆者らは、このような要求に応えるため
に、金型の狭隘な凹部の側面の形状を計測する
ための AFM を改造した計測装置を開発した。
通常の AFM は光てこ方式のため狭隘な凹部の
計測が困難であるため、本装置では自己検知式

Sample surface

Y

のカンチレバーを利用している。装置の概要お
よび計測結果を図 3.4.5 に示す。
今後は成型技術の樹脂以外の材料への展開、
特にセラミックス材料の成型技術、およびそれ
らのマイクロ化学反応容器や燃料電池への応用、
ガラス材料の成型技術およびそれらの光学応用、
バイオチップ応用、計算機ペリフェラル機器の
実装への応用等が期待されている。またフォト
ニック素子や遺伝子のフィルター等では、より
微細なナノへの展開も重要であり、ガラスのナ
ノレベルの微細加工についても検討を行ってい
る（図 3.4.6）。

図 3.4.5
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AFM を改造したナノ計測装

3.4.3

微細製造への戦略

強誘電体材

料を利用したデバイス開発


材料による差別化の必要性
半導体の歴史では、我が国は 80 年代
に DRAM の製造で大変な成功を収め
た。その後、日米半導体交渉による米
国の圧力や、新興工業国の追い上げに
あい、DRAM は韓国、台湾に主導権を
渡し、システム LSI や CPU は米国に
主導権を渡している。現在、デジタル
家電用システム LSI でわが国は世界を
リー ドし つ つあ るも の の、Microsoft
や HP がこの分野でも巻き返しを図っ
ており、戦略を誤れば、DRAM と同じ
ストーリーを歩む可能性がある。特に
プロセスや材料の標準化戦略により、
どこでも、だれでも均質な製造が行え
るシステムづくりを行うことは危険性
が大きい。標準化とは相容れない特殊
なプロセスや特殊な材料を用いて、我

図 3.4.6

が国でしかできないカスタムなデバイ

パイレックスガラスのナノレベル
微細成形体

スづくりを目指すことは、的外れな戦

略ではないと思われる。半導体プロセスに新規の材料を導入すると言うことは、長期間のノ
ウハウの蓄積を必要とし、簡単にコピーすることはできないからである。産総研では以上の
ような戦略から、過去長期間にわたって、強誘電体材料を用いたアクチュエータの開発を行
ってきた。


強誘電体材料を用いたデバイスの開発例
強誘電体材料のなかで最もよく知られている材料は PZT である。この材料は、ピエゾ電気
効果および逆ピエゾ電気効果を有する。前者はこの材料に変位を与えると電気が発生するこ
とである。ライターの石に衝撃を与えると高電圧が発生し、燃料が着火することに用いられ
る。逆の効果は電気を与えると機械的な変位に変わり、動くことである。これを MEMS に
応用した例を次に示す。前者の効果を利用するものは原子間力顕微鏡(AFM)のチップである。
原子間力顕微鏡は、微小なカンチレバーと呼ばれる梁を物体の近傍に近づける。原子オーダ
ーまで近づけると先端が変位する。変位する量は通常レーザ光をカンチレバーに当て、反射
光がどの位ずれるかによって計測する。産総研で開発したものはカンチレバーに PZT を作り
込み、ピエゾ電流を計測することにより PZT の変位を計測するものである

（5）

。AFM のマル

チアレー化、高速化等が実証されている。
(6）

電圧を印可することにより、PZT が変位することを利用したものが光スキャナである （図
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3.4.7）。静電気力や電磁力を利用したものに比べ、
制御性が高い。
また、PZT はピエゾ特性の他に、誘電率が高い
ことも特長の一つである。従って高周波スイッチ
の接点部に強誘電体を用いると、ミリ波帯のよう
な高い周波数領域で損失の少ないものを実現でき
(7）

る （図 3.4.8）。近い将来、爆発的にマーケット
が広がると見られる携帯電話、無線 LAN、自動車
のレーザレーダの分野の多くは５GHz 以上の周

図 3.4.7

PZT 薄膜アクチュエータを
用いた光スキャナ

波数帯がターゲットである。この周波数帯域では、
PIN ダイオード等のエレクトロニクスデバイスに
対して、MEMS デバイスは損失の点で有利であり、
特にこれらの特殊材料を用いたデバイスは競争力
が期待される。
3.4.

まとめ

今後の我が国の製造技術の一つの新しいトレンドを
探った。産総研の中小ベンチャーへの公共サービスと
して、ファウンダリ事業、成型技術による微細部品製

図 3.4.8

造、強誘電体を利用したデバイスに関する研究開発に

高機能絶縁膜および強誘電体
膜を利用した高周波スイッチ

ついて解説した。
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3.5

マイクロファクトリ技術の意義・歴史と研究開発の現状

3.5.1

はじめに

近年、通商の自由化と製造技術のグローバル化によって、ものづくりの現場は日本国内から近
隣海外に流出し、空洞化が叫ばれるまでの問題となっている。わが国産業にとって仮にこの流れ
を阻止し、今後とも「商品企画」と「製造」の両面で世界をリードしてゆく必要があるとすれば、
技術水準の高低にかかわりなく、製造技術と製造装置技術の成熟した大量生産ではなく、多品種
変量生産・短納期・低コスト・高付加価値の要求に応え、創造性を駆使し、不断の工夫と思索に
よる新たな生産技術の構築と蓄積とに活路を見出す以外に無いであろう。装置にのみ頼った製造
技術には流出を食い止められる理由は無い。
このような背景にあって、従来型の製造現場や装置も変革を求められているといえる。情報通
信関連をはじめとする高度に集積化された製品には、微小な機械部品の加工・組立てが要求され
ており、その割合は急速に拡大している一方で,それら工程を担う機械の寸法はほとんど変化して
おらず、その結果、小さい部品の加工・組立てほどスペースファクタやコストが悪化して、合理
性を欠いている。
「小さい部品は小さい機械で」というマイクロファクトリの考え方は、これら時
代の要請に応える道を与えるもののひとつとして期待されているといえよう。
工作機械ないし生産システムの小型化は、旧工業技術院機械技術研究所や財団法人マイクロマ
シンセンター（MMC）を中心に、マイクロマシン研究の一部として 1988 年ころから議論されて
いた

(1)～(4）

。当時は「超小型の部品や機械を製造するには機械もそれにあわせて超小型化する必要

があるのではないか」という発想からであって、
「デスクトップ工場」、
「手のひらサイズ工作機械」、
「可搬・移動工場」、「オンサイト生産」などが構想された一方で、ダウンサイジングの省エネル
ギー性や経済性等が検討された。しかしここにきてマイクロファクトリは冒頭の問題を解決する
ひとつの切り札になりうるものとして新たな意味をもつに至った。総合科学技術会議や国家産業
(5）

技術戦略においても重要技術として位置付けられ 、また海外の同調と追い上げも急速である。
3.5.2

マイクロファクトリ化の意味

生産技術の課題は、加工技術、加工装置技術、および生産システムの革新であろう。マイクロ
ファクトリは、機構、加工、制御を融合したひとつの新しい技術課題で、新しい設計規範に基づ
いて、加工システムを圧倒的に微小化・集積することによって、機械部品や製品の加工方法のみ
ならず、生産現場の形態をも変革する可能性を提供するものである。その期待される効果をまと
めると以下のようになろう。


親 環 境 的 側 面：１)省エネルギ、省資源。２)振動・騒音の低減による作業者と周辺への負
荷が低減される。３)排出物の削減と管理が容易になる。



経 済 的 側 面：１)機械自体の低価格化と設置場所等、設備投資が軽減される。２)施設の
維持管理、付帯設備や工場の空調を含む運転コストが低減される。清浄空
間が得られやすくなる。３)機械の高集積設置や立体配置が可能になる。４)
可搬性に基づき、デマンドの変化に柔軟に対応するための再配置性
(reconfigurability)が得られる。機械のストック化(off-the-shelf)やレンタル
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化が可能になる。５) 工場立地制約が緩和される。設計室、オフィス、教
室、店舗、移動車内、出先等、工場の床を離れた生産現場が実現できる。
複合された加工機の小型化と低価格化が進めば、薄利な大量加工を主な生
業としていた町工場にも導入され、経営の幅が広がる。さらに、ソフトウ
ェアハウスのように、アパートの一室に居を構え、ネットワークを通じて
オーダと加工データを受け、小口の小部品加工を専門とする新規ビジネス
の可能性が生れ、物流が変る。


技 術 的 側 面：１)機械の運動部慣性が軽減され、高加速が容易に実現できる。加工機の
主軸では、いわゆる DN 値による制限が緩和され、超高速回転が容易に実
用化される。２)機械のコンフィグレーショとプロポーションの自由度が上
がり、大胆な設計が可能になる。それによって加工力の流れるループが小
さくなり剛性が向上する。また、固有振動数が上がり、外乱振動に強くな
る。位置決め精度が向上する。温度の不均一性に起因する熱変位が軽減さ
れる。システムでは搬送距離が短縮される。



作業環境的側面：オペレータへの精神的・肉体的負荷が小さく、要員の確保が容易になる。
教育現場への加工機械の導入を促し、またはその原点であるホビー用途を
開拓することによって、現在では発露の場を失っている若者達の創造性を
育み、次世代のものづくりを担う人材養成の一助となる。

3.5.3

マイクロファクトリのおこり

前述の萌芽的議論の過程で、1996 年には工作機械の極小化を追求して、手のひらサイズ以下の
(6）

マイクロ旋盤が試作された 。これは圧電アクチュエータを内蔵した直交スライド上に、1.5W の
DC モータと主軸ユニットを搭載した重量約 100g のものであり、その切削加工能力や小型化の可
能性が示された。これを契機に、やはり微小化されたフライス盤とプレス加工機が開発され、そ
(7）

(8）

れらはマイクロ搬送アーム 、２本指ハンド 、マイクロ旋盤とともにひとつのトランクケース
の中に集積され、文字通り可搬型微小工場のひ
(9）

とつのプロトタイプとなった 。（図 3.5.1）。
全備重量は 34kg、消費電力は 60W で、構成要
素である機械群を使って、モデル製品である外
径 0.9mm の極小玉軸受が試作された。そして
国内外でのデモによってその啓蒙的使命を果た
した。
一方、契機を同じくし、機械加工以外の工程
を集約したマイクロファクトリの開発が、産業
科学技術研究開発プロジェクト「マイクロマシ
ン技術の研究開発」の一部としてマイクロマ
シンセンターのメンバー企業７社によって進め
られ、成果を収めた

(10)

（図 3.5.2）。
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図 3.5.1

(９)

ポータブルマイクロファクトリ

電解加工デバイス

マイクロ送液ポンプ

3.5.4


マイクロファクトリの広がり

マイクロサーボ
アクチュエータ

塗布デバイス

国内でのとりくみ

マイクロアーム

旧機械技術研究所とその後継で

環境認識デバイス
マイクロステージ

ある産業技術総合研究所機械シス
テム研究部門では、可能性の探索
を使命とした初代マイクロ旋盤を
機能的に本格的な工作機械に近づ
けるため、その 0.1µm 分解能の数
値制御化を試み、成功した

(11)

。ま

把持デバイス

寸法 : W600mm x D
650mm x H750mm
２次元搬送ユニット

図 3.5.2

MMC のマイクロファクトリ

(10)

（NEDO ご提供）

た、機械加工の代表のフライス加
工機をより現在の精密機械加工市
場に合わせた姿で、また高速化に
おける優位性を検証する目的で、
最高回転数 20 万 rpm の主軸をも

加工ユニット

つ卓上型ミリング加工機が開発さ
れた

(12)

。また、ミリング、研削、

レーザ加工、放電加工、電解加工

駆動制御装置

等を、ヘッドを変更して行うデス
クトップ型複合加工機が開発され、
その省エネルギー性が示された
(13)

。

オリンパス光学工業では、多品
種少量生産される内視鏡の光学部
品の組立て用に、自動化されたア
イランド型卓上マイクロファクト
リが開発された

(14)

X,Y,Z 駆動軸

図 3.5.3

容器

デスクトップ複合加工機

(13)

（図 3.5.3）。

理化学研究所では微細な ELID 研削加工を行う一連のデスクトップ加工機が開発された

(15)

NEDO の地域コンソーシアム研究開発事業のひとつ、信濃川テクノポリス開発機構によ
る「工作機械のダウンサイジング技術に関する研究開発」では４つのステーションを統合し、
従来機に対して床面積 1/6、消費電力 1/3 を達成した小型自動盤が開発された

(16)

。また、東

葛・千葉地域コンソーシアムによる「小型機械部品製造用ミニ生産システム」では、20cm 四
方を基本ベース面積とした切削と研削を複合した加工システムの開発がなされた

(17)(18)

。

長野県テクノ財団による「デスクトップファクトリー研究会」では特定のシステムの開
発を目的とせず、マイクロファクトリの思想を参加企業それぞれの活動に反映させるべく、
研究と議論が熱心になされている。
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。

図 3.5.4

(16)

(14)

図 3.5.5 複合自動旋盤
（株式会社ツガミご提供）

組立て用マイクロファクトリ

（オリンパス光学工業株式会社ご提供）



海外でのとりくみ
1998 年 12 月（つくば市）と 2000 年 10 月（スイス、フリブール市）、2002 年 10 月（アメ
リカ、ミネアポリス）の３回の「マイクロファクトリに関する国際ワークショップ（IWMF）」
(19)(20)

およびいくつかの国際研究集会を通じて、マイクロファクトリの思想と研究開発の実情

は世界的に共通のものとなった。
とりくみが最も盛んな機関のひとつである、ドイツのフラウンホーファ生産技術・自動化
研究所（FhG-IPA）にて開発中のシステムは、プラットフォーム、100mm 角を基本単位とす
る作業ユニット、搬送ユニット、制御（ハードウェアとソフトウェア）等を、規格化された
インタフェースをもつキットとして揃え、目的にあわせてそれらを組み合わせるものである。
システム構築のためのシミュレーションソフトウエアも用意され、現在はバイオチップと光
学センサの組立てへの適用が意図されている

(21)

。この研究は現在、AMMS（Advanced Modular

Manufacturing System）の研究開発として企業と共同で展開されている。
アメリカ合衆国では全米科学技術財団（NSF）の支援のもと、「Micro/Meso-Mechanical
Manufacturing (M４)に関するワークショップ」が 2000 年５月にもたれた。産業界と大学・
研究機関から 30 人が集められ、微細機械加工の必要性と状況、科学・技術的側面と産業
応用からみた可能性と限界、ニーズの定式化と研究開発推進のための戦略、および技術
開発達成時の経済的インパクト、について議論され、この分野で米国が再びリーダーの座を
獲得するための科学・技術および教育の重要性を明確化したと報告書は結論付けている

(22)

。

韓国では KIMM(韓国機械金属研究院)を中心に、ナノテクノロジに関する国家プロジェク
ト（Frontier21）の一部として、多くの大学・研究機関を含んで、マイクロファクトリの研
究開発が開始された。
シンガポールでは、シンガポール国立大学、ナンヤン工科大学および GINTIC にて、小型
工作機械およびマイクロ機械加工の研究が展開されている。
その他、現在では国内外の多くの企業と研究機関において、マイクロファクトリまたは生
産システムのダウンサイジングに関連した研究開発が展開されている
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(23)～(26)

。種種のマイク

ロ加工を行う機械は必然的に小型化される。個別の工作機械の小型化もこの動向の一部とみ
ることができる。
表 3.5.1
国
ドイツ
アメリカ

各国における研究開発の特徴
研究の特徴

得意分野

実用化第一、産学連携

組立、システム化・標準化

研究重視、産学連携、トップダウン、
軍、厚生省、NSF の資金

加工、システム化

日本

ボトムアップ、企業内活動

加工、機械、計測

韓国

キャッチアップ、研究機関が先導

機械、計測

研究重視＋依頼研究、政府資金

加工

シンガポール

各国の研究開発の特質を比較すると表 3.5.1 のようになろう。
3.5.5

マイクロファクトリの特質

マイクロファクトリを端的に表現すれば、
「軽
快（light）で迅速(agile)な製造形態」というこ
になろう。加工精度や生産性といった必要な機
能は満たしつつ、コストと機動性を指標に、目
的を達成するためには何が必要で何が不必要か
を、既成概念にとらわれずに大胆に考え直して
みる余地が大いにある。その結果、装置の構成
や機構はより単純化し、低価格化する。機械は
機能ごとにモジュラー化され、ワークの搬送を
含めてそれらの接続が課題になる。
性能をえるために高度な装置技術や調整を必

図 3.5.6

(21)

IPA のミニ集積ファクトリ

要としなくなる。製造にかかわるノウハウの要
素が減り、共通技術化する。もはや生産機械は固定された生産財ではなく、道具となる。そして
経済的優位性は装置の売り手から使い手へとシフトする。
生産システムと同様に設備ビジネスや研究開発も軽快で迅速でなければならない。
3.5.6

これからの課題

機械製造におけるマイクロファクトリ化を推進してゆくために今後必要とされる研究開発は以
下のようにまとめられる。


小型化された加工機械にふさわしいコンフィグレーションと設計パラメータの最適化、そ
のための性能予測ツール、それらによる加工機械の性能追求。



実用的システムを構築するための種々の加工プロセス（機械加工、塑性加工、電気／化学
加工、レーザ加工、成形、鋳造、接合、表面処理等）をカバーするユニットの拡張、洗浄、
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選別等の周辺装置化技術、特に搬送や組立て工程のためのコンパクトな機構要素開発とその
方式。


システムの柔軟な構築のためのユニットのモジュール化とそれらの規格化。場合よっては
国際協調。システム統合ツールの整備。



加工・組立てされた品質や管理のための加工形状や状態のオンライン計測装置技術。



自動化とヒューマンスキルの関わり方についての検討。



実用化に振られ過ぎたきらいのある一方で、装置の大胆な小型化の追求。微細加工原理や
ユニークな機構原理に迫るチャレンジングな研究開発。

3.5.7

おわりに

製造業における国際競争力の支えとしての「マイクロファクトリ」を考えた場合、それ自身は
「思想」であって特定の技術またはシステムではないので、すぐさま国境を越えて広まる。要す
るにこれをどう使うかという主体にかかわるもので、先に市場を捉え、実践した「早い者勝ち」
の世界となろう。本稿が新たな競争を刺激することによってものづくりが再び活性化する一助と
なることを期待する。
謝辞
日ごろから「マイクロファクトリ」について議論をともにしていただいております産業技術総
合研究所機械システム研究部門の諸兄ならびに長野県テクノ財団 DTF 研究会の皆様に感謝いた
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ニーズと課題

４．マイクロファクトリーへのニーズと課題
4.1

電子部品製造から見たニーズと課題

4.1.1

はじめに

現状、電気電子機器の急速な発展に伴い携帯電話、PDA（Personal Digital Assistance）、パーソ
ナルコンピュータなどの情報機器の大容量化及び小型化が進み、それに伴い機器を構成する電子
部品等の小型化が進んでいる。各社の工場では今までの部品、モジュール、筐体等の組み立ては
今までの大型ライン組み立てから U ラインの組み立てに切り替え、上記小型機器の組み立てを創
意工夫して生産を行っている。このようにチップや部品等の小型化が進む中、作業者が今まで介
在して行ってきた作業もしくは、インサートマシン（自動挿入装置）が自動組み立て装置である
チップマウンターを導入して小型機器の生産に対応してきた。しかしこのような大量生産型シス
テムは次第に図式を変えつつある。又、半導体製造ラインにおいても少量多品種の波が押し寄せ
てきている。生産システムは半導体製造ラインを基本として工夫されているようであるが、新た
な生産サイドの悩みが発生している。これは、大量生産・大量消費が崩れつつある過去の図式が、
少量多品種に移行しつつある現状では、生産システムの見直しが余儀なくされている。又、近年、
化石燃料を用いた生産体制でエネルギーを大きく消費する工場ではローコスト化又、高効率化が
図られないなど問題が生じている。
ニーズとしては、少量多品種の生産物を以下にして効率よく作るか。又、このような中、マイ
クロファクトリーの思想である安価、持ち運べる、安全性が高い、小エネルギー、省スペース等
のメリットを生かした考え方を取り入れた生産が必要になってきている。つまり、小さな生産物
は、小さな製造装置で生産することが省エネルギー、省スペース、生産物のローコスト化につな
がると考えられる。
4.1.2

電子部品製造から見たニーズと課題

電子機器に用いられる各パーツ類のほとんどは、大手メーカーによって作成されるのはキーパ
ーツと呼ばれる半導体チップやメモリーチップ等などのいわゆる半導体産業を除き、その他の電
子部品（例えば、コイル：L、抵抗：R、コンデンサ：C、フィルタ：LC フィルタ、水晶フィル
タ、光学フィルタなど）は中小企業の多大な企業努力により生み出されている。


IC チップやメモリーチップ等などのいわゆる半導体産業
IC チップやメモリーチップ製造装置は、半導体製造機器の流れから、Si ウェハーサイズが
大となり、半導体製造装置も大きくなっている。よって、小さな部品を大きな製造装置で大
量に製作する体制となっている。
基本的には、半導体製造装置は大量生産によりコストダウンを図っているため、製造装置
のマイクロファクトリー化のメリットがあるかどうかが鍵なると思われる（少量多品種生産
への対応が鍵）。



電子機器に多用されるチップ部品である抵抗（R）、コンデンサ（C）、コイル（L）等の部品
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LCR 部 品 の 小 型 化 リ ー ド 部 品 か ら SMD
（Surface

Mount

Devices：表面実装デバイ

半田端子部

ス）化の技術開発がなされ（図１参照）、表面積
が当時 L×W が 3.2mm×1.6mm（3216 部品）

R-XXX

であった部品は、2.0 mm×1.25 mm（2125 部

W

品）、 1.6mm×0.8mm（1608 部品）、1.0mm×
0.5mm（1005 部品）に、更に小面積化が進んで
L

きている。このように最終製品の小型化が進ん

素子部

だ背景には受動部品の小型化が成功したことに
よるものが大きい。この受動部品は中小企業で

図 4.1.1

表面実装タイプチップ部品の外観

製作されており、一度は SMD 化に対応して設
備投資を行い技術開発に成功した。
しかし、その部品単価は近年の価格破壊等の影響により下落しており利益率が低下する一
方である。

硝子印刷

焼成

導体印刷

抵抗印刷

焼成

硝子印刷

硝子印刷

印字

図 4.1.2

焼成

焼成

レーザトリミング

印刷・焼成・割り取り等（中略）

端子ﾒｯｷ

最終検査・ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ

出荷

チップ抵抗の製造工程（一部工程の詳細は省略）

このような中、新たな設備投資資金が無いのが現状である。又、これらの受動部品は例え
ば携帯電話端末機に多く使用されているのが実状である。
それではまず、チップ抵抗（R）の製造工程等を紹介する。チップ抵抗は印刷技術による
もの（厚膜抵抗）と薄膜形成技術によるもの（薄膜抵抗）と大分類されるが、ここでは印刷
技術によるものを紹介する。印刷

スキジー

技術によるチップ抵抗の製造（図
4.1.2 参照）は、基板材料にスナ
印刷スクリーン

ップ入り（割り取り溝加工を施し
たもので、所望のチップサイズ寸
法に割り取りが出来る）セラミッ

印刷個所

基板（印刷対象物）

クス基板にスクリーン印刷技術
（図 4.1.3）を用い、所望の材料

図 4.1.3
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スクリーン印刷機

焼成炉

焼成炉

焼成炉

１

２

３

焼成前

焼成後

N2 ブロー焼成

図 4.1.4

リフロー炉

ペーストの印刷及び焼成（ペースト材料の溶剤を無くすとともに所望材料を焼き固める工程
である．図 4.1.4 参照）が行われる。
一見、抵抗体のみの印刷で良いように考えられるが、実は印刷は抵抗体だけではなく絶縁
体（ガラス等）、樹脂（保護層）など何層もの印刷が施される。つまり、印刷→焼成→冷却→
印刷・・・・の連続でようやくチップ抵抗が出来るといって良い。又、チップ抵抗はレーザ
ーによるトリミング工程（抵抗値の調整）と印字（印刷もしくは、レーザーマーキング）。更
に半田メッキが施される。更にチップ部品の宿命でもあるテーピング工程がある。このテー
ピング工程には、パーツフィーダーにより表と裏の判別がされ、次にテーピング前に品質検
査がなされる。このようにチップ抵抗は、数多くの工程を踏み製品化されている。この多く
の工程を経るためには設備がかなり多く且つ、工場面積もそれなりに大きく占めることにな
る。米粒ほどのチップ抵抗を作製する為に多くの設備及び工場スペースをとり、更に焼成工
程が多いことから多大な電力消費があると容易に考えられる。
このように紹介してきたチップ抵抗の製造工程の中で、印刷工程は、机一個分のスペース
で事足りるが、焼成工程はリフロー炉を用いておりマイクロファクトリー化のネックとなる。
この焼成工程は大型の装置を使っており更にリフロー炉の温度が 800℃前後と高温で消費電
力もかなりのものである。このような工程機器の小型化への技術的アプローチによりマイク
ロファクトリー化は進むと考えられるが、前述したように資金面の問題が残る。
又、上記では印刷技術によるものを紹介したが薄膜形成技術によるものは、抵抗体等を真
空蒸着機やスパッタ装置にて形成するため、真空チャンバーとその周辺機器で設置面積が大
きく取られる。この部分もマイクロファクトリー化の課題となる。
次に、チップコンデンサであるが、基本的には積層コンデンサで焼成がキーとなる。これ
は、焼成炉が用いられ１バッチでどの程度処理できるかが量産化のポイントになる。又、薄
膜タイプは上記した通り真空機器設備がマイクロファクトリー化への問題である。
次にチップインダクタについて紹介する。
チップインダクタも電子回路上の要求仕様に合わせ、巻き線タイプと薄膜タイプの２つに
大分類される。
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巻き線タイプの場合は、図 4.1.5 に示すようにご
保護板

く細いワイヤを小さなコアに巻く為、その巻き線機
も小さな機械で製作されている。つまり小さなコア

コア

に糸状のワイヤを巻くための小さな機械で作成して
いるため、現状でもマイクロファクトリーに近い生
産が行われているようである。しかし、薄膜タイプ
（図 4.1.6 に

ワイヤ

薄膜チップインダクタの断面図を示

す。）は、コイルを半導体プロセスに似た方法で製造

半田端子

される。基本的には、チップ抵抗同様にコイル部分
と内部電極部分以外は、印刷技術が使われているよ

図 4.1.5 巻き線コイルの断面図

うである。ここでは、コイル部分の工程について説
明する。
絶縁層
上下結合部
薄膜コイル部
保護層

下部電極部
はんだ部
基板
内部電極

図 4.1.6

薄膜インダクタの断面図

基板材料にセラミックス等の表面が印刷グレードのものを用いる。印刷技術で平坦にした
絶縁体上にコイル素材である金属薄膜（銅など）を汎用機である真空薄膜製造装置（真空蒸
着、スパッタ等）により形成する。金属薄膜形成後、フォトリソ工程（半導体技術）でレジ
ストのコイルパターンを形成し、エッチング加工を行う。コイルパターンが形成した後、絶
縁及び保護膜等を形成し、薄膜チップインダクタとする。
このとき、マイクロファクトリー化のネックとなる工程は、焼成と薄膜形成個所と考えら
れる。前述したような技術開発がポイントになる。つまり１バッチで基板を何枚セットする
かで製造個数が決まるため、この部分がマイクロファクトリー化の課題と考えられる。
以上の説明してきたチップ部品である抵抗（R）、コンデンサ（C）、コイル（L）は、表面
実装部品としてはかなり小さくなってきている反面、製造側から見た場合は一見、小さな工
場で製造されると思われるが、如何に数多く作るかを考えた場合、大きな装置で数多く作る
という考えから製造装置も大きな物になりがちである。
特に薄膜技術を応用したものは、真空機器の小型化技術開発とプロセス技術開発がマイク
ロファクトリー化にあたり重要な問題である。
更に端子部のメッキプロセスも大量の部品を一括で半田メッキを施す。このメッキプロセ
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スは大きなバレル層に大量のチップ部品と金属ビーズ（導通を図るため）を挿入しバレル層
を電解メッキ浴に入れ所望の電流密度で且つ、浴温度を一定にした中で半田メッキがなされ
る。この工程も大きな装置が使われている。この部分は基本的にはマイクロファクトリー化
が可能と考えられるがチップ部品の製造個数があまりに多い為、現状は、大型の物になって
いる。


水晶振動子、共振器、フィルタ等の部品
水晶振動子、共振器、フィルタ等の部品製造業も中小企業が多く、設備投資に苦労してい
る。又、現有の設備は小さい部品を作るわりには、真空設備が多く、小さな部品を多数並べ
ての蒸着やスパッタをして薄膜を作成することが多いことから、設備は大きいものとなって
いる。
水晶振動子や水晶フィルタは、ベース電極の蒸着及び周波数に合わせた調整蒸着等がある
が、周波数の合わせこみが在る為、水晶片のベース電極とパッケージ電極への導電接着を施
した後、数十個真空蒸着機にセットし所望周波数に蒸着を行っている。この業界の蒸着装置
は比較的小さいが更にローコストで小型化を目指すには、例えば、周波数調整用の蒸着等で
あれば、１試料がセットできるような真空装置であれば良いので１チップずつ挿入できるよ
うな機構を作り、蒸着室は出来るだけサンプルにあわせて小さくすれば、小さなチャンバー
で済むことになり製造装置の小型化が可能である。このような専用機の開発がマイクロファ
クトリー化の課題と考えられる。
又、パッケージングはハーメッチックシールと呼ばれる方法が採られ、金属パッケージ等
を用い、ドライ窒素中で露点温度管理を行いながら抵抗溶接が行われている（図 4.1.7 参照）。
この工程は小さなドライ窒素チャンバーで所望の露点温度管理が出来ることと、そのパッケ
ージを溶接できるような機構を作成し、蒸着が終了したら試料を真空者チャンバーからドラ
イ窒素チャンバーへ移動可能とし、更に溶接できるような物にするような工夫が必要でない
かと考えられる。

製品ストッカー
ドライ窒素雰囲気
真空予備室
溶接電源

製品

図 4.1.7

取出し室

露点計

ｼｰム溶接機

気密封止用シーム溶接機
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次に SAW フィルタは携帯電話、各種送受信機器に必ず使われる部品であるが、これは半
導体技術の応用製品である。これは、移動体通信及び放送のデジタル化に伴い、現状の通信
技術及び放送技術の高度化が図られており、SAW フィルタへのスペックもかなり厳しい要求
がされている。デジタル通信技術は、高周波、広帯域、急峻な肩特性が必要となって来てお
り、誘電体フィルタにない特性を必要としていることから重要な部品である。
SAＷ（Surface

Acoustic

Wave）フィルタは、基本的には共振型とトランスバーサル型

（図 4.1.8 参照）がある。又、表面弾性波を用いていることからパッケージにはハーメチッ
クシールが主流である。弾性材料には、LiNbO３ 、LiTaO３ 、水晶等が用いられ、基本的には
φ３～４インチ基板が主である。
ここでは、トランスバーサル型 SAW フィルタの製造工程の概要を説明する。
（共振器型のも
のは素子特性上、工程中ダンパー塗布が無いだけである。）

圧電基板
ｱｰｽﾗｲﾝ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ材
正規型電極
ｱﾎﾟﾀﾞｲｽﾞ型電極

図 4.1.8

トランスバーサル型 SAW フィルタ概要

トランスバーサル型 SAW フィルタの場合、図 4.1.9 の様に基板を洗浄、Aｌ薄膜形成、フ
ォトリソ、エッチング、洗浄、ダンパー剤塗布、焼成、ダイシング加工、パッケージへの接
着、ワイヤーボンディング、N２ドライ中シーム溶接、リーク検査、電機検査、テーピング
などの工程を経て出荷される。

Al 薄膜形成

基板洗浄

洗浄

ﾀﾞｲｼﾝｸﾞ加工

検査

図 4.1.9

ﾚｼﾞｽﾄﾊﾟﾀｰﾝ形成

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ塗布

中間検査

ﾀﾞｲﾎﾞﾝﾄﾞ

ﾜｲﾔｰﾎﾞﾝﾄﾞ

ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ

出荷

トランスバーサル型 SAW フィルタ製造工程
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ｴｯﾁﾝｸﾞ

焼成

ｼｰﾙ（溶接）

この際、基板洗浄～アルミニューム電極形成までは、半導体製造の応用技術であることか
ら、φ３～４インチウエハープロセス機器の小型化と真空機器の設計思想等がマイクロファ
クトリー化への期待と課題と考えられる。又、もっともマイクロファクトリー化が期待され
るのは、SAW チップを如何にパッケージングするかである（図 4.1.10 参照）。
リッド
接合部
圧電基板（SAW チップ）
セラミックスパッケージ

ダイボンド部

図 4.1.10

Al ワイヤ

金端子部

SAW フィルタチップ実装断面図

SAW フィルタチップは、表面にアルミニューム薄膜でパターニングされていることから傷

つけないことと汚さないことが重要である（表面弾性波を利用した素子である為、表面は清
浄に保つことが必要）。又、SAW フィルタチップとパッケージへの導電接着剤によるダイボ
ンドをうまく行うこととその接着の乾燥を如何に小スペースで行うかが重要である。それか
ら、ワイヤーボンディング後のドライ窒素雰囲気中（露点温度管理を行いながら）でのパッ
ケージとリッド（金属のふた）の接合が品質を左右することから、如何に小面積で効率よく
生産できるかが課題と考えられる。
水晶光学フィルタは、人工水晶からの切り出し→荒研磨→精密研磨→洗浄→光学薄膜形成
（多層コーティング）→貼り合わせ→検査→テーピングのような工程で製作される。但し、
工程の詳細については各社各様であるが一般的なことについて述べる。人工水晶片への光学
薄膜形成には大型の真空蒸着機器が使用されている。例えば、CD（音楽用 Compact Disk）
用の反射層であるアルミニューム薄膜を反射膜として用いる場合、スパッタリング装置と呼
ばれる真空成膜装置は、成膜室前の予備室にあらかじめ CD ストッカーに数百枚から数千枚
の CD を収納しておく。そして、一枚一枚ロボットアームで CD を成膜室に運びアルミニュ
ームの薄膜を形成する場所に移動させて一定時間（数秒）スパッタリングターゲット上（放
電状態）に保持し、アルミニュームの反射層を形成するように工夫された専用機がある。こ
のような装置は単層で処理できるが、水晶光学フィルタのように多層膜を形成する場合は不
向きであり、どうしても大型の真空装置で多数個の試料をセットし一括で光学薄膜を形成し
た方が良い場合もある。
更にこの場合の真空蒸着機は図 4.1.11 に示すように蒸着室の上部に光学式膜厚計が設置
されており通常の蒸着機より大きなものとなっている他、基本的に薄膜の付着強度を上げる
ために蒸着室の下部にイオン銃を設置した電子ビーム蒸着の構成になっているので電源関係
もかなり大きなものとなっている。つまり、光学薄膜用真空蒸着機はこれがスタンダードに
なっており、これ以上の装置がなかなか開発されていない問題がある。
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基板ホルダ
光学式膜厚計
蒸発源

真空
主
主
補助
R.P
ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾎﾟﾝﾌﾟ

電子銃

電子銃

ｲｵﾝ銃

制御

電源

電源

と

イオン銃

膜厚
ﾓﾆﾀ

図 4.1.11

光学薄膜形成装置

又、水晶光学フィルタは２枚の水晶複屈折板が使われており張り合わせにより水晶光学フ
ィルタとして製品化がなされる。この工程で作業者の手作業によるところも多々あるようだ。
又、貼り合わせの欠陥の検査も作業者の検査というところもある。この部分は、小さい部品
の作業を機械によるものとし、マイクロファクトリー化が期待できる。つまり、光学薄膜が
形成された２枚の水晶複屈折板の光学薄膜面を傷つけないような治具の工夫と貼り合わせ前
の接着剤の自動塗布及び貼り合わせ時の気泡の除去技術がポイントとなる。このような自動
機のローコスト化を目指したマイクロファクトリー化が期待される。
以上、水晶振動子、共振器、フィルタ等の部品の場合は、真空薄膜装置が多々使われてお
り、この製造設備のローコスト化及び小型化への開発がマイクロファクトリー化へ向けて期
待されると同時に難問でもあると考えられる。更に、水晶を使った部品は、ハーメチックシ
ールが多く採用されており、ドライ窒素雰囲気中でのシールを如何に効率良く行うかが重要
な事項となり、マイクロファクトリー化―の課題と考えられる。


部品の実装（アセンブリ技術）
上記部品等を列挙してきたが、最終製品までは分業化が進んでおりマイクロファクトリー
化を念頭におくならば、一貫生産が考えられるがこれは基本的に無理と考えられる。もちろ
ん、部品製造のマイクロファクトリー化も徐々に進んでいくと考えられるが部品をいかにマ
クロファクトリー化された工場でアセンブリするかが課題と考えられるが、実装技術こそが
マイクロファクトリー化の可能性が高いと考えられる。



新規分野からのマイクロファクトリーの取り組み
μ-TAS 関連のマイクロファクトリー化が考えられるが、マイクロ化学チップの規格化、分
析機器の小型化、マイクロ化学チップのチャネルへの接続技術、チップの接合技術等の課題
が残されている。新しい分野へ最初からマイクロファクトリーの概念を投入することにより
期待はされる。これは、既存技術の改良を施して生産対応する技術と違い、新たな生産シス
テム構築へ取り組みやすくマイクロファクトリーの概念も投入しやすいからである。
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MEMS とマイクロファクトリーについて



MEMS 技術は、最近かなり注目されているが現状、MEMS 製品として挙げられるものは
G センサ（エアバッグ用）であるが、これは、半導体の遊休設備をうまく活用してまかなえ
ている状況である。又、MEMS のファウンダリサービスを行っている企業が数社あるが現状
は MEMS 製品を作成する設備は半導体設備の流用であることから、マイクロファクトリー
化までは時間がかかる。やはり課題は、新たな設備投資に対するラインがはっきりしない状
況である。又、この MEMS 部品は、前に述べた小さな素子を如何に効率良くパッケージン
グするかが重要でありかつ、少量多品種と成りつつある現在ではマイクロファクトリーへの
期待も大きいと考えられる。
4.1.3

まとめ

電子部品製造からみたマイクロファクトリー化のニーズと課題は、


バッチ方式で如何に数多くの電子部品を作るかで生産してきた体制は今後も続くと考えら
れるが、新しい発想でローコストで省スペース、更に精算効率の良い生産機開発が待たれる。



薄膜形成装置においては、電子部品に特化した設計思想を盛り込み小さな真空室で如何に
効率よく、均一な薄膜が形成できるかがポイントとなる。つまり、半導体装置の流用ではな
い装置開発が待たれる。



新規分野の物については、最初からマイクロファクトリーの考え方を投入し、汎用機から
の流用でない装置開発が期待できる。
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4.2

流体機械分野でのニーズと課題

4.2.1

マイクロ流体機械のニーズ

医学や化学・生化学分野で、μ－TAS（Total Analysis System）と呼ばれるマイクロ化学・生化
学分析システムやマイクロ化学・生化学合成システム（Micro Reactor System）の研究開発が活
発に行われている。これらのシステムは極小流量の流体を取扱うので、各種流体素子（ポンプ、
バルブ、ミキサ、流量計等）のマイクロ化が大きな課題となっている。同様に、医療用途でもイ
ンスリン注入や制癌剤の動脈注入のような分野で、極小流量を扱うマイクロポンプや流量計等の
流体機器が必要となっている。
次世代の分散電源や携帯用電源として注目されている燃料電池分野でも小形化・マイクロ化に
取組まれており、家庭用の１kW 級固体高分子形（PEFC : Polymer Electrolyte Fuel Cell）や更に
小形化に適した直接メタノール形（DMFC : Direct Methanol Fuel Cell）の開発がすすめられてい
る。これら小形燃料電池システムの開発においても、形態上の小形・マイクロ化に加え、高い効
率を達成し低消費電力の流体機器が求められている。
前述の例の様な多くの先端技術分野で、流体機械のマイクロ化のニーズが高まっており、マイ
クロ流体機械を実現する上でのマイクロファクトリーのニーズと課題について、特に流体輸送の
ためのポンプ分野について、調査結果を報告する。
4.2.2

マイクロポンプ

流体にエネルギーを付与し移送するものをポンプとするとその形式は多様なものが存在するが、
マイクロポンプの分野でも、多様な動作原理のものが考案されており、機械式と非機械式に大き
く分類することができる。
この中で、非機械式ポンプは、導電性流体に電場を作用させて流体を移送する電気泳動等の電
気力学的（Electrokinetic）ポンプや、電気を流しにくい液体に働く静電力に基づいてポンプ作用
を起させる電気流体力学（EHD：Electrohydrodynamic）式ポンプ等が考案されているが、これら
は研究段階にあり実用に至っているものはあまりない。そこで、機械式のマイクロポンプについ
ては、その具体的な事例を示し、非機械式については代表的なポンプ原理を示すに留めたい。


機械式ポンプ
機械式ポンプは、一般には、小流量で比較的高い圧力を発生するのに適した容積式ポンプ
と比較的大流量で高い圧力を必要としない用途に適した遠心ポンプとに大きく分類できる。
マイクロポンプの分野でもこうした従来の分類に属するものが、マイクロ化に対応した製造
方法の採用によって実現されている。
図 4.2.1 は従来の遠心ポンプの小形化の一例であり、５L/min.以下の流量に適応できる。
写真はポンプの回転体一式を示したものである。図２は容積式（歯車）ポンプの例で、50
mL/min.以下の流量に適応できる。遠心ポンプは更なる小形化が可能ではあるが、一般に１
L/min.以下の流量には容積式ポンプの方が適している。
図 4.2.1、4.2.2 のポンプはいずれも基本的には従来のポンプ構造を踏襲した設計となって
おり、従来技術の延長線上で小形化を追究したものである。これらの方式は、マイクロという
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よりもマクロポンプと称すべきものであり、いずれもマイクロ化には限界があるものの、比較
的高効率なポンプを提供できる利点がある。この様な従来形のマクロポンプは小形化に限界が
あり、マイクロ流量（概略 10μL/min.以下の流量）の領域においては、マイクロ化に伴う経
済性の面からも、電動機の回転運動を利用するエネルギー伝達方法の面からも現実的な製品の
形態ではない。

図 4.2.1 超小形遠心ポンプの回転体

図 4.2.2 超小形歯車ポンプ

図 4.2.3 はシリンジポンプと呼ばれる容積式ポンプを示している。この方式は優れた定流
量特性があり、μ－TAS 等の分析システムで一般に用いられている形式である。マイクロシ
リンジは 10μL/min.以下の流量も取扱えるが、図 4.2.1、4.2.2 と同様に従来の製造方法に
よって製作されるものであり、マイクロ流量を取扱うポンプではあるが製造方法の革新や新
たなポンプ原理が用いられているものではない。

Carrying stream syringe
Injection valve
Mixing point
Suppresser
図 4.2.3

Detect

シリンジポンプの概念図

図 4.2.4 は圧電素子をアクチュエータとするダイアフラムポンプの例で、前述の容積式ポ
ンプに分類できるが、MEMS 技術を利用して、クリーンルーム内でシリコンの成膜、リソグ
ラフィー、エッチング等の工程を繰返して作られたものであり、上述の手法では達成困難な
マイクロ化を実現し、１μL/min.以下の送液が可能である。図 4.2.5 には本ダイアフラムポ
ンプの構造及び動作が模式図として示されている。
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図 4.2.4

MEMS 技術によるダイアフラムポンプ

（出典：日機装株式会社ホームページ http://www.nikkiso.co.jp/）

図 4.2.5

ダイアフラムポンプの構造及び動作模式図

（出典：日機装株式会社ホームページ



http://www.nikkiso.co.jp/）

非機械式ポンプ
非機械式ポンプは、何らの可動部分を構成することなく流体に超音波や電気の作用でエネ
ルギーを付与し、流体を移動させる形式のポンプである。これらはその殆どが MEMS 技術
によって試作・研究されているもので、可動部がないのでマイクロシステムに組込むのに適
したものと考えられるが、実用に至っているものは少ない。代表的な電気流体力学式ポンプ
と電気力学式ポンプについて、以下に簡単な紹介をする。

a）電気流体力学式ポンプ
図 4.2.6 は電気流体力学式ポンプの基本原理を示すもので、二つの電極間で荷電された絶
縁性液体に作用するクーロン力によってポンプ作用を発生させるものである。図中 E は静電
場、V は液体に付与された流速を表している。本形式は不活性な絶縁性液体には適用できる
が、一般の水等の導電性液体には適用できない。

＋

－
E

Emitter
図 4.2.6

V

Collector

電気流体力学式インジェクションポンプ
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(1)

b）電気力学式ポンプ
導電性液体を電気泳動（electrophoresis）や電気浸透（EO：electroosmosis）の原理で移送
するものである。電気泳動は DNA 分子のハンドリング等に用いられているが、マイクロポ
ンプとしては EO 方式の研究が行われている。この方式はキャピラリーチューブを介して電
解質の液体に外部から電界を加え浸透圧を発生させるものである。最近、電気浸透による循
(2)

環システムを採用したコンピューターチップ用小型水冷装置に関する発表もあった 。
4.2.3


マイクロポンプでのマイクロファクトリーニーズ
機械工作手法で製作される超小形ポンプ
前述の様な、従来の製作手法のポンプ（図 4.2.1、図 4.2.2、図 4.2.3）では、基本となる

製作手法は既に確立したものが採用されている。これらのポンプでは、部品の小形化の程度
及び要求精度も格別のものは無いので、マイクロファクトリーニーズは、生産の合理化のた
めに、より低消費電力で小形の工作機械を必要とする程度のものと考えられる。ポンプは車
や民生機器の様な多量生産形の機器ではないという点からも、従来の製作手法のポンプを起
点とするマイクロファクトリーニーズはあまりない。
MEMS 技術によるマイクロポンプ



マイクロ化学・生化学における分析システムや合成システムの分野及び医療分野は今後高
い成長が期待されており、これらのニーズに対しては図 4.2.4 に示したようなマイクロポン
プが必要となる。この種のポンプは MEMS 技術によって製作されるもので、その製造プロ
セスは半導体製造プロセスと共通のものである。
半導体製造プロセスはウエハの大径化とそれに伴う製造装置の大形化が進行しており、
MEMS で必要とする小規模の製造装置との解離は大きくなっているとされる。従って、
MEMS 製造装置の最適化・小形化を図ることで、製造に要するエネルギーコストの低減や製
造装置のフットプリントを削減することは、マイクロポンプの分野においても、重要である
と考えられる。
4.2.4

まとめ

本書ではポンプに視点を置いてマイクロ流体機械についての調査結果を記述した。本報告の通
り、MEMS 技術によってマイクロ化された圧電素子をアクチュエータとするダイアフラムポンプ
や電気力学式ポンプが発表されており、今後、これらのポンプは更に進化し、医療等の先端分野
に応用されて行くものと思われる。
マイクロ部品の機械加工においては、従来の工作機械では部品の取扱及び機械精度に問題があ
ることは明らかであり、加工機械自体のマイクロ化（マイクロ加工機）及び搬送系等を含む生産
システムのマイクロ化が構想され、マイクロファクトリーの概念が生まれるに至った。一方、本
報告のポンプでも明らかな通り、マイクロ化を追究するとその製作手法は機械加工の領域を超え、
半導体製造技術をベースとした MEMS 技術を大きく取り入れることになる。
機械工作・組立てからスタートしたマイクロファクトリーの概念を MEMS 製造装置に適用し
て、製造装置にどのような効果的な提案ができるかが、今後の重要な課題であると思われる。
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Transactions of the ASME

4.3
4.3.1

建設機械用コンポーネントから見たニーズと課題
はじめに

マイクロ加工機の出現は、従来の設計的な又加工上の制約をブレークスルーできるのではない
かという期待を持たせてくれる。
尚、マイクロマシーンは発展途上である事からその定義自体は未だ流動的であると考えている
が、そのイメージとしては凡そ A３程度以下のベッドサイズで、加工対象精度はミクロンからサ
ブミクロンの領域であり、加工のジャンルは機械切削加工（含むワイヤーカット）、機械研削加工、
塑性加工、放電加工、メッキ・表面処理加工、熱処理、超仕上げ加工、ホーニング加工、溶接加
工、溶断加工、部品搬送装置、微細部品組み立て、リベッター、洗浄機等およそ全ての従来から
の機械加工・組み立てに関連するものと考える。
又加工内容としては、旋削、プレーナー加工、ミーリング、ドリリング、平面研削、ロータリ
ー研削、円筒研削、バリ取り、冷間・熱間塑性加工など機械加工分野を全て網羅するものと考え
る。これらをどう適用していくか、メリットは何かといった概念としては独立行政法人 産業技術
総合研究所のホームページなどに例が示されているので図 4.3.1、図 4.3.2 にそれを引用するの
で参照されたい。
本稿について、間違い等有れば御指摘頂ければ幸いである。

図 4.3.1

マイクロファクトリー社会のイメージ

出展：http://www.aist.go.jp/MEL/soshiki/tokatsu/press/h10-12-01/h10-12-01.htm
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図 4.3.2：マイクロファクトリーの狙い
出展：http://www.aist.go.jp/ 旧研究所資料から

4.3.2

ニーズについて

基本は、マイクロ加工を狙いとした超小型加工機と言う事で、サイズ的には可能な限り幾ら小
さくても構わないと思われる。
こういった加工機が出てきた場合、従来加工できなかった物が加工できるようになる可能性が
非常に高くなると思われる。又デスクトップ工場の考え方に見られるように、複合機械群による
一貫行程を形成する事で、例えば同時並列加工も可能になり、加工速度が遅くてもワークに一度
にアプローチできる機械群を大幅に増やす事で結果として大型加工機による重加工と同様なワー
クタイムが可能になる事が考えられる。
更に加工精度が高い事、１行程の加工量が小さい事からバリ、かえり等の発生が少ないと言っ
た事が考えられ、結果的に製品品質は大型加工機より良くなると言った事が起こるのではないか
と思われる。
唯、現状商品化された物の写真を見た限りでは、未だ旋盤、フライス盤等と言った従来の加工
機のイメージから完全に脱却できていないように見受けられる。やはり機械加工に重切削のイメ
ージが残っている事が影響しているものではないかと考えている。
機械加工マザーマシーンとしての基本構成から見てみると、マシーンベッド、駆動システム、
減速装置、送り装置、バイトホルダー、ツールホルダー、ツール交換機、コントローラ、ワーク
取り付け台（ワークタワー）、芯押し台等があるが、この従来機の基本構成の概念がそのまま踏襲
されているように見受けられる物も未だ多く見受けられる。
これに対し、例えばパイプ内面加工を考えた場合、マシーンベッドそのものが円筒形であった
方が望ましく、ツールを偏芯取り付けし回転させる事で、加工機そのものがパイプの中に入り加
工していくような事が考えられる。
被加工物の外面加工というのは比較的容易で又加工機そのものも大きさの制約は比較的少ない
物と思われるが、閉空間、半閉空間の内部加工では、外部からの加工というのは相当制約条件が
大きく、これらの空間の中に入って加工するという事は加工の自由度が増すと言った点で一つの
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技術革新が形成できるように思われる。
更に精密加工の場合、空気中で加工すると加工熱による酸化膜の形成など望ましくない事が起
こりえるが、真空若しくは不活性ガス雰囲気加工にすればこういった事は防げるし、又加工機の
場積が小さい事から真空化が容易、不活性ガスの充填量が少ない等のメリットが大きくなる。
又溶接にしても真空中で有れば、閉空間の内面から電子ビーム溶接などが可能になり、内部に
高圧を蓄える圧力容器、配管類について応力集中を避ける手段が出てくる事から、大きなメリッ
トが有ると思われる。
又工作機械そのものが小さくなる事で、加工機の剛性が相対的に高くなる事から、仕上げ精度
も良くなり、加工欠陥が減る事が考えられる。これについては例えば凹面加工を鏡面研磨したい
場合など（凹面鏡等）従来最終工程は手作業に頼らざるを得ない面があったが、マイクロラップ
盤が出来たとして、これらのマシーンを複数ワーク上に置いて、全体を統合制御することで手作
業と同じように仕上げる事ができると言った事が考えられる。勿論、各々の加工機若しくはツー
ル刃先の位置座標はミクロン・サブミクロンオーダーで検出する必要があるが、この座標はワー
クに対する相対座標故、加工範囲のみに限定すればよいので、大型加工機に見られるたわみ補正
と言った事の配慮も最小限で済むように考えられる。
又マシーンそのものが軽量である事、切削量が小さいから、ワーク表面の撓みも非常に小さく
なると言うメリットも考えられる。
こういった点から、マイクロマシーンのニーズを考えていくと、閉空間・半閉空間内部加工、
凹面加工、溝内部加工（特に隅の R の精密加工）、蟻溝加工、微少欠陥の溶接補修加工、閉・半
閉空間内組み立て、閉・半閉空間内（特に入り組んだ通路）の洗浄等多くの分野が考えられる。
次ページ以降に小生のイメージ及び解説を数点示す。
図 4.3.3 は液圧・空圧機器のリリーフ弁やチェック弁等によく使われるポペット弁である。シ
ート部 D については、直径、真円度、角部（図中の r）のダレがない事、面粗さ等について高い
精度が要求される。
近年この種の弁の性能向上要求が非常に強く、特にポペット部分からのリークはゼロを要求さ
れる事もしばしばある。こういった場合ポペットとシートは全周に亘り一様な当たり幅で均一に
接触する事が非常に重要である。D 寸法は小さい物では数 mm 程度の物もあり、これを高精度中
ぐり旋削加工することは、耳かきのような中ぐりバイトを使う事になり、バイトの剛性もあり非
常に困難を伴い加工上のネックとなる。例えばツールのビビリ等の影響で真円度が悪い場合均一
な当たりは望むべくも無い事は言を待たない。仮に真円度が１μとしても、この隙間からの漏れ
量は 40MPa と言った高圧の場合無視する事はできなくなる。以上からこういった加工こそマイク
ロマシーンの出番のように思える。
図 4.3.3 に示すようにマシーンが内部に入り加工部分にできる限り近づいて加工する事でツー
ル剛性が挙げられ又切削速度を上げる事でビビリによる精度悪化を防ぐ事ができると考えられる。
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4.3.3 ３
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キー

図４．３．４
４．３．
4.3.4 ４
図図
4.3.4

キー溝形

図 4.3.5 管内ミーリングマシーンの概念例
管内ミーリングマシーンの概念例
図 4.3.5

図 4.3.4 は動力を伝達する伝導軸の例である。
従来キー溝はシャフト側はミーリング加工し、スリーブ側はスロッター若しくはブローチで加工
する事が普通だったように思われる。これを図 4.3.5 の様にスリーブの内部にマシーンが入り内
部からミーリングでキー溝加工する事により、シャフト、スリーブ共にミーリング加工になり複
雑・高価な加工機を使用しなくて済むメリットが出てくると考えられる。特にスロッターは加工
時間が長くかかり、ブローチはツールが高価な事から、これらの工程を無くせる事はメリットが
大きいと考えられる。
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図 4.3.6

外力

隅肉全周溶接

閉空間内溶接の例

（建設機械作業機の内部溶接）

図 4.3.6 は標題にあるように建設機械の作業機内部の溶接をマイクロマシーンでできないかと
いう課題である。
外観構造は断面図（塗りつぶし部分）の様にボックス構造となっており、図 4.3.6 右に示す様
な外力が作業機の刃先からかかる為、常に曲げ・捻りモーメントによる応力が発生する非常に過
酷な使用条件の構造体である（例えば伐採後の大木の根を掘り起こすイメージを想像頂きたい。）
この為に強化策として内部にリブを入れ補強する必要がある。この場合例えば A，B，C（A、
B、D 等３面で有ればよい）の構造板を先ず外部溶接しコの字型を構成し、リブを入れこれを３
面隅肉溶接し、残り１面を、蓋をするようにして外部溶接するといった方法が考えらるが、リブ
の１面は溶接できなくなる。この為、最後の蓋にわざわざ窓を開け、そこから見難いリブ未溶接
面を手で溶接すると言った事になる。最後に溶接窓に更に蓋をしてこれを溶接して仕上げるとい
った方法が考えられる。こう言った製造方法は応力が集中しやすく、弱断面を構成してしまう事
になり望ましい事では無いが、他にあまり有効な方法が無いのが実情のように思われる。
こう言った時に、内部に入り込んで自律的に溶接できるマイクロマシーンがあり、溶接後必要
最小限の孔からマシーン出て回収出来る事にすれば、溶接工程の様相、機械強度の向上の程度は
随分違った物になると考えられる。
図 4.3.8 はワークよりも遙かに小さいトンネルボーリングマシーン（別の概念として象の鼻の
様な方向制御可能なフレキシブルシャフトであっても良い）が、加工物の内部にトンネル（通路）
を加工している概念図である。加工は１回で必要直径までやらなくて、マシーンをシーケンシャ
ルに連結して徐々に拡大して仕上げ寸法に持ってくる方法も考えられる。又、図 4.3.8 に示した
ようにトンネル（通路）が分岐する事も良くあるが、この場合図 4.3.8 の下と右方向から同時に
マシーンが加工を始める事も可能と考えられる。こういった加工は流体素子、油空圧機器などの
パイロット通路によくあるものである。又これらの通路は１カ所だけでなく複雑に入り組むケー
スが多く、図 4.3.8 でも直交交差する通路がある事が示されている。図 4.3.7 のような、従来の
方法では逆 U 型の通路は下面から二カ所、側面から１カ所キリ孔加工をして通路を連結させる必
要があり、直交加工をせざるを得ない。又キリのツール剛性の影響による曲がりから、お互いの
中心を一致させる事は、通路が長くなればなるほど非常な困難を伴う事になる。更に１カ所はプ
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ラグで栓をする必要がありこの為プラグのねじ切り加工等も必要になってくる。
こういった通路を、お互いに干渉させることなく滑らかな内面と曲がり面を持たせる事で、一
筆書きのように構成させる事が出来、圧力損失の低減が期待でき。又、本来は不要なプラグ加工
も必要がなくなる。更に通路交差部はバリが出やすいが、ここを内部からバリ取り専用機が入っ
てバリ取り加工をする（糸面取りのイメージ）、その後洗浄機が入って例えば高圧洗浄を行うと言
った事が出来れば、油空圧機器が最も嫌うゴミ、異物による作動不良などの問題も激減すると思
われ、製品品質の安定に大きく寄与するのではないかと考えられる。
又バイトによる加工のみでなく、放電加工、レーザー加工などの方法を考えても良いと思われる。
マシーンサイズとしては、インチサイズで（配管系はインチサイズが主流でプラグも PT､NPTF
などインチ規格が未だ主流の為）１／16″程度の穴加工ができるものが必要ではないかと考えら
れる。
流体は直角流れとなる

バリが出易い、剥離すると
流体中の異物になる。キリ
加工だけでの除去は非常

芯合わせが困難

に困難

図４ ３ ７ 従来の加工法

図 4.3.7

従来の加工法

ＨＯＬＥ
バイト
マイクロ
トンネルボーリング
マシーン

部分拡大

図
4.3.8 ８
ボーリングマシーンの概念例
図４．３．８
ボーリングマシーンの概念例
４．３．
図 4.3.10 は奥まった通路の奥にオリフィス等を形成させる方法への考察である。
オリフィスの穴直径は、油圧、空気圧では、Φ0.05mm～0.5mm といったところが多用される。
従来は、通路の奥にこの様な細いオリフィスを形成する事はほぼ不可能である事から、図 4.3.9
の様な方法をとらざるを得ないと思われる。この問題を解決する方法と期待される。
通路の直径は８mm 程度と思われる。図 4.3.9 のような現状の方法ではオリフィス設置の為に敢
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えて２ブロックに部材を分け、合わせ面はシールをして、２個のブロックをボルト締結する必要
がある。
コスト（部材加工費、組み立て費、シール、オリフィス部品費）的にも不利また、オリフィス
は発生する差圧（一定であることは殆どありません。）により変動推力が絶えずオリフィスに作用
する事になる。
この結果オリフィス又はブロック部材が摩耗して通路に流出し、異物となって他の機器に噛み
混み、システム機能停止と言った事態が発生する事すらある。
これを図 4.3.10 のように母材部にキリ穴加工してしまう事で合理的な設計が可能になる物と考
えられる。

合わせ面シール
締結ボルト

オリフィス

図４．３．９
４．３．９

Ｐ

図 4.3.9

図 4.3.10

4.3.3

P 部を一体加工した場合

課題

・通路内加工となるとマイクロマシーンのサイズも直径で３mm くらいの大きさが要求される
事になる。このサイズではツールの加工接線速度を上げる事が非常に難しくなると考えられ
る。例えば 10 万 rpm で４mm の内径加工をするとしてもバイト刃先の接線速度は 3.3m/sec
程度である。又切削抵抗を考えるとかなりのトルクを必要とされる事が予想される。この動
力として高周波モータ、超音波モータなどが考えられるが実用化への道は未だ遠いように思
える。
・閉空間内部で移動可能なマイクロマシーンとすると自分の座標位置をどのように認識するか
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が重要と考えられる。加工物はほとんど金属が対象と思われるので、電磁的な方法を使って
の計測は先ず難しいように思われる。こういった点からレーザー応用と言った事が考えられ
ますが超マイクロ計測技術が必要な事には変わりがない。
・内部溶接の場合、溶接棒を使う方法はスパッタの問題などであまり望ましくないものと思わ
れる。こういった点からは電子ビーム溶接、プラズマ溶接などが主流になってくるのではな
いかと思われる。大きなワークの内部に入って自分より大きなものを溶接するとなると、真
空環境をどう作るかといった事が課題になると考えられる。
又マイクロマシーンと言う事から、自分自身の熱容量も相対的に小さくなり、自分自身が高
温にさらされる事が十分考えられる。冷却方法、高耐熱材の適用などブレークスルーすべき
技術は多いと思われる。
・内部加工の場合切り粉の処理が問題として考えられる。吸塵器の応用のように自分自身で外
部に積極的に排出して行く技術が必要と考えられる。又洗浄技術と一体にした新しい概念に
よる加工表面清浄化技術の開発が必要と思われる。
・電力送電の技術が非常に重要と考えられる。ケーブル送電ですとその引っ張り力だけで、駆
動系に大きな負荷を与えてしまう可能性がある。マイクロ波送電のような技術、超小型大パ
ワー密度スーパーキャパシタ、超小型リチュームイオンバッテリー等の開発が必要ではない
かと思われる。
4.3.4

まとめ

本稿初めにも述べたように、本領域は未だ発展途上であり、概念も更に大きく変わる可能性が
あると考えている。マイクロファクトリーは、微小部品の微細加工のみがターゲットではなく建
設機械、造船、原子力プラント、航空機などあらゆる産業で、その加工方法を根底から変える可
能性がある。
その為にブレークスルーすべき技術は多いが決して不可能な技術とは思えない。
加工の発想をもう一度、設計の原点から見直す事が今後の大きな進歩に繋がるように思えるし、
又最先端技術として世界に優位性を持った日本の新たな産業創造に結びつくのではないかと信ず
る。
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4.4

大型構造物製造の観点からのニーズと課題

4.4.1

はじめに

マイクロファクトリーの概念は、加工対象物に合わせた最適生産ラインを構築し、消費エネル
ギーと生産コストを最小化する合理的生産システムを実現することであり、生産性の高い省エネ
型次世代工場として注目されている。
一般的に、マイクロファクトリーは、
「小さいものは小さい加工機で」という発想から開発が進
められてきており、ミニ加工機が研究開発されこれらを組み合わせたディスクトップ工場が実現
している。しかしながら、冒頭述べた概念は、大型構造物製造の観点でも適用できるものである。
ここでは、大型構造物製造技術の現状を整理し、本分野におけるマイクロファクトリーのニーズ
と課題を考察する。
4.4.2

大型構造物製造の現状

大型構造物の一例として、船舶・海洋構造物、橋梁、大型タンク等がある。ここでは、船舶建
造工程、橋梁製造工程を概観し、生産合理化のために開発された各種装置を紹介する。さらに、
特殊環境での加工機器についても併せて紹介する。


船舶建造工程
船舶の建造工程は、大きく「鋼板切断加工」、「鋼板曲げ加工」、「小組立」、「大組立」、「外
(1）

業工程」、
「艤装（ぎそう）」、
「電装工事」、
「塗装工事」からなる 。船体は、１隻当り数百個
に分割されたブロックをドック内で順次クレーンで搭載していき、これらブロック同士を溶
接で結合し建造される。ブロックは船体中央部平行部分の平板ブロック、前後部曲がり部分
の曲がりブロックから構成されており、前者は比較的単純な構造でかつ同一形状部材が多く
パターン化されているため自動化が図られているが、後者では、1 つとして同じ形状のもの
は無く自動化が困難とされている。
近年、国際競争力向上を狙い、高精度化、高品質化、ロス極小の物流システム構築、装置
(2）

の軽微化、作業環境の快適化等の観点から、生産システムの合理化が図られており 、その
一例として、船殻ブロック組立工程における平板工場レイアウトを、図 4.4.1 に示す。

図 4.4.1

船殻ブロック組立工程における平板工場レイアウト
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橋梁製造工程
橋梁の製造工程の一例を紹介する。塔下部および塔付近の主げたの一部を大ブロック架設
した後、塔の上部をタワークレーンにより架設し、残る主げたおよびケーブルの張出し架設
(3）

は、斜ベントを用いた完全バランシング工法によって施工する 。工場内では、主に塔や主
げた等の大型構造物を製造し架設現場に輸送する。バランシング工法例を図 4.4.2 に、主げ
(4）

た製造工程の概念図を図 4.4.3 に示す 。

図 4.4.2

図 4.4.3


バランシング工法例

主げた製造工程の概念図

生産合理化のために開発された装置例
a）溶接作業の自動化、ロボット化
大型船舶では建造工数の 30 数％を占める溶接作業について、溶接工事量削減を目的とし
た構造見直し、機械化、自動化、ロボットの採用や部材精度向上等による合理化が進められ
(５）

ている

。図 4.4.4 に船舶建造工程における、自動溶接機の一例を示す。

図 4.4.4

船舶建造工程における、自動溶接機例
－58－

b）船殻の外板曲げ加工自動化システム

(6）

これは、船体の外面を覆う３次元曲面鋼板の曲げ加工を自動化した装置であり、目的曲
面を与える加熱線配置の自動算出を行いながら高周波過熱装置を自動搬送する。本加工に
は線状加熱法が用いられており、職人技として生まれ、優れた工作法として評価され受け
継がれてきた技術である。図 4.4.5 に自動線状加熱装置の概観と船体外板適用部位を示す。

図 4.4.5

自動線状加熱装置の概観と船体外板適用部位

c）大型構造物３次元形状計測システム

(7）

船舶、橋梁などの大型構造物のさらなる生産性向上を目的に構造物形状精度を測定する
システムで、市販のデジタルカメラ、画像解析用パソコン、スケールバー、レトロターゲ
ット、コード付ターゲット、座標系基準尺から構成され、大型構造物の多点計測に有効で
ある。電波望遠鏡への本システム適用例を図 4.4.6 に示す。

図 4.4.6

大型構造物３次元形状計測システム適用例

d）レーザ切断・溶接システム

(8）

国際熱核融合実験炉（ITER）の主要構造部材の交換保守を目的として開発中のもので、
YAG レーザを用いた配管の遠隔切断・溶接システムである。配管内での保守を行う保守ツ
ール、レーザ発振機、制御装置から構成されており、保守ツールは５軸構造で、小口径加
工ヘッドが組み込まれている。配管保守概念図を図 4.4.7 に示す。
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図 4.4.7
e）遠隔ロボットを用いた水中溶接

配管保守概念図

(9）

放射性廃棄物処理設備タンクや槽類の定期点検、補修を目的として開発されたシステム
で、水中検査ロボットと水中 YAG レーザ溶接機を組み合わせたものである。図 4.4.8 に
概念図を示す。

図 4.4.8

遠隔ロボットを用いた水中溶接

f）LNG 地下式貯槽内部観察装置

概念図

(10）

本装置は、LNG 地下式貯槽の貯槽内部状態を観察して、その健全性を評価するもので、撮像装
置、照明装置、制御装置から構成されている。特徴は、可搬型で、さらに LNG 環境下（－162℃）
に耐えられる等、高性能化が図られている。図 4.4.9 にその概要と撮像、照明装置の概念図を示
す。
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図 4.4.9
4.4.3

LNG 地下式貯槽内部観察装置概要と撮像、照明装置の概念図

ニーズと課題

これまで大型構造物製造の現状と生産合理化のために開発された装置例を概観してきた。これ
らを基に、マイクロファクトリーのニーズと課題を考察する。


ニーズ
大型構造物製造の現場では、マイクロファクトリーの概念は適用でき、以下のニーズがあ
ると考えられる。
a）狭わい個所の加工、溶接、補修のための装置
b）熟練技能者減少を補うための手工具の自動化、装置化
c）プラント・システムの主要機器の高精度部品加工
d）部品形状に合わせた専用加工機でのライン構成最小化
e）液晶ガラス基板大型化に対応した大型高精度装置

等
（11）

さらに、超小型精密ロボット群による知的共同作業システムに関する研究が行われている

これは、多数のミニチュアサイズの自走ロボットに加工機・計測器等の機能を持たせ、従来
の汎用機械と共存しながら精密加工を実施するよう組織化されたシステムであり、この様な
革新的技術の中にも大型構造物製造でのニーズがあると考える。図 4.4.10 に本システムの概
念図を示す。

図 4.4.10

超小型精密ロボット群による知的共同作業システムの概念図
－61－

。



課題
以下に課題を挙げる。
a）小型高出力のアクチュエータ等、小型高性能部品の不足
b）熟練技能のデジタル化が困難
c）変種・変量生産への対応が困難
d）大型化、高精度化と相反する機能の達成

4.4.4

等

まとめ

大型構造物製造現場では、
「熟練技能者不足の深刻化」と「作業の自動化」とのスピード競争に
なっているように感じる。また、大型構造物ではあるが、狭わい個所の加工、溶接、補修の関わ
る作業は多く、これらにマイクロファクトリーのニーズが潜んでいると考えられる。さらに、超
小型精密ロボット群による知的共同作業システム等の革新的技術が実用化されることにより、更
なる合理的生産システムが構築されることを期待する。
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4.5
4.5.1

半導体実装装置から見たニーズと課題
はじめに

パソコンや携帯電話に代表される電子機器は、小形・高機能・高速化へと日々、進化を遂げて
いる。このような電子機器の進化に伴って、内部に多数使用される半導体パッケージにおいても、
同様に開発が進められてきた。
一方で、半導体パッケージの組立に使用される半導体実装装置においても、高速・高精度化の
要求に対応してきた。半導体パッケージ内部構造も従来のワイヤボンディング方式に加えて、
TAB(Tape

Automated

Bonding)、フリップチップボンディング方式なども採用されるように

なってきた。本節では、半導体パッケージをさらに進化させるために、半導体実装装置の低コス
ト、省エネ化をねらった、マイクロファクトリーへのニーズと課題について考察する。
4.5.2

実装方法

半導体パッケージ内部の実装方法の代表的な例を図 4.5.1 に示す。図 4.5.1 において、ワイヤ
ボンディング方式は、もっとも一般的に使用されており、半導体素子をフレーム上に樹脂または
はんだなどで、ダイボンディングした後、半導体素子の電極と外部リードとを金やアルミの細線
などを用いて、接続する方法である。
ワイヤボンディング

フリップチップボンディング

ＴＡＢ(Tape Automated Bonding）

半導体素子

バンプ
半導体素子を反転

テープ

半導体素子

フレームまたは基板
インナリードボンディング
半導体素子
ダイボンディング
樹脂またははんだ
バンプ
テープ切断
フレームまたは基板
導体
ワイヤボンディング

ワイヤ

ボンディング

基板

アウタリードボンディング

図 4.5.1

半導体パッケージの実装方法例

フリップチップボンディング方式は、半導体素子の電極にあらかじめ、金やはんだなどのバン
プと呼ばれる突起を設けておき、半導体素子を反転させて、バンプを介してリードに接続する方
法である。
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TAB 方式は、フリップチップボンディングと同様にあらかじめ、バンプを設けておき、半導体
素子の電極とインナーリードを接続した後、テープを切断し外部リードにはんだなどを用いて、
接続する方法である。
主に使用される半導体実装装置は、ダイボンダ、ワイヤボンダ、フリップチップボンダなどで
ある。市販されている半導体実装装置は、一般的に汎用性が高く半導体素子やリードフレームの
形状などある程度の範囲まで、対応可能となっている。半導体実装装置をマイクロファクトリー
の対象として位置付けするには、汎用装置ではなく、生産する製品を限定して、機能を最低限に
絞った仕様の実装装置を低コストで準備することが必要になると考える。個別の実装装置につい
て、検討してみる。


ダイボンダ
ダイボンダは、半導体素子をリードフレームまたは基板に搭載、接合するダイボンディン
グを行う半導体実装装置である。ダイボンディングの目的は、①半導体素子をリードフレー
ムまたは基板に固定する②半導体素子裏面と基板間との電気的な接続を得る③半導体素子の
熱を放散するなどが挙げられる。したがって、ダイボンディングには、①機械的強度が高い
②低抵抗接続③低熱抵抗などが要求される。
現在、主に用いられているダイボンディングには、共晶接合法、はんだ接合法および樹脂
接合法がある。表 4.5.1 に各種ダイボンディング方法の特徴を示す。これらの方法の比較を
してあるが、製品に使用する基板の種類、使用するワイヤボンディング工法などによって、
採用されるダイボンディング工法は変わってくる。
ダイボンダをマイクロファクトリー対象とするために着目すべき項目を下記に示す。
a）接合材料によって、還元雰囲気が必要になる。
b）接合材料によって、作業温度が違う。
c）リードフレームまたは基板の形態によって、作業温度が違う。
d）半導体素子の供給形態（ウェハまたはトレイなど）
e）半導体素子の大きさ･･･ 0.3～15mm
f）接合材料の供給形態
表 4.5.1
項目
接合材料
材料供給形態
加工点雰囲気
加工点温度
ダイボンディング後の処理
熱抵抗
接続抵抗
コスト



各種ダイボンディング方法の特徴

共晶接合法
Au-Sn，Au-Ge，Au-Si
ウェハ裏面蒸着
不活性雰囲気，還元雰囲気
320～450℃
不要
小
小
高

はんだ接合法
Pb系，Sn系
ワイヤ，テープなど
不活性雰囲気，還元雰囲気
250～350℃
不要
小
小
中

樹脂接合法
Agペースト
ペースト
大気，不活性雰囲気
常温
200℃（30秒～120分）
大
大
中

ワイヤボンダ
ワイヤボンダは、半導体素子の電極とリードフレームや基板とを金・アルミなどの金属細
線で接続するワイヤボンディングを行う半導体実装装置である。接合エネルギーの与え方に
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よって、熱圧着法、超音波併用熱圧着法および超音波法に分類される。接合エネルギーとし
ては、熱、圧力、超音波振動の３つである。
また、接合部の形態から、ボール－ウェッジボンディングとウェッジボンディングに分け
られる。一般的には、ボール－ウェッジボンディングでは、熱圧着法または超音波併用熱圧
着法が用いられ、ウェッジボンディングには、超音波法が用いられる。
表 4.5.2 に各種ワイヤボンディングの特徴を示す。通常は、ボンディング温度を下げられ
るという利点から、超音波併用熱圧着法が主流となっており、超音波法は大電流が流れる大
形のパワー素子のアルミ太線接続に用いられている。
ワイヤボンダをマイクロファクトリー対象とするために着目すべき項目を下記に示す。
a）どの方式を使用するか。
b）リードフレーム材料によって、還元雰囲気が必要になる。
c）方式によって、ボンディング温度が違う。
d）半導体素子の大きさ･･･ 0.3～15mm
e）リードフレーム、基板のどちらか。またはその他か。
表 4.5.2
項目
ボンディング形態
使用ワイヤ
ワイヤ処理
接合パラメータ
加工点温度



各種ワイヤボンディング方法の特徴

熱圧着法
超音波併用熱圧着法
ボールーウェッジボンディング
Auワイヤ
ボール形成
温度，荷重，時間
超音波，温度，荷重，時間
300～350℃
150～300℃

超音波法
ウェッジボンディング
Alワイヤ
不要
超音波，荷重，時間
常温（～100℃）

フリップチップボンダ
フリップチップボンダは、半導体素子の電極にあらかじめ、バンプを形成し、半導体素子
の電極面を下向きの状態で、リードフレームや基板などに配置された導体に接続する方法で
ある。バンプは、はんだバンプや金バンプを使用したものがある。
現在、使用されている主な工法に、はんだ・ACF（Anisotropic

Conductive

Film）
・超音

波などがある。表 4.5.3 に各種フリップチップボンディングの特徴を示す。
フリップチップボンダをマイクロファクトリー対象とするために着目すべき項目を下記に
示す。
a）工法は、何を使用するか。
b）半導体素子の供給形態はどうか。
c）リードフレームか基板か。
d）半導体素子やリードフレームなどの大きさはどうか
表 4.5.3
工法
接続形態
加工点荷重
加工点温度
特徴

各種フリップチップボンディング方法の特徴
はんだ
はんだ溶融
不要
200～250℃
電気抵抗小

ＡＣＦ（AnisotropicConductiveFilm）
物理的接触
高
200～300℃
簡便プロセス
アンダーフィル不要
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超音波
金属接合
低
常温～150℃
高生産性
低温接合

4.5.3

マイクロファクトリー化への課題

半導体実装装置をマイクロファクトリー化するための課題について、考察する。


製品を限定して、最低限必要な機能のみを盛り込んだ小型設備を安価で供給できるか。
a）少量多品種の製品
b）試作的なものづくりを対象とする



生産能力と設備コストが見合うか。



必要な装置精度、タクトタイムが確保できるか



装置メーカからみた場合に、メリットがあるか



小型化にした場合に予測される、装置の駆動力の低下、機械精度の低下等への対応



汎用品が使えず特殊部品で装置を組立てるため、カスタム設計や組立てに頼るコストアッ
プ対策をどうするか



対象製品サイズと、組立て装置のサイズを適正化する検討
a）小さな製品は、小さな装置で作るべき。
b）小さな装置で作れる加工プロセスを開発するというコンセプトを志向すべきか



ロットサイズの適正化。製品の多面取り化に伴うサイズの大型化とのトレードオフもある。



装置の量産化対応。or 標準化・デファクト化・各社間のアライアンス等

4.5.4


マイクロファクトリーを阻害する要因
完成品の製品は小さいが、構成する部品を見ると供給形態が大きい(ex.半導体ウェハの大

型化、チップ部品や TAB のようなリール供給やトレイ供給、多面取り基板・リードフレー
ム等)


組立てタクトが速く要求される場合は、装置の剛性が必要なので、装置そのものが大きく
なる。装置スピードと装置サイズはトレードオフの関係がある。



構成する部品が多い場合は、多数個の実装ステージが必要になる。あるいは、実装ライン
が長くなる。

4.5.5

まとめ

今まで述べてきたように、半導体実装装置は選択される工法によって、装置または生産ライン
の仕様および規模に大きく影響してくる。たとえば、ウェハサイズをみても、主流で使用されて
いる６、８インチから、最近では 12 インチのものまで出現してきている。大径ウェハから半導体
素子を供給する設備となれば、規模が大きくなる。したがって、設備を単機能にして、コストを
下げることができれば、ニーズはあると考える。特に小型化した場合のクリーンルーム省スペー
ス化への効果は大きい。
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MEMSから見たニーズと課題

4.6
4.6.1

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）の生産プロセスの現状

MEMS とは「ミクロンオーダの三次元微小構造を有し、電気的な制御や信号の取り出しを行う
能動・受動素子・システム」と定義され、その意味する範囲は広い。しかし、一般的にはシリコ
ンやガラスの円盤状基板（ウエハ）に多数作りこまれたメカニカルデバイスを指すことが多い。
これは MEMS が主に半導体プロセス技術で磨かれた微細加工技術を応用することで発展してき
たためである。すなわち、CPU やメモリなど同種の製品を月産数万枚の単位で生産する（少品種
大量生産）半導体プロセスを使用しているわけである。少品種大量生産では一枚のウエハにでき
るだけ多くのデバイスを作りこむこと（高密度加工）や一度に多くのウエハを加工する（バッチ
処理）システムが一デバイスあたりのコストを下げるのに有効であり、この考えに基づき基板と
なるシリコンウエハの大口径化が進んだわけである。しかし、同時に装置や施設の大型化をもた
らし、数千億円単位の投資を必要とする巨大な半導体工場を生み出した。
対して現在 MEMS の提案する主なデバイスはセンサ・アクチュエータ・リレーなどであり、
これらの商品に求められる仕様は多種多様である。１枚／月程度の生産量で必要量を満たすもの
も多々存在する。したがって多品種少量生産が求められる。しかし少品種大量生産を基盤にした
現状の生産ラインでは、このようなユーザの要求に十分応えられていない。つまり微細加工を実
現する手段として半導体プロセスを活用してきたが、本来多品種少量生産である MEMS デバイ
スプロセスには十分噛み合わないのである。

図 4.6.1

MEMS 製品の一例

さらに昨今のナノテクノロジーの進歩はナノテクノロジーと MEMS との融合による新デバイ
スの創出を期待させる。しかし、この事実は MEMS プロセスがより多様なプロセスと融合する
ことを意味し、MEMS プロセスに、よりフレキシブルな生産を可能とするよう求めているのであ
る。
4.6.2.

求められるMEMS生産システムの仕様

「欲しいものを欲しい時に」というユーザニーズに、応えていくことは、ビジネスの基本であ
る。これを生産の視点から「MEMS 製品がユーザニーズに応えるために必要な生産システムの仕
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様」を整理すると以下の４つにまとめられる。
・多品種少量生産に対応できること
・短納期（短製造期間）であること
・低コストであること
・新しく提案される生産技術にフレキシブルに対応できること
これらの項目を満たすことを念頭に置いた上で、現状で想定できる MEMS デバイスの生産方
式は以下の３パターンおよびその混合に分類される。


従来どおりの「バッチ処理生産システム」



ウエハ一枚ずつプロセスにかける「枚葉処理生産システム」



はじめから１デバイスずつの「個別生産システム」

顧客のニーズが多様化する現在、多品種少量生産が求められるため、
「バッチ処理生産システム」
から「個別生産システム」の方向に生産システムが変化していく可能性が存在する。しかし、ユ
ーザニーズがまだ明確でないことや、技術的な問題から一足飛びに「個別生産システム」が発達
することはないようである。それぞれの生産形態について考察してみる。
表4.6.1

各生産方式の特徴

従来バッチ処理

枚葉処理

１デバイス作製型
（個別生産）

多品種少量生産

×

○

◎

短納期

×

○

○（スループット
不明だが）

低コスト



大量生産で有
利

中規模生産
でコスト削減し
やすい

不明

バッチ処理生産システム
バッチ処理生産システムは先に述べたように多品種少量生産に不利であり、処理待ち時間
が発生するため、短納期化も難しい（待ち時間なしで工程が進む場合に対して、50－100％程
度時間が増加する）。このため MEMS デバイスの製造に２ヶ月かかるものも多く存在し、短
納期生産には向かない。（この工程の後、通常さらに実装工程が存在する）
コストについても多品種少量生産化が進むほど不利になる。現在生産量が二回り以上大き
な半導体業界においてデジタル情報家電に対応した SoC の短納期生産に対応するため生産
システムの枚葉化、もしくはバッチ単位の削減を推進している。この現状を鑑みても現状の
ままバッチ処理を続けていくことは現実的でない。
また新生産技術への適応もバッチ処理システムの設備単価は高くつく傾向にあり、コスト
の面で不利である。またバッチ内ばらつきの制御がより必要となりつつある。そのため制御
技術確立にもコストと時間がかかる面からも不利であり、今後バッチ処理縮小していく可能
性が高い。
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枚葉処理生産システム
現在、MEMS 生産設備においても枚葉化が進んでいる。これは顧客のニーズと生産側のコ
ストレベルが比較的近いところにあるためであり、既存装置の活用で枚葉処理生産システム
の大部分に対応することが可能なためである。処理単位も数百個～数千個／ウエハになると
考えられ、比較的少量の生産にも対応できる。ただし拡散炉のように従来 50 枚、100 枚単位
でウエハを処理する大型の炉については、枚葉化が難しいため、外部のメーカに依頼する、
もしくはプラズマ系の成膜装置に代替させることが必要となる。
炉のような大型装置の排除は設備のダウンサイズ、省エネに効果はあるものの、枚葉処理
装置のサイズも決して小さくはなく、その効果はクリーンルーム面積として 10％程度ほどの
削減効果であり、エネルギー使用量削減効果もそれに見合った値にしかならない。このよう
に既存装置の枚葉化によるダウンサイジング効果は限定的なもので、マイクロファクトリー
と呼ぶにふさわしい新機能実現には遠い。
ダウンサイジングによるマイクロファクトリー効果を実現するには製造に関わる装置と製
造環境を提供するクリーンルームや純水、ガスの供給システムなどと一体化して考えること
が必要である。例えば MEMS 製造に用いるクリーンルームの仕様は連邦規格でクラス 100
－1000 程度のものが標準であり､半導体デバイスのものより劣る｡しかしこの施設にかかる
エネルギーコストはクリーンルーム全体の 50－70％程度であり、製造装置自体が使用するも
のと同じか上回る。（図 4.6.2

(1）

クリーンルームのエネルギー消費割合 ）

つまり製造装置と製造施設の両方のダウンサイズを検討しなければ、ダウンサイズの効果
は半減すると言える。

図4.6.2

クリーンルームのエネルギー消費割合

(1）

（出展：クリーンテクノロジー2002年９月号）

こういった製造装置だけではなく製造装置にガスや水を供給する施設全体を含めた製造シ
ステムの提案は東北大学未来科学技術共同研究センターの大見忠弘教授の研究グループにお
ける「顧客ニーズ瞬時製品化対応生産システム｣

(2)(3)(4)

が参考になる。これは設計から出荷ま

での全工程を網羅する次世代の半導体生産システムの提案で、ここではごく一部、生産の観
点からのみ紹介させていただく。
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このシステムはデジタル情報家電の時代のニーズにすばやく対応するとともに、次世代の
半導体生産において他を圧倒する目標のもとに組み立てられたものである。したがって多品
種少量生産、短開発期間、短納期、0.05μm 以下の微細化世代に対応、小投資（段階投資の
実現）、低設備コスト、少設置面積、少ランニングコストなどの実現を目指している。
製造設備の核をなすのはマイクロ波を用いたラジカル反応ベースのプロセスを行う装置
CT-200 である。これにより、微細化世代を越えて使用し続けることが可能なだけでなく、シ
ンタを必要としない 500℃以下でウエハ表面ダメージのないプロセス加工をすることができ
るため、大幅にプロセスや装置をカットすることができる。また前のプロセスの痕跡を残さ
ないチャンバー／プロセスを実現することにより、一つのチャンバーで複数のプロセスを実
現することができる。
さらにこの装置はトラックに分解せずに運べるサイズ（工場からの納入時の分解、組み立
て、条件だし時間をカット）であり、200mm のウエハを枚葉で処理できるチャンバーを３つ
搭載し、多様な用途に対応できる。そしてこのような高密度の装置を実現するために、チャ
ンバー内搬送システムやポンプ、ガスの制御などで多様な技術を導入している。
また、このように高密度に機能を凝縮した装置は AGV やロボットを使用しないウエハ搬
送やガス、純水などの密閉型の高効率供給系を通じて、他の装置や施設と有機的に接続して
いる。この結果、製造原価 1/10、工場面積 1/5 以下、消費電力量 1/10 以下、超短時間生産
2.5 日以内を実現するとしている。
面積比従 来比１／５

1 032 mm

ロ ードロッ ク
(減 圧ポッド )

103 2 m m
複 数の 排気 口から の
並 列排 気
複 数の大 排気 量・小 型
ネジ 溝ポン プ

上部 断面図

チャン バ壁（ 150 ℃ ）
小型 ネジ溝ポン プ
プロ セスチャ ンバ ー

ロード ロックチャ ンバー

Bo ttom O peni ng
Removal Pod
(BORP)
小型
搬 送ロ ボット

昇降
ウェーハ
ス テ ージ

排気 孔

搬 送チャン バー

図4.6.3

３次元クラスタツールCT200

（出展：東北大学未来科学共同研究センター（大見研究室））

MEMS プロセスは半導体プロセスと微細化レベルやウエハのサイズ、クリーンルームのク
ラスに大きな差が存在する。また搬送工程の標準化すら進んでいない未完の製造プロセスの
ため半導体プロセスと単純に比較するわけにはいかない。しかし、製造装置数の削減や不要
なプロセスをカットすることは MEMS 枚葉処理生産システムにおける効率向上に寄与する。
MEMS においても本当に必要な膜、基板のスペックを見極め、製造プロセスを最適化するこ
とにより、よりコンパクトな生産が可能になると思われる。
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ガラス、ＳＯＩ など基板ウエハ

レベル10-1000
レベル

レベル１-100
レベル１

洗浄：1-6枚
洗浄： 枚

フォトリソ:1枚
フォトリソ 枚
成膜：1-6枚
成膜： 枚
ドライエッチング
1枚
枚

レベル10-1000
レベル
特殊プロセス/
特殊プロセス

ウエットエッチング
1-6枚
枚

最終プロセス
（接合など）

レベル１０００
ダイシング
1枚
枚

接合:1枚
接合 枚

図4.6.4


実装へ

枚葉処理生産システムの装置構成とウエハの流れ

個別生産システム
デバイスを一つ一つずつ作製する個別生産システムは、カスタマイズされたデバイスの短
時間生産に適した形態であり、クリーンルームを必要としないテーブルサイズの工場や設備
に向かうベクトル上にあるものである。しかし、現在の製造技術からみると加工精度、スル
ープット、装置効率など、まだ多くの課題が存在する。特に１デバイス毎にカスタマイズ生
産する必要のあるデバイスとそれを用いたビジネスモデルが明確な形で提案されていないこ
ともあり、MEMS において生産技術や製造装置をどのように形成するかまで踏み込んだ具体
的なマイクロファクトリーの構想は提案されていない。将来、具体的なニーズの登場とその
時点までに磨かれた多品種少量生産用の枚葉処理装置技術を融合することにより、実用化開
発が加速するものと思われる。
表4.6.2

各生産方式の特徴

従来バッチ処理
（2-25枚/バッチ）

枚葉処理
（1枚/プロセス）

１デバイス作成型
（1個：/プロセス）

膜形成

プラズマ装置
ガス成膜装置
（拡散炉 ＣＶＤ）

プラズマ装置
もしくは外注

プラズマ装置
もしくは外注

形状形成

ドライエッチング
ウエットエッチング
リソグラフィ

ドライエッチング
ウエットエッチング
リソグラフィ

レーザ加工
切削加工
（ノンリソグラフィ）

洗浄

ウエット洗浄
ドライ洗浄

ウエット洗浄
ドライ洗浄

ウエット洗浄
ドライ洗浄

接合

陽極接合
共晶接合
常温接合
直接接合

陽極接合
共晶接合
常温接合
直接接合

陽極接合
共晶接合
常温接合
直接接合

生産装置・施設サイズ

バッチ処理
枚葉処理

個別処理

テーブルサイズ
ＭＥＭＳファクトリー
枚（生産単位）
１

図4.6.5
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１０

１００

１０００

１００００

生産装置のサイズと一月当たりの処理数

4.6.3


MEMS開発システムのニーズ
MEMS 開発の問題点
顧客の要求は「欲しいときに欲しい商品が手ごろな価格で手に入ること」であり、メーカ

サイドから見ると「発注からの納期が短く、フレキシブルな生産体制を低コストで実現する
こと」である。MEMS 製品の普及速度が遅い理由の一つは開発およびその応用製品の開発に
時間がかかることである。基本製品の開発においては構造設計・プロセス設計・マスク設計・
試作・検証／解析に１ヶ月から６ヶ月くらいかかる。試作結果が十分なものでなければ、２
回目以降設計時間は短縮されるにしてもこの設計から解析までの過程を繰り返すことになり、
開発期間は軽く一年を超える。
構造が同じ商品（たとえば圧力センサなどは薄板の厚さ、サイズで感度調整ができる）に
対しても２度目以降の試作と同じプロセスを踏むことになり、さらに試作回数が重なること
が多く、すぐに６ヶ月程度の時間が経過する。
10～
～60日
日

10～
～60日
日 10～
～60日
日
プロセス設計
試作１
構造設計
部材調達１

基本設計とプロセス設
計時形状にずれが発生

プロセス設計と実際の
形状、膜質とのずれが
発生

図4.6.6

プロセス設計
部材調達X
部材調達

・・・・・・・・・・・
試作失敗

試作X
試作

プロセス設計の形状、膜質を再現できない。特性
がでない。→どこに要因があるのか特定できない。
試作を繰り返す

MEMS開発プロセスの現状イメージ

これは「シミュレーションによって得た設計形状とその結果」と「実際に試作した形状と
その

結果」に大きな乖離があり、「設計」に問題があるのか、「加工」に問題があるのか切

り分けが十分にできず、改善点を絞り込みにくくなっているためである。
現在、MEMS 製品の開発には MEMS 用のシミュレーションソフトを用いて設計・解析し
た後、その結果に基づきプロセス設計を行い、試作している。シミュレーションには MEMS
で使用する加工において発生するテンションや形状変化（垂直な断面設計しているものに対
し、ウエットのエッチングではテーパやラウンドがついた形で加工される）が考慮されない
ため、シミュレーション結果と実際に作製されるデバイスとの間には大きな違いが生じる。
そこで「設計したとおりのデバイス（モデル）を忠実に再現する工作機械」があれば、こ
の乖離を克服でき開発速度を上げるのに寄与できる。この機械はモデルを一つ再現できれば
良いので、ここに１デバイス個別生産システムの存在可能性が生まれる。
設計値との誤差を極力なくすために切削加工やレーザ加工を持ち込むことができる。そし
てこの場合スループットにもある程度目をつぶることができる。
試作回数を一回減らすことは１ヶ月から６ヶ月の短納期効果につながるので１デバイスの
加工に一週間かかったとしても問題とならないからである。この方針は MEMS の開発にお
けるマイクロファクトリーの存在意義と仕様を与える。
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「モデルを忠実に再現する工作機械」に必須の要件
「モデルを忠実に再現する工作機械」＝「モデル作製装置」に必須の要件は以下のような
条件である。
・正確な切削（エッチング精度）
・安定した膜の形成
・３次元立体構造（ギャップなど）の形成
・加工状態を監視する機構
・正確なハンドリング
・接合
・洗浄（パーティクル除去と液体の扱い）
切削、加工状態を監視する機構、ハンドリング、洗浄（液の供給機構）などはマイクロフ
ァクトリー研究（旧通産省工業技術院の産業科学技術開発制度の下に NEDO から、マイ
クロマシンセンターを通じての委託研究事業）において基盤となる技術は研究されている。
基本的にはこのような技術を発展させ、MEMS 独自の機構を付加することにより目的を達す
ることができる。

図4.6.7

現在のマイクロファクトリー

（出展：セイコーインスツルメンツ株式会社

ホームページより

http://www.sii.co.jp/info/mfactory_sub01.html）

a）正確な切削（エッチング精度）
正確な寸法を再現するにはドライエッチングやウエットエッチングという従来の加工
法では不要なテーパや突起部が形成されること、加工後の微調整をすることができないこ
とから、この場合適当ではない。また面加工において効率、精度が良いリソグラフィ技術
も個片加工である個別生産にはマッチしないため、リソグラフィマスクを必要とするドラ
イエッチングやウエットエッチングを極力避けることが必要である。
マイクロファクトリーにおいて提唱されている切削加工、レーザ加工、放電加工などが
リソグラフィ技術を使わずに直接個片を加工する方法として適当である。
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切削加工はサブミクロンオーダでの加工が可能になってきている。加工精度・速度はステ
ージの精度、速度、対象素材に依存するが、５μm、10mm 程度のライン切削のようなもの
の場合、数秒以内で加工は終わる装置もあり、一番実用に近いと言える。最大の課題は深い
溝を切削する時のアスペクト比がまだ十分でないことである。MEMS プロセスはアスペク
ト比 20 以上の深い溝を形成するプロセスを多用する。切削加工のアスペクト比は切削刃と
その取り付けジグの形状に依存するため、加工動作空間の制約のある高アスペクト比の溝加
工は現在実現していない。また加工パーティクルが大量に発生することも大きな問題である。
特に MEMS の場合３次元立体構造の下部にパーティクルがもぐりこむ可能性があり、この
場合デバイスの特性や信頼性に重大な影響をもたらす。そこで洗浄工程に工夫することが不
可欠となる。
またレーザ加工はミクロンオーダの加工も可能になってきているが加工対象による精
度のばらつきが大きく、MEMS 加工のすべてに応用できる状態ではない。また加工表面の
盛り上がりや変質などが起こりやすいため、制御レベルを高めてやることが必要である。
放電加工技術もミクロンオーダまで加工が可能になってきている。ステージ、電源・電
極の改善によりさらに精度があがる見込みであり、今後に期待したい。浸水下での実施が
必要というその加工方法は設置に制約を受け、管理も難しくなるが、現状では MEMS は
ウエットプロセスを避ける見込みを持たないため、効率的に組み合わせることができれば
その負荷も軽減できる。
b）安定した膜の形成
基板上に安定した膜をテンション（引っ張り、収縮力）の影響が少なくなるように、少
なくとも単純化されるように作製することが必要である。
安定した膜の形成を「モデル作製装置」専用にダウンサイズすることは技術的に可能で
あるが、多種多様な膜を形成する必要があるため、多くの装置が必要となる。またＭＥＭ
Ｓプロセスでは「膜形成→膜形状加工」を繰り返すが、切削加工では積層した膜を同時に
加工することが可能になるので、形状形成工程の途中で成膜工程を入れなくてもよい。
この事実から生産ではなくモデル作製を目的とする段階では成膜は既存装置に頼るほ
うが現実的である。つまり必要な膜をあらかじめ既存装置で積層しておき、「モデル作製
装置」は膜形状加工以下の工程を実施する。この方法は膜のテンションモデルが単純化さ
れることにも寄与する。
また加工寸法・精度がまだ大きいものの、インクジェットを用いたマイクロ液体プロセ
スも将来応用を期待できる技術である。このプロセスを用いると成膜と成形を同時に行う
ことになるので、切削加工すら必要としなくなる可能性を持つ。配線形成などに有効に活
用できることを期待できる。
c）３次元立体構造（ギャップなど）の形成
MEMS は可動する構造体を形成するため、構造体間に空間を作製する必要が生じる。
（例
図 4.6.8）

この構造は加工した基板どうしを張り合わせる「接合」と薬液やガスに対す

－74－

る膜の選択比を用いて、下層の膜（犠牲層）をエッチングして除去する「犠牲層エッチ」
のいずれかの方法により形成されている。「モデル作製装置」においても切削加工では積
層方向の空間を形成することはできないため、従来の手法を用いる必要がある。しかし、
「犠牲層エッチ」は膜形成プロセスと形状加工プロセスを複雑に組み合わせる必要がある
こと、ガスや薬液による化学加工を実施するので形状制御が難しいことから「モデル作製
装置」に合わせにくい。また「接合」プロセスも２つの個片どうしを寸法正しく接合する
ためには正確なハンドリングとアライメントが重要となり、難しい技術課題を抱える。

キャップ基板
フリットガラス
可動接点

可動電極

シリコン基板
固定電極
（高周波GND）

固定接点

ガラス基板

・ 2×
× 3×
×１mm(5GHz）
）

図4.6.8

信号線

MEMSデバイスの一例（リレー：オムロン株式会社）

d）加工状態を監視する機構
正確な加工がなされているか確認するため 100Åオーダで段差測定のできる３次元形状測
定機が必要となる。しかし加工をいったん中断し、移動させた上で再加工する場合、はじめ
の加工位置まで正確にもどることは難しい。MEMS の場合高さ方向制御が一番シビアであ
り、高さ方向の再現精度で 100Åオーダを要求する。従って加工ステージにある状態で、精
度の良い測定ができることが望ましい。
e）正確なハンドリング
ロボットによる搬送技術は発達しているので、各デバイスの形状に合わせて搬送するこ
とは不可能ではない。しかし図 4.6.8 の Si 部分のように薄い分では厚さ 10μm 程度、厚
い部分でも数十μm 程度の個片を正確にハンドリングすることは難しく、可能であっても
複雑で高価な搬送装置が必要になる。また切削や接合などの加工工程にはしっかりデバイ
スがホールドされていることが必要である。特に接合時のアライメントにおいて影響が大
きくでると想定される。このため図 4.6.9 のようなホルダを採用して搬送するのが現実的
である。
ただし図 4.6.8 の Si 部分などはこのままではホールドできないためホールド用に Si の
外枠を残しておき、接合などの加工が終了した後、切削などで除去してやることが必要と
なる。
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f）接合
現在 MEMS でもっとも一般的な接合はシリコンとガラスを高温下（300-400℃）で電圧
を印加する陽極接合であるが、高温をかけ、シリコン同士原子レベルで接合する直接接合
やプラズマやレーザで表面処理して常温で貼り合わせる将来技術の常温接合など多くの
種類の接合が存在する。陽極接合は使用できる基板素材がシリコンとガラスに制限される
ため、デバイス仕様に対し最適な素材構成を選択できるよう多様な接合を実施できる装置
が期待されている。それぞれの装置を「モデル作製装置」に組み込むにはコスト面で不利
であるが、共通の機能を組み合わせることで複数の接合を実現した装置は提案されている
ので、開発者自らが必要な機能を選択して、組み込むことが要求される。
ホルダ

真空チャンバー

加工対象

接合機

ヒータ
可動

セット用ホルダ台
ヒータ
セッティングするためのジグ
ホルダ

図4.6.9

加工対象

デバイス用ホルダおよび接合機の例

g）洗浄
薬液の使用量が少なくてすむこと、薬液の補給、廃棄のシステムを整備すること、すで
にマイクロファクトリー研究において供給システムが提案されていることから十分組み
込むことは可能である。しかし、チャンバーや装置全体への影響を考慮すると薬液は薄い
ものが望ましい。また

切削時のパーティクルがギャップに入り込む可能性があるので除

去方法を検討しておく必要がある。現在既存サイズの装置では超臨界洗浄が注目されてい
るが、この装置にも要求される可能性が高い。
このようなことを考慮すると、薬液の揮発成分を除去するためバスは密閉タイプとする、
環境を安定させるため循環バスにする、といったコンセプトが提案できる。この場合前掲
の超臨界洗浄も組み込むことが可能である。
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4.6.3

「モデル作製装置」

MEMS の開発システムにおけるトータルのシステムとしてモデル作製装置の可能性について
述べた。既存の MEMS 装置に対応した装置が現在はないため、指摘点が散乱している面をお許
しいただきたい。
しかし、MEMS 開発において「モデルを忠実に再現する」ということは大きな課題であり、こ
れがコストに見合った形で実現されるのが望まれる。
「モデルを忠実に再現する」ための鍵は切削
などの形状加工であり、この技術により「モデルを忠実に再現する」のならば、これだけでも
MEMS の開発速度に大きく寄与することになる。他の工程は MEMS の既存ラインを工夫して使
用することが可能であるからだ。

モデル作製装置
既存装置
エッチング
洗浄機

検査

形状加工
（切削）

成膜済み加工済み個片

接合

ＩＮ

図4.6.10
4.6.4

ＯＵＴ

デバイス用ホルダおよび接合機の例

まとめ

現状において MEMS 生産におけるマイクロファクトリー化の道は遠い。しかし、既存の生産
ラインにおいて個別生産に用いる微細加工機を開発期間の短縮を目的に活用していくことにより、
既存技術を取り込みながら、個別生産装置技術が発展する可能性はある。またその環境下で個別
生産が必要なデバイスがニーズとして健在化するかどうかマイクロファクトリーが産業として拡
大していくかどうかの鍵となる。産業技術総合研究所マイクロ・ナノ機能広域発現研究センター
(5)

の矢野氏によれば MEMS におけるマイクロファクトリーの実現は 2015 年以降になるとのこと 。
ここでいうマイクロファクトリーは既存の MEMS 生産に限った話ではないが MEMS にマッチし
たマイクロファクトリー実現へのハードルは高い。
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4.7
4.7.1

MEMSから見たニーズと課題
はじめに

MEMS(Micro Electro Mechanical Systems:微小電気機械システム)とは、半導体製造技術や微細
加工技術を用い、基板上に電気回路や微小な機械構造体を集積したデバイスであり、各種センサ
ー、アクチュエーター、およびマイクロ流路の応用など、広範な産業分野で検討されている。本
節では、このＭＥＭＳの視点からマイクロファクトリーのニーズと課題を概説する。
4.7.2

MEMSの市場動向
(1)

MEMS 市場規模は拡大傾向にあり、04 年は約 5,500M$の見込みである 。技術分野別の比率
は、03 年度を例にとるとセンサー(加速度センサー、圧力センサー、その他)が約 50％弱、マイク
ロ流路応用(マイクロフルイディックス応用)が約 30％、アクチュエーター(光学デバイス、RF デ
バイス、その他)が約 20％強をしめる

(１)

。主要な製品分野であるマイクロ流路応用はインクジェ

ットプリンタのヘッドを含み、光学デバイスはプロジェクタ等の画像表示デバイスであるテキサ
スインスツルメンスの DMD(Digital Mirror Divice)を含む。いずれも現時点で既に市場を確立し
ており、且つ今後とも拡大が期待できる製品分野である。また、米国における走行中の自動車の
タイヤバースト事故から、走行中のタイヤ空気圧をモニタする規制が 03 年に施行された。現在は、
タイヤ空気圧を直接計測する方式とタイヤ外形から間接的に計測方式が検討されている。今後の
検討で直接計測方式が主流となれば、MEMS を用いた微小な圧力センサーの巨大市場が形成され
る。また、MEMS を用いた RF デバイスも携帯電話への応用が予想されており、巨大な数量が期
待できる市場である。これらの市場では、従来の小型化や高機能だけでなく、数量、市場に対応
できる生産性とコストが必要となる。
4.7.3

MEMSの加工プロセス

MEMS の高度化はプロセス技術および製造装置の技術革新と共に進展してきたと言える。1970
年代は Si の異方性エッチング、1980 年代に入り LIGA プロセス(リソグラフィーLithographie，
(2)

電鋳 Galvanoformung，成形 Abformung のドイツ語頭文字からの略語) 技術がドイツで開発され、
1980 年代後半には LSI プロセス技術を応用した犠牲層エッチングによるサーフェスマイクロマシ
ンが開発された。MEMS の地位がこれによって確立したといえる。さらに、1990 年代に入り ICP
方式の Deep-RIE(Plasma Reactive Ion Etching)装置が開発され、SOI(Silicon on Insulator)ウェハ
を用いた高精度のバルクマイクロマシニング技術が確立した。MEMS の加工材料は主に半導体材
料の Si、SiO２、SiN、各種薄膜金属、および各種樹脂材料である。加工方法は半導体製造技術に
加え、その他広範な微細加工技術が用いられている。本節では、材料、加工の主体となる Si 系の
微細加工技術に的を絞り、製造装置の課題、マイクロファクトリーのニーズの検討を行う。バル
クマイクロマシニングの基本的プロセスを図 4.7.1 に示す。⑦のエッチングプロセスで RIE 装置
を用いた高アスペクトのエッチングが行われ、微細な構造体が形成される。
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①
②

③

④

図 4.7.1
4.7.4

基板洗浄

有機洗浄
RCA洗浄
流水洗浄

⑤

現像
ﾍﾞｰｷﾝｸﾞ

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ
オーブン

薄膜形成

熱酸化
スパッタ
CVD

⑥

エッチング
ﾚｼﾞｽﾄ除去

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ
アッシャ

ﾚｼﾞｽﾄ塗布

⑦

エッチング

ﾍﾞｰｷﾝｸﾞ

スピンコート
電着, スプレー
オーブン

ﾄﾞﾗｲｴｯﾁﾝｸﾞ
異方性ｴｯﾁﾝｸﾞ

露光

マスクアライナ

⑧

薄膜除去
洗浄乾燥

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ
流水洗浄
IPA乾燥

バルクマイクロマシニングの基本的プロセス

MEMSの製造装置

図 4.7.1 に示したバルクマイクロマシニングの基本的プロセスで用いられる、主な製造装置を
プロセス順に示す。
①

基板洗浄：洗浄装置、ドラフト

②

薄膜形成：蒸着装置(抵抗加熱、スパッタ)、CVD、熱酸化炉

③

レジスト塗布、ベーキング：スピンコート、乾燥･焼成炉

④

露光：露光装置

⑤

現像･ベーキング：乾燥･焼成炉

⑥

レジスト除去：アッシャー

⑦

エッチング：エッチング装置(ドライ、ウェット)

⑧

薄膜除去･洗浄乾燥：洗浄装置、乾燥･焼成炉

⑨

組立：ダイサー、ワイヤボンダー、接合装置

MEMS 製造装置の多くは半導体製造装置の流用であるが、一部、MEMS 加工プロセス特有の
装置が必要である。例えば、露光プロセスでは、焦点深度が深く、ウェハの両面を露光できる両
面アライナー、エッチングプロセスでは高アスペクトのエッチングができるドライエッチャ、洗
浄乾燥プロセスでは洗浄液の表面張力を回避できる超臨界乾燥装置、組立工程では製造デバイス
専用のパッケージ、組立装置などが必要となる。ドライエッチャ、超臨界乾燥装置、及び組立装
置について、以下詳細を説明する。
ド ラ イ エ ッ チ ャ は MEMS 加 工 の 主 要 装 置 で あ り 、 誘 導 結 合 型 反 応 性 イ オ ン エ ッ チ ン グ
ICP-RIE(Inductively Coupled Plasma Reactive Ion Etching)が主流である。化合物半導体の加工な
ど一部 MEMS 用途以外にも用いられるが、現在では MEMS 用途が主であり、MEMS に特化し
て開発した装置が多数販売されている。図 4.7.2 に加工原理を、図 4.7.3 に基本構成図を示す。
高アスペクトの加工プロセスは、C４F８ガスによる保護膜形成と SF６ガスによるエッチングを交互
に繰り返し、側面保護を維持しつつ深さ方向にエッチングを進めるものである。Bosch プロセス
と呼ばれ、現在では MEMS の高アスペクト加工の標準プロセスとなっている。装置は、主に真
空容器、真空排気装置、プラズマ発生装置、C４F８ガスと SF６ガスを交互に導入するマスフローコ
ントローラからなる。
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マスク

保護膜

Depo

２MHz

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ

C4F 8

～

誘導ｺｲﾙ

繰返し

ﾛｰﾄﾞﾛｯｸ室

保護膜
Etch

MFC

SF 6

～

底面
end

図 4.7.2

13.56MHz

off

ICP-RIE の加工原理
（Bosch プロセス）

図 4.7.3

排気系

TMP
RP

RP

ICP-RIE の基本構成

洗浄乾燥プロセスでは、洗浄やウェットエッチングでの液体流体力、もしくは乾燥時の水分の
表面張力によって、MEMS デバイスの倒壊、破損、張付(スティクション)が生じる。これらの破
損から MEMS デバイスを保護するために、液体二酸化炭素(LCO２)の超臨界状態を作り出し、表
面張力の影響を排除して超微細デバイスを洗浄、乾燥できる超臨界乾燥装置が用いられる。臨界
点に達した液体二酸化炭素は気相と液相が平衡存在し，気体／液体間の界面が無くなり表面張力
がゼロとなる。超臨界状態から液相を通ることなく直接気相に戻った洗浄･乾燥液を排出すること
で，微細構造を破壊することなく洗浄･乾燥を行うことができる。装置は、チャンバ、ポンプ、圧
力調節バルブ、ヒーター、制御装置からなる。微小部品用の卓上版なども開発されており、小型
化の検討は進められている。
ウェハに製作された MEMS デバイスは、最終段階で個々のデバイスに分離切断され、実装に
供される。分離切断には、多くの場合ドライエッチャが用いられる。MEMS は微小構造体が露出
するため、切断の振動、洗浄液など外力の加わるダイサーは用いられず、ドライエッチャを用い
て、微小構造体を保護しつつ個々のデバイスに分離切断する。このプロセスもコストを上げる要
因である。実装プロセスでは、MEMS 特有の微小構造物を保護するため機密パッケージが用いら
れる。機密パッケージに限らず、MEMS デバイスではパッケージコストの比率が大きい。センサ
ーでは種類にもよるが、デバイスコストの 30－50％をパッケージが占めるといわれる。このパッ
(3)

ケージコストの削減が重要課題である 。

4.7.5

マイクロファクトリーのニーズ
２

図 4.7.4 に、MEMS 加工に用いる Si ウェハ面積 s(mm )と、主な加工装置の設置面積(フット
２

サイズ)S＝W×L(mm )との比 S／s を示す。本データは、本調査に置けるヒアリングデータから
算出した。なお、図示の Si ウェハ径は一部の例を除いて約 100mm(４インチ)である。図 4.7.5
に示す通り、被加工物 Si ウェハに対し装置寸法が極めて大きい。特に、真空容器を要するスパッ
タ、蒸着装置、およびドライエッチャが大きい。スパッタ、蒸着装置等の成膜装置は、いずれも
半導体製造装置の流用、もしくは改造であり、MEMS 製造装置として最適化が検討されてはいな

－81－

い。また、ドライエッチャは MEMS 用途の専用装置であるが、高アスペクト加工の性能優先で
あり、小型化の検討は十分とは言い難い。図 4.7.5 中に、ドライエッチャと Si ウェハとの原寸比
率の一例を平面図で図示する。ドライエッチャ本体の設置面積は、加工する Si ウェハの約 230 倍、
排気装置等の付属品を加えると約 400 倍にも達する。
450

[一 例 ]

400

付属 品

350

S/s (倍)

エ ッチャ本 体

300

加 工品
（ S iウェハ)

250
200
150
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内作業である。従って、加工装置の設置
面積(フットサイズ)はクリーンルームの
必要床面積を決定し、設備投資額、ラン
ニングコストを大きく左右する。図
4.7.5 にクリーンルーム建設単価例を示
す。これらは、クリーンルームの建設費
(4)

用データ に本調査のヒアリングで得た
データを加えて算出したものである。半

クリーンルーム建設単価 (M\/m )

現在の MEMS 加工はクリーンルーム
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導体製造ライン用のクリーン度はクラス
1、もしくは 10 を必要とし、MEMS 製造
ラインは製造するデバイスによって必要
クリーン度が異なるが、最低でもクラス
1000 は必要になると考えられる。クラス

0

1

10

1000
クラス
(4)
図 4.7.5 クリーンルームの建設単価例

1000 では、若干建設単価が下がるものの、
２

それでも１M¥／m は必要であり、初期投資額に占めるクリーンルーム建設費用の比率は大きい。
従って、MEMS 製造装置の小型化によってクリーンルーム面積を削減できれば、そのコスト削減
効果は極めて大きい。半導体産業は、従来、同一製品の大量生産が主流のため、いかに多量に、
歩留よく生産できるかが生産技術の焦点である。そのためウェハの大口径化が不断の努力で推進
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され、加工装置の小型化は優先的な課題ではない。しかしながら、半導体に比して生産量が小さ
く、かつ多品種になるＭＥＭＳ製品では、クリーンルーム面積を左右する製造装置の小型化は重
要な課題である。
クリーンルームは建設費と同様にランニングコストも大きい。現在は CO２削減など、環境の視
(5)

点からクリーンルームの省エネが重要視され、検討が行われている 。従来のクリーンルーム電
(6)

力使用量の試算事例を表 4.7.1 に示す 。現在では、エネルギー設計を最適化することによって、
大幅な電力削減を図ろうという開発が多方面で進められている

表 4.7.1

。

クリーンルームの電力使用量の試算例

[試算条件]
クリーンルーム寸法

(4),(5),(6)

[試算結果]
3

10×10×3m

クラス

1000

室内温度

23±2℃

室内湿度

55±10%

室内発熱量

10kW

材質人数

10人
3

局所排気量

10m /min

運転時間

24時間

月平均稼働時間

(6)

パッケージエアコン

10馬力×3台

冷却能力

70.8kW

電気ヒーター容量

70.4kW

加湿器容量

32.8kW

消費電力

856kWh/年

受電容量

128kW

電力料金

9.1M\

30日
『出典：日本スピンドルテクノ株式会社 HP』

クリーンルームの省エネ手法、ねらい目は、大別して①空気、水搬送システム、②クリーンル
(7)

ーム機器類、③製造装置である 。①空気、水搬送システムでは、局所クリーン化によるクリー
ンルームクラス(清浄度)の緩和、空調環境機器の省エネ運転など、②クリーンルーム機器類では、
エネルギーの最適設計と省エネ運転などである。製造装置の小型化は、③の装置本体の省エネに
限らず、クリーンルームのスペース削減を果たし、①、②省エネ効果のベース自体を変えるもの
であり、その効果は大きい。MEMS デバイスは多品種、少量生産であるため、同一製品、大量生
産の半導体ほど製造装置の稼働率は高くない。従って、一製品にかかるクリーンルームのランニ
ングコスト、環境負荷の比率は高いと予想され、そのコスト削減は重要課題である。
4.7.6

開発の課題

個々の MEMS 製造装置については、MEMS の製造プロセス(必要機能)、生産量に適した小型
化の検討が必要である。局所クリーン化によるクリーンルームのクラス(清浄度)の緩和は不可欠
であり、そのためクリーンブース内に設置できる装置寸法が小型化の一つの目安と考えられる。
また、前述のごとく MEMS デバイスでは、最終の組立、パッケージ工程のコスト比率が大きい。
組立、パッケージ工程をマイクロファクトリー化できれば、その効果は極めて大きい。
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4.7.7


まとめ
MEMS 応用製品の市場は拡大傾向にあり、小型化、機能に加え、コスト、生産性が重要と

なる。


現在の MEMS 製造装置は、多品種、少量生産に適した小型化の検討が十分ではない。



MEMS 製造装置の小型化は、クリーンルームの建設費用、ランニング費用を削減でき、
MEMS デバイスのコスト削減に効果大である。



MEMS デバイスではパッケージコストの比率が高く、パッケージングにマイクロファクト
リーのニーズが高い。
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4.8
4.8.1

生産システムから見たニーズと課題
はじめに

JIT（ジャスト・イン・タイム）方式に代表される日本的生産システムを米国 MIT グループは、
リーン生産方式と呼んだ。その特徴は高い生産効率と多品種生産を備えたもので、手作りと大量
生産方式の利点の活用と欠点（コスト高、フレキシブル性の欠如）の克服をおこなった生産シス
テムである｡

(1）

顧客ニーズ多様化と製品サイクルの短縮化が進み、めまぐるしいモデルチェン

ジ、多品種変動生産や低コスト（工数・製造装置）に対応するためにフレキシブルな生産ライン
の構築が求められている。次世代のリーン生産を探求する中で製造装置のダウンサイジング化（マ
イクロファクトリー化）の考え方が今後重要になってくる。
フォード型大量生産

２０世紀初頭

プロダクト・アウト

スケールメリット
標準品

流れ作業

良い物を安く造る

高度成長経済時代

コスト低減

大量消費

各工程に余剰在庫が存在（ﾊﾞｯﾌｧｰ・ｽﾄｯｸ）

米国は人・物・金に余裕を持たせ圧倒的に他国より優勢を誇る
生産性の向上

リーン生産

年代紀
1980

人・物・金を大切にムダを排除
ユーザー需要の多様化で市場が飽和
小ロット生産

在庫削減の徹底

段取り時間の削減

多能工の育成

品質

Ｕ字型ラインによる１個流し

設備保全

多品種少量を安く造る

マーケット・イン

図 4.8.1

少品種大量生産から多品種少量生産へ

図 4.8.1 は、20 世紀初頭よりスケールメリットによるコスト低減によって他国を圧倒したフォ
ード型大量生産と顧客ニーズの多様化に対応した多品種少量生産（リーン生産）を比較したもの
である。顧客ニーズに対応し生産性向上を可能としたリーン生産の製造ラインは、流れ作業方式
から１個流し方式へと作業形態がフレキシブルに変貌していることがわかる。
4.8.2

フレキシブル生産システム

顧客ニーズの多様化による多品種少量生産と顧客の要求期間に対応した製造リードタイムの短
縮を実現するためには、よりフレキシブルな生産システムを構築することが必要である。また、
ニーズの多様化からオーダーメイドに近い要求への対応が不可欠となり作り過ぎによるムダを排
除し、在庫を削減しなけらばならない。
図 4.8.2 は多品種少量型フレキシブル生産システムを示したもので｢必要なものを、必要なだけ、
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必要なときに、作る｣リーン生産は、流れ作業方式を小ロット化し生産の平準化、製造サイクルの
短縮、在庫の削減をおこなうと共に製造装置をダウンサイジング化してスペースの低減、設備投
資額の削減等をおこなうことが重要となってくる。
米国では戦闘機等の軍需生産に最新コンピューターを駆使し、設計～生産を同時並行で進め製
造までのリードタイムを圧縮する「アジャイル(Agile)生産」が次世代生産として重要であると位
置づけている。但し、アジャイル生産は開発の迅速化に特化し過ぎ収益性を度外視したためムダ
を多く含んだ生産システムになっているのも事実である。
今後、日本のリーン生産とアジャイル生産を融合させることでフレキシブル生産システムの最
適化を進めることが重要であると考えられる。

欲しい人へ、タイムリーに欲しい量を提供
製品開発期間の短縮

顧客要求期間 ＞ 製造リードタイムの短縮

製造までのリードタイムを圧縮

ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ品で在庫を持てない

改善・改革手法

在庫の削減に有効
継続的・挑戦的な製造期間のさらなる短縮活動
在庫の半減化

リーン生産（ＪＩＴ生産）
ムダの徹底的な排除
最適化生産システム



アジャイル生産
無駄取りが課題

リーン生産＋アジャイル生産

スペース、設備投資額の削減

図 4.8.2

多品種少量型フレキシブル生産システム

図 4.8.2

多品種少量型フレキシブル生産システム

フレキシブル生産を可能とするセル生産方式
一人または数人のチームで、部品装着から組立、検査の全組立工程を担当（一人で多工程
を担う）するセル生産方式は、90 年代にパソコン、携帯電話、カメラなどの組立・生産方式
として頻繁にモデルチェンジを繰り返す電気製品を中心に導入されるようになった。作業員
は肩と肩を寄せあって仕事をし、自分の仕事が終わると隣の作業者に渡す。隣の作業者が受
け取って作業が継続されるので自分と隣に仕掛品はなくなる。現在では工作機械、自動車分
野においても導入が進んでいる。
図 4.8.3 は従来の生産ラインの問題点を示したものである。一般的な従来の生産ラインで
は月産数十万台を超える生産規模になるとセル生産方式よりも量産効果が高まるが設備導入
費用は高額となる。少量生産では、部品やハンドリングの交換が頻繁となるため作業効率が
著しく低下する等の諸問題が発生する。
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頻繁なライン切替えができず在庫を発生（仕掛品完成まで生産が継続）

一番遅い作業者にライン速度を調整
ライン上の１箇所でトラブルが起これば生産全体に影響が出る
ラインバランスが取り難い（手待ち、仕掛り品にムダが発生）
製品あたりの作業時間が短いため作業に追われ作業者同士の助合いができない
図 4.8.3

従来の生産ラインの問題点

セル生産方式は、生産ラインからコンベアーを取り除くことで隣の作業者との間隔を詰め
て１個流し作業による生産方式である。作業者間の仕掛品をなくし在庫削減をおこない、作
業を重複させることで隣の作業者との助け合いを重要視している。また、自己完結ラインと
し多工程に作業者が関わることで作業者の熟練をムダなく生産に活かすことができる。生産
品種の変更は、部品箱の入れ替えや作業員の作業順序を変える等で容易に切替えることがで
きるため、多品種少量であっても生産性を向上させることができるため、生産量の変動に強
いフレキシブル生産システムとして、設備投資も少額で対応可能な優れた生産方式である。
図 4.8.4 にセル生産の主な特徴を示す。

作業編成効率

１００％の実現

品質維持：あるセルが停止しても他のセルは独立して稼働

長所

生産品種変更が容易：部品箱の入替え、セル作業順序を変更
生産量の調整：セル内人数の調整、セル数の増減
作業者のモチベーション向上。不良率の減少

1 人が多工程を担当するので熟練教育に時間・費用がかかる
作業効率が作業者個人のやる気に依存（マイペースになり易い）

短所

少量生産志向のため増産対応がむずかしい
手作業率が高くなる
運搬方法から見て重量物には不向き
図 4.8.4

セル生産の主な特徴
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フレキシブル生産としての U 字型ライン
主に自動車産業の機械加工や部品組立の職場で用いられ部品や工具を U 字型などに配置
したラインで１個流し作業をおこなう U 字ラインと電機産業の最終組立職場を中心に導入
が進んでいるセル生産方式は、作業者を中心に考えながら多品種製品を対象に品質・生産性
の向上を実現している。
(2)

フレキシブル生産を代表する作業方式である U 字型ラインの特徴 を図 4.8.5 に示す。原
材料を入れる人と完成製品を検査する人（作業長等のリーダーが担当）を同じにすることで
品質を 100％保証し、第１工程から最終工程まで一人で一台ずつ停滞せず多工程持ちで組立
てる自律完結ラインを構築している。また、１人の作業者が旋盤、フライス盤、ボール盤等、
多くの仕事に対応できる能力を持つ多能工にすることで品質責任が明確になるようにしてい
る。図 4.8.6 は、複数の U 字型ラインを集めて大部屋化することを示したもので各ラインの
端数工数を寄せ集めて１人工の仕事ができるライン間レイアウトを構築し、小人化による生
産性の向上を可能にしている。

図 4.8.5

図 4.8.6

U 字ラインの特長

（2）

U 字ラインの大部屋化
－88－

4.8.3


生産システムから見たニーズと課題
製造装置のダウンサイジング化のニーズ
製造装置のサイズを製品サイズとの関係にあてはめて考えると現状の製造装置サイズが最

適化されているとは言い難い。製品サイズに合致した製造装置を最適サイズにダウンサイジ
ング化（マイクロファクトリー化）する余地がまだまだ残されていることを視点に置くと、
装置のダウンサイジング化によるメリットとして装置の設置スペースの低減、消費エネルギ
ーの削減や作業性の向上が改善事項として上げられる。例えば、装置幅寸法の低減に起因し
て作業者の移動量を軽減することができ歩行・取置のロス等の作業者負担が低減されること
で生産性が飛躍的に向上する。また、小型化による設備投資コストの低減も図ることもでき
る。図 4.8.7 は、製造装置のダウンサイジング化による主なメリットを示したものである。
①

『生産性の向上には、小型部品等の製造装置も適正サイズに小型化する必要がある』
製造装置小型化による設置スペース削減

スペース削減

小型・高密度化による消費エネルギー削減

経済性
省エネルギー
ランニングコスト低減

②

製造設備の低コスト化

多品種少量対応型フレキシブル生産システム
製品サイズに合致した製造装置の小型化
（歩行・取置ロス等）の削減

作業移動量

図 4.8.7

装置幅寸法の低減
ライン変更のフレキシブル化
作業者負担の低下
高齢者に優しい生産ライン

製造装置のダウンサイジンクﾞ化による主なメリット

従来のセル生産方式にダウンサイジング化した製造装置を組み入れることで最適なフレキ
シブル生産システムを構築することが可能となる。セル生産の特徴である自己完結ラインで
の作業者の自主性と判断力を高め組立作業の簡素化を一層容易にすることからレイアウト設
計の自由度向上による習熟性要因の低減を図ることができる。また、同時に、加齢に伴なう
(3)

身体機能（運動能力・速度、平衡感覚、視覚・聴覚機能）の低下を補う生産システム とな
ることから、高齢者に優しい生産現場を実現することが可能となる。
製造装置のダウンサイジング化への実用化開発事例として、三協精機のデスクトップファ
(4)

クトリー® について紹介する。装置のダウンサイジング化による最適生産システムの構築
を目指しており、図 4.8.8 にそのコンセプトを示す。
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図 4.8.8

三協精機におけるディスクトップファクトリー®
〔出展 三協精機製作所

ホームページ〕

また、図 4.8.9 は、製造装置のダウンサイジング化によるメリットを従来装置サイズと比
較することで具体的効果について示したものである。

・一般環境下での簡易クリーン環境を実現⇒設備投資額を従来比で１／３
・1 個流しによる仕掛かり品の削減⇒仕掛在庫日数を従来比で１／２
・品質の向上⇒リードタイムを従来比で１／３
・省エネ・省電力（高効率）・エアレス（オール電化）⇒ランニングコストを従来比で１／３
・省スペースの実現⇒スペースを従来比で１／５

図 4.8.9

ディスクトップファクトリー® によるメリット
※ディスクトップファクトリーは 三協精機製作所の登録商標です



製造装置のダウンサイジング化についての課題
製造装置のダウンサイジング化をおこなうためには、下記の項目が主な課題になると考え
られる。
①

微小部品のハンドリングや搬送機構を開発する必要がある。

②

パソコン等の周辺機器は既存製品を利用することと装置に用いられる機械要素部品の微
小寸法には限りがあることから、製造装置のダウンサイジング化には限界がある。

③

各種製品サイズや製造工程に依存する製造装置の適正化サイズがあるため汎用化・標準
化が困難である。
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④

製品サイズと作業者を加味した適正な製造装置のサイズが概念レベルである。

⑤

製造装置をメンテナンスするためのスペース確保が必要であることから、生産ライン自
体が長くなる。また、簡易メンテナンスやメンテナンスフリー化を考慮した製造装置の
ダウンサイジング化を進める必要がある。

⑥
4.8.4

微小精密製品の生産ラインについての現状把握が不充分である。
まとめ

製造装置のダウンサイジング化（マイクロファクトリー化）への取組みは、作業移動量が削減
されることから多能工性が高まる。また、製造装置のレイアウト自由度が増すことでライン配置
のフレキシブル性と生産性の向上が可能になり、多品種少量生産に対応したフレキシブル生産シ
ステムの最適化に大きく貢献することができる。同時に、高齢化に伴う身体機能の低下（特に作
業者の移動量）を補うこととなるので高齢者に優しく、個人差の影響を受けにくい作業者を中心
とした働きやすい作業環境を構築することができる。作業移動量を軽減するためには、製造装置
自体の作業幅寸法（横幅）の低減が肝要であり、工作機械のダウンサイジング化を追求する研究
開発がますます重要になると考えられる。
さらに、MEMS 技術（半導体加工技術）を応用した微細回路や微小機械についてもさらなるダ
ウンサイジング化を実現するための基盤技術として注目すべきである。
参考文献


大野耐一：『トヨタ生産方式』ダイヤモンド社 （1978）



佐野昭夫：｢同期生産システムによる『１個（SET）流し』の極意
工場管理



3 月（2002）

http://www.spsconsultants.co.jp/

｢高齢化社会における生産現場に必要なインフラ整備に関する調査研究（Ⅱ）｣
日本機械工業連合会



U ライン化｣

3 月（2003）

三協精機製作所ホームページ

http://www.sankyoseiki.co.jp/
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4.9

装置インターフェースの観点からのニーズと課題

4.9.1

はじめに

前節までにいろいろな製造場面でのマイクロファクトリーの設備に対するニーズと課題を論じ
てきたが、本節では視点を変えて実際にマイクロファクトリー装置を利用する状況になった場合
を想定し、その際の設備間におけるインターフェース面からの課題を中心に検討を行った。
4.9.2

マイクロファクトリーのニーズ

既に言われていることの繰り返しになるかもしれないが、マイクロファクトリーのニーズや特
長について以下に整理した。現在、製造現場では均一品種大量生産体制から多品種少量生産体制
へと替わりつつある流れが存在している。例えば半導体デバイスでも汎用量産品だったメモリな
どが、それぞれの用途によりカスタム化されてさまざまな仕様が存在するようになってきている。
ASIC,システム LSI などはさらに顕著であることは言うまでもない。マイクロファクトリーの一
般的なニーズとしては、こういった流れの中で部品生産についても同じようなことが言える。本
(1)

実用化研究交流会の中で紹介された「ムダとり｣ の本の中でも書かれているように、ラインの生
産性の向上にはセル方式のような体制が有効となってきていると報告されている。このような場
合を含めて、マイクロファクトリーへのニーズを整理すると以下のようになる。
・個別部品などがその場生産
→その場で生産してしまう方法が究極のジャストインタイムということになる。その場生産
となれば、必要な部品加工により必要な数だけを用意しておくということが可能となる。
・省スペースの実現
→設備の面積が小さくなることで工場における設備占有率が小さくできる。そのため、レイ
アウトの自由度があがりさらに、工場全体のフレキシビリティも向上することにも繋がる。
・生産性の向上
→省スペースの実現により、担当者一人当たりが担当できる設備を増やすことが可能となる。
そのために一人当たりの生産性を向上できる。
・加工精度の向上
→この特徴は若干イメージが先行しているが、小さい加工設備を使うことにより、精度良く
加工できるのではないかと考えられている。前節での議論で出たような微小のモグラマシ
ンのような加工方法が実現できれば、自由孔の形成などが精度良く出来ると考えられる。
・省エネルギーの実現
→この点からもマイクロファクトリーが求められている。大型設備ではどうしても発生しが
ちな無駄な動きを抑制した小さな設備を活用することでマイクロファクトリーでは省エネ
ルギーの実現が期待できる。現状の製品でもすでに 100V 電源で稼動可能な設備が散見さ
れており、訴求点の一つとなる。
4.9.3

マイクロファクトリーへの課題

－インターフェースを中心として－

前節のようなニーズがあるマイクロファクトリーは実用化へ向けた新しいフェーズに入りつつ
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あると考えられる。さらに普及していくためには、まだ様々な課題を解決していく必要がある。
ここではインターフェースという観点を中心にして実用化に向けての課題について検討を行った。


設備間での部品・製品の受け渡し
マイクロファクトリーを使ったラインでの生産では、従来よりも小型の部品や製品を次の
工程へ受け渡しをすることになる。加工した部品を次の工程に受け渡しをするのが人手によ
って行うのか、それとも機械が自動的に受け渡しするのかでも変ってくると考えられる。
人間が扱える程度の大きさの部品や製品であれば、少量多品種に合わせてフレキシブルに
対応させるということからも、直接人手によって受け渡しを行う方が簡単であるし、自由度
も大きい。逆に人間が簡単に取り扱えないようなサイズになれば、自動搬送が必要となって
くると予想されるが、人間が取り扱えない程度の大きさの部品では従来、問題ではなかった
部品同士の固着や表面張力によるハンドリングの問題が発生する。これらの問題を解決する
ような新しい部品の搬送手段が必要である。
一方で、設備のレイアウトや構成のフレキシビリティを上げるためには、設備自体は独立
に稼動できることが必要である。これらの点も考慮して、製品の受け渡しをスムースにしな
がら装置の独立性も確保するために、装置間の部品・製品の受け渡し部分を規格化して、標
準仕様とすることが不可欠であり、解決を急ぐべき課題である。



設備へのユーティリティ供給
次に検討すべき点の一つは、設備へのユーティリティの供給方法である。電力、冷却水や
乾空といったようなユーティリティの設備への供給するための接続部分が、設備の小型化に
対して、そのままのサイズでは設備上、アンバランスとなっていくことが容易に想像できる。
この問題を解消するためには、ユーティリティの接続部分自体も小型化してかつ標準化する
ことが必要である。標準化することにより、マイクロファクトリーのメリットであるレイア
ウトの自由度を維持することが可能となる。つまりユーティリティの取り合い部分を標準コ
ネクタ化していくことにより機器間の構成変更も簡単に出来るようになる。
省エネルギーの観点から、設備自体のユーティリティも従来の容量が必要でなくなってく
ることも予想されるため、マイクロファクトリーの最適なコネクタ仕様、つまり、どんなユ
ーティリティを、どのくらい供給するコネクタとするかを検討すべきである。プラットホー
ムの上でブロックモジュールをつなげていくように、マイクロファクトリーラインが自由に
構成され、コネクタをつなげればすぐに稼動できるようになることが期待される。



設備間をつなぐネットワーク
上記のユーティリティと同様にこれも標準的なインターフェースの検討が必要になると予
想される。しかしながら、情報系及び制御系のネットワークインターフェースは、現状では
モバイル機器の向上によりどんどん小さくなっているので、マイクロファクトリー仕様とい
うものをわざわざ作る必要も無いと思われる。
とは言え、モグラマシンのような小型の独立工作装置ということになれば、加工の自由度
を上げるためには無線による制御や高精度のセンシングが求められるようになってくると予
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想されるため、インターフェース以外での新規技術の開発は不可欠ではある。


マン・マシンインターフェース
製品自体や加工面などが微小になってくると、目視での確認が困難になってくるため、何
らかの新しい確認手段が必要となり、高精度のセンシング技術が必要である。また生産性の
向上のためにも複数台の装置を使いこなすことが必要となってくるため、制御する側は一つ
の装置から複数の設備をまとめていくことが求められる。逆説的になるかもしれないが、マ
イクロファクトリーでは、より多くの情報を担当者に提供するために大型のディスプレイが
必要となるのではないか。

4.9.4

まとめ

本章はマイクロファクトリーの実用化に向けて設備のインターフェースという観点から、解決
すべき課題について検討を行った。マイクロファクトリーのメリットである構成のフレキシビリ
ティや省スペースといった点を生かすためにも、装置間の部品の受け渡し部分やユーティリティ
接続部などの一層の検討により標準化仕様が不可欠である。
そのためには、例えば、ユーティリティのコネクタなどへ、MEMS 技術を適応することにより
新しい形状のコネクタが期待できるので、そのような方向も検討すべきである。
参考文献


ムダとり：山田日登志，

幻灯社，（2002）
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4.10

製造現場における各種製造設備・装置の運用状況から見たニーズと課題
（製造現場に対するヒアリング調査結果のまとめと分析）

本報告書の第３章「マイクロファクトリーに関する研究開発の現状」や、第６章の「参考資料」
においても述べられているように、これまでのマイクロファクトリーの試作事例は、その多くが
切削加工や研削加工などの機械加工を行う製造装置を対象としたものであった。しかしながら、
製造方法としては、この機械加工法以外にも様々な方法があり、これらの各種製造方法、製造装
置の中で、どのような製造方法、製造装置が、最もマイクロファクトリー化の適用効果が大きい
のかという点に関しては、未だ明確にはなっていない。
そこで、様々な種類の製品を実際に製造している企業の製造現場に対して、製品の形状、材質
や、製品の大きさとその製造装置の大きさの比率、さらに製造装置の定格電力と実際の消費電力
の比率など、以下の項目に関してヒアリング調査を行い、その結果に基づいて、各種製造方法の
特徴と、どのような製造方法や製造装置が、最もマイクロファクトリー化の適用効果が大きいの
かを、定量的に明らかにすることを試みた。
企業の製造現場に対して行ったヒアリング調査の項目は、以下の通りである。
１．製造物（製品）に関して
①

形状

②

どの部分の加工工程か

③

大きさ（W／D／H 寸法）

④

材質

２．その製造物を製造している製造設備・装置に関して
⑤

製造方法

⑥

製造設備・装置の種類

⑦

本体と付属装置の大きさ（W／D／H 寸法）

⑧

本体と付属装置の定格電力（カタログ等に記載されている仕様値）

⑨

本体と付属装置の実際の消費電力（実測値）

３．製造設備・装置が設置されている製造環境に関して
⑩

環境の維持に必要な所要電力（定格電力と実際の消費電力）
（空調やクリーンルームの運
転に必要な電力）

ヒアリング調査の結果をまとめたものを表 4.10.1 に示す。この表では、今回の調査で得られた
結果を、製造方法として切削・研削加工、電解加工、射出成形、塑性加工、溶接、半導体プロセ
ス、接合、その他の８種類に分類し、それぞれを一まとめにして示している。また、これらの結
果から、各種製造方法、製造装置の特徴や、製造現場における実際の運用状況を分析するために、
調査結果をグラフ表示化したものを、図 4.10.1 から図 4.10.13 に示す。全ての図の横軸は共通で
あり、表 4.10.1 の上から下への順通りに、左から右へと並べて表示している。縦軸には、様々な
ヒアリング項目ごとの量や、それらを処理した量などを示している。
今回、企業各社から積極的にご回答をお寄せ頂き、全体で 69 件のデータが集まったが、やはり
データ数が限られていることもあり、明確でまとまった傾向や、一般的で断定的な結論を導き出
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すまでには至らなかったものの、今回のヒアリング調査結果から、大まかに見られる傾向につい
て、以下に述べることとしたい。
4.10.1

各種製造方法、製造装置の特徴

図 4.10.1、図 4.10.2 に各種製造方法、製造装置で製造している製造物の形状と材質を示す。
形状に関しては、総じて切削・研削加工が様々な形状の製品を製造していること、半導体プロセ
スや接合では板状の製品が多いことがわかる。
材質に関しては、切削・研削加工が、広範な材質のものを加工していること、半導体プロセス
や接合ではシリコンやガラス、SiO２の加工が多いこと、射出成形ではプラスチックや樹脂、溶
接では金属の加工に限られていることなどがわかる。
以上のことから、加工可能な形状や材質の自由度という観点からは、切削・研削加工が優れて
いると言ってもよいであろう。
4.10.2


製造物の大きさとその製造設備・装置の大きさの関係
各種製造設備・装置の大きさ
図 4.10.3 に各種製造設備・装置の全体（本体と付属装置を合わせたもの）の大きさ（体積）

を示す。また、図 4.10.4 に本体と付属装置の大きさ（体積）の比（付属装置／本体）を示す。
これらの図から、半導体プロセス装置は、概して大きさが大きいことがわかる。また、製
造方法の種類を問わず、本体よりも付属装置の方が大きいものが認められる。このことから、
製造装置をマイクロファクトリー化するに当たっては、本体よりも付属装置を小型化した方
が、装置全体の小型化への効果が大きい場合がある点に注意を要することがわかる。


製造物の大きさとその製造設備・装置の大きさの比
図 10.4.5 は、製造物の大きさとその製造設備・装置の大きさの比（体積比、製造物／製造
設備・装置）を見たものである。この比率が小さい方が、小さな製品を相対的に大きな製造
装置で製造していることになるため、製造設備・装置の所要スペースや、所要資源の観点か
らムダが多く効率が悪い、逆に大きい方は、製造物と製造設備・装置の大きさが近くなるた
めに、効率が良いということになる。図 4.10.5 は、縦軸にリニアな目盛りをとって表示した
ものであるが、サチュレートするデータがあるなどのために、縦軸に対数目盛をとって表示
したものが図 4.10.6 である。こちらも、数値が大きい（棒線が短い）方が効率が良く、数値
が小さい（棒線が長い）方が、ムダが大きく効率が悪いということになる。
これらの図を見ると、概して切削・研削加工は、省スペース、省資源の観点からの効率が
良く、半導体プロセス、接合、射出成形などは効率が悪い、すなわち製品の大きさに対して
極めて大きさの大きい製造設備・装置で製造しているということがわかる。ただし、同じ半
導体プロセスの中でも、例えばスピンコータやウエットエッチャのように、使用しているプ
ロセス機器によっては、効率が良いものも認められる。
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4.10.3

各種製造設備・装置の総定格電力と総消費電力の関係



各種製造設備・装置の総定格電力と環境維持に要する電力
図 4.10.7 は、各種製造設備・装置の総定格電力（本体と付属装置）に、空調・クリーンル
ーム等の環境の維持に必要な電力を足し合わせた電力値を示している。ここで、定格電力と
は、カタログ等に記載されている仕様値（装置メーカーの公称値）である。また、環境の維
持に必要な電力は、空調室やクリーンルーム全体の維持に必要な定格電力を、その空調室・
クリーンルーム内に設置されている様々な装置の総設置台数で、単純に割り算して求めた値
であり、その値は表 4.10.1 の右端から２番目の列に示してある。
この図から、射出成形（Metal Injection Molding）の金属射出成形機＋焼結炉や、半導体
プロセスの真空蒸着機、CVD 等の薄膜形成プロセス機器の定格電力が、他のものに比べて
極めて大きいことがわかる。
図 4.10.8 は、本体と付属装置の定格電力の比（付属装置／本体）を示している。この図よ
り、半導体プロセスでは、本体よりも付属装置の定格電力の方が数～１０倍も大きい機器が
数多く認められることから、前項の装置の大きさの観点から言えることと同様に、マイクロ
ファクトリー化による省エネルギー化を図るためには、本体よりも付属装置の定格電力を小
さく抑えることが、装置全体の省エネルギー化に対する効果が大きい場合がある点に注意を
要することがわかる。
図 4.10.9 は、製造装置（本体＋付属装置）の総定格電力と空調・クリーンルームに要する
定格電力の比を示したものである。当然のことながら、半導体プロセスや接合では、その多
くの工程がクリーンルーム内で行われているので、このクリーンルームに要する電力が付加
され、クリーンルームの定格電力が、製造装置（本体＋付属装置）の数～10 数倍に達する機
器も数多く認められる。従って、省エネルギー化を図るためには、クリーンルームの容積を
極力小さくすることによって、クリーンルームに必要な定格電力を小さく抑えることが必要
となるが、そのためには、クリーンルーム内に設置する機器を極力小さくする、すなわちマ
イクロファクトリー化することが、極めて大きな効果をもつものと考えられる。



各種製造設備・装置の実際の総消費電力
図 4.10.10 は、各種製造設備・装置における加工時の実際の総消費電力（本体と付属装置）
に、空調・クリーンルーム等の環境の維持に必要な実際の消費電力を足し合わせた電力値を
見たものである。なお、この時の空調・クリーンルーム等に必要な実際の消費電力は、前項
（4.10.3 ）で述べたのと同様な方法で求めたものであり、その値は表 4.10.1 の右端の列
に示してある。ただし、この消費電力は、製造現場における現業中の実測が困難なこともあ
って、残念ながら収集できたデータの数は少ない。
この数少ないデータから大まかな傾向を見てみると、半導体プロセスの中のドライ（SiO
２）エッチャの消費電力が極端に大きく、全体的に半導体プロセスの消費電力が、他のもの
に比べて相対的に大きいことが認められる。
図 4.10.11 は、本体と付属装置の消費電力の比（付属装置／本体）を示している。
半導体プロセスのウエットドラフトでは、付属装置が本体の７倍以上もの電力を消費して
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いることがわかる。データ数が少ないために、無論断定はできないものの、概して半導体プ
ロセスでは、本体よりも付属装置の消費電力の方が大きい機器が多いという傾向があるよう
に見受けられる。前項の定格電力のところでも述べたことと同様、特に半導体プロセスにお
いて、省エネルギー化を図るためには、本体よりも付属装置の消費電力を小さく抑えること
が、製造装置全体の省エネルギー化に対する効果が大きい場合がある点に注意を要すること
がわかる。
図 4.10.12 は、製造装置（本体＋付属装置）の総消費電力と空調・クリーンルームに要す
る消費電力の比を示したものである。前項（4.10.3 ）の定格電力のところで述べたことと
同様に、半導体プロセスや接合では、その多くの工程がクリーンルーム内で行われているの
で、このクリーンルームに要する消費電力の付加分が大きく、クリーンルームの消費電力が、
製造装置（本体＋付属装置）の数～10 数倍に達する機器も数多く認められる。従って、特に
半導体プロセスにおいては、製造装置をマイクロファクトリー化することによって、クリー
ンルームの容積を極力小さく抑えることが、極めて大きな省エネルギー化効果をもたらすも
のと考えられる。


各種製造設備・装置の総定格電力と総消費電力の比
図 4.10.13 は、各種製造設備・装置の総定格電力と総消費電力の比（総消費電力／総定格
電力）を見たものである。この比は、その製造設備・装置が本来持っている能力を、実際に
はどの程度利用しているのかということの指標になり、製造設備、装置の負荷率を表してい
る。この比が大きいほど、その設備・装置が持っている能力をフルに使っていることになり、
省エネルギー化の観点からの効率としてはよいが、逆に言えば余裕度（安全率）が少ない。
逆に、この比率が小さいほど、その設備・装置が持っている能力のほんの一部分しか使って
いないことになり、ムダが多く効率としては悪いが、逆に言えば余裕度は大きい。そして、
この余裕度が必要以上に大きいと、ムダばかりが大きく、効率が悪くなるということから、
マイクロファクトリー化の必要性が出てくるものと考えられる。
図 4.10.13 を見ると、フェノール樹脂の研削加工では、負荷率が極めて大きいものの、概
して切削・研削加工や射出成形、塑性加工では負荷率が小さい（0.5 程度以下）と言えるで
あろう。本節の冒頭でも述べた通り、これまでのマイクロファクトリーの概念に基づいた試
作事例は、切削・研削加工等を行う機械加工装置を対象としたものが多かったが、これは、
従来の切削・研削加工等の機械加工装置では、上記のように負荷率が小さく、余裕度が大き
いために、マイクロファクトリー化の適用効果が大きく現れたのだと言ってもよいであろう。
一方、切削・研削加工以外の半導体プロセスや接合などを見ると、多くの製造設備・装置の
負荷率が 0.5 以上で、中には 0.8 に達するものがあり、概して負荷率が大きい、すなわち、
その設備・装置の能力をほぼフルに近く使っていることがわかる。従って、消費エネルギー
の観点から見れば、これらの製造方法、製造設備・装置は、比較的ムダが少ないものと言え
るであろう。
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クリーンルームの定格電力と消費電力の比
クリーンルーム全体の運転に必要な定格電力と実際の消費電力の比（負荷率）に関しては、
クリーンルーム全体の消費電力のデータが２点しか得られなかったために、無論一般的な運
用状況とは言えないが、この２点のデータから求めた負荷率は、ともに 0.75 であった。設備
の能力をフルに使っている適正な負荷率ではないかと考えられる。

4.10.4

まとめ

今回の限られたヒアリング調査結果からは、データ数が限られていたことなどのために、明確
でまとまった傾向や、一般的で断定的な結論を導き出すまでには至らなかったが、大局的には以
下のようなことが言えるのではないかと考えられる。
１）半導体プロセスは、製造物の大きさに対して、極めて大きさの大きい製造設備・装置を用
いており、省スペース化、省資源化の上でのムダが非常に大きい。真空工程が多いため、多
くの巨大な真空チャンバーが必要であり、それに伴って大きさが大きく大容量の真空ポンプ
が必要になることが、その要因の一つであろう。
２）半導体プロセスでは、クリーンルームが必要不可欠であり、その運転のために、製造装置
（本体＋付属装置）よりも数倍ないし 10 数倍以上の大きな電力を必要とすることが多い。従
って、半導体プロセスの省エネルギー化を図るためには、クリーンルーム内に設置する個々
の製造設備・装置を極力小さくし、クリールーム全体の容積を少しでも小さく抑えることが
必要である。
３）以上のことから、半導体プロセスは、マイクロファクトリーの概念を適用することによる
省スペース化、省資源化、省エネルギー化（ムダ取り）に対する効果が非常に大きい製造方
法であると言えよう。
４）しかしながら、現状の半導体プロセスの製造設備・装置の負荷率（定格動力と加工時の実
際の消費電力の比は）かなり大きく、余裕度は少ない。従って、半導体プロセスの製造設備・
装置の省エネルギー化を図るには、余裕度を削って負荷率をさらに上げることには限界があ
るため、定格電力（消費電力）そのものを原理に立ち返って根本的に小さくする方法、手段
を講ずることが必要になるものと考えられる。この方法、手段を開発することが、今後の大
きな研究課題であると言えよう。
５）マイクロファクトリー化による省スペース、省資源、省エネルギー化を達成するに当たっ
ては、製造設備・装置の本体のみならず、むしろ付属装置に対する配慮が重要になる場合が
多い点に注意を要するであろう。
なお、今回のヒアリング調査では、本稿で取り上げ、まとめた以外にも、
「製造設備・装置は汎
用装置か専用装置か？（マイクロファクトリー化するための方向性を探る目的）」、
「製造に要する
時間は？（製品加工に要する総エネルギー投入量を算定することが目的）」、
「製品の製造精度とそ
の製造装置の公称精度は？（それらの間の関係を探ることが目的）」などに関してもヒアリング調
査を行ったが、設問自体の問題点等もあって、本報告にまとめるまでには至らなかった。これら
の設問項目の中でも、特に製品の製造精度と、その製造設備・装置の大きさや、定格電力（消費
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電力）、公称精度との間には、密接な関連があるものと考えられ、今後このような観点からの分析
が待たれるところである。
以上、本節では、様々な製品とその製造に用いられている各種の製造方法、製造設備・装置と
の関係を、いくつかの指標のもとで横断的に整理、比較し、それらの特徴や、マイクロファクト
リーの概念の適用効果が大きい製造方法、製造設備・装置を定量的に明らかにしようという、あ
る意味で壮大な試みを行った。今回は、収集できたデータ数が限られていることもあって、定量
的分析による一般的で断定的な結論を導き出すまでには至らなかったが、こういった試み自体は、
特定の業種・業界（製造方法）には偏っていない、製造業全体を網羅する日本機械工業連合会の
ような組織・団体ならでこそ実施可能な調査研究という観点からも、有意義なものではなかった
かと考えている。
今後、より広範な民間企業群の協力を仰ぐことによって、本項目の趣旨による調査研究を拡張
し、製造現場における実際の製造方法・製造装置の実状を把握し、マイクロファクトリーの概念
の適用領域の拡大を図るとともに、製造・加工技術に関する一般的教科書を、より現状に即した
内容にアップデートすることを願っている。
最後に、今回のヒアリング調査に快く応じて頂き、貴重なデータをご提供頂いた民間企業各社、
ならびに調査結果データの取りまとめに際して、全面的にご協力を頂いた産総研先進製造プロセ
ス研究部門の小林秀男主任研究員に厚く御礼を申し上げたい。
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表
表4.10.1
4.10.1 マイクロファクトリーに関するヒヤリング調査結果
マイクロファクトリーに関するヒヤリング調査結果
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図 4.10.3

図 4.10.4

各種製造設備・装置全体の大きさ

各種製造設備・装置の本体と付属装置の大きさの比
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図 4.10.5

製造物と製造設備・装置の大きさの比（リニア表示）

図 4.10.6

製造物と製造設備・装置の大きさの比（対数表示）
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図 4.10.7

各種製造設備･装置の総定格電力(本体､付属装置)と空調･クリーンルームに要する
定格電力の総和

図 4.10.8

各種製造設備・装置の本体と付属装置の定格電力の比
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図 4.10.9

各種製造設備･装置の総定格電力(本体＋付属装置)と空調･クリーンルームに要する
定格電力の比

図 4.10.10

各種製造設備・装置の実際の総消費電力（本体、付属装置）と
空調・クリーンルームに要する消費電力の総和
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図 4.10.11

図 4.10.12

各種製造設備・装置の本体と付属装置の消費電力の比

各種製造設備・装置の総消費電力(本体＋付属装置)と
空調･クリーンルームに要する消費電力の比
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図 4.10.13

各種製造設備・装置の総定格電力と総消費電力の比（負荷率）
（空調・クリーンルームに要する電力は含まず）
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５．まとめ

５．まとめ
「小さな部品を小さな製造装置で」というマイクロファクトリーは、多品種変量生産、短納期
化、低コスト化、高付加価値化等の製造装置全般への普遍のニーズに加えて、消費エネルギーの
抑制や環境負荷の低減など今後ますます重要となるニーズを具体化する概念・方法論であるが、
その普及には多くの課題と期待が交差している。
これまで、マイクロファクトリーを目指した製造装置の試作・製品化は切削加工や研削加工な
どの機械加工を行う装置が多い。一方、半導体プロセスは製造物に対して、極めて大きな製造設
備・装置を用いており、マイクロファクトリーの概念を適用することによる様々な効果が得られ
るであろう分野である。
また、これらを生産システム全体の視点で、システムとして捉えてのニーズと課題も浮かび上
がってきた。本章では、まとめとして、機械加工における将来形としてのマイクロ加工ロボット、
MEMS に代表される半導体プロセスのマイクロファクトリー化、及び生産システムに各視点でま
とめをおこなう。


大型機械等へのマイクロ加工ロボットの適用の視点
建設機械、造船、原子力プラント、航空機などの組立て加工産業や大型構造物製造現場で
は「熟練技能者不足の深刻化」と「作業の自動化」のスピード競争になっている。大型では
あるが、峡わい個所の加工、溶接、補修に関する作業は多く、これらにマイクロファクトリ
ーのニーズが潜んでいる。建設機械用コンポーネントでも、通路内加工、閉空間内部で移動
し溶接や内部加工を行うニーズがあり、位置認識、洗浄、電力送電など新たな課題もあるが、
超小型ロボット群による知的共同作業システム等の革新的技術が実用化されることによって、
更なる合理的生産システムが構築されることを期待したい。



半導体製造装置、MEMS 製造装置の視点
半導体プロセスは、製造物の大きさに対して、極めて大きい製造設備・装置を用いている。
この半導体製造設備を使った MEMS 応用製品の市場は拡大傾向にある。
現在の MEMS 製造装置は、多品種変量生産に着目した小型化の検討が十分ではなく、
MEMS 生産におけるマイクロファクトリー化の道は遠い。しかしながら、個別生産に用いる
微細加工機を開発期間の短縮を目的に活用することにより、既存技術を取り込みながら個別
生産装置技術が発展する可能性がある。
また、MEMS 製造装置の小型化は、クリーンルームの建設費用、ランニング費用を削減で
き、MEMS デバイスのコスト削減に効果大である。
MEMS デバイスでは、パッケージコストの比率が高く、パッケージにもマイクロファクト
リーのニーズが高い。特に、半導体実装装置は選択される工法によって、装置または生産ラ
インの仕様、規模に大きく影響してくるので、小型化した場合のクリーンルームの省スペー
ス化、省エネルギー化への効果は大きい。
様々な工程での、半導体装置の流用ではない装置開発が待たれる。
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一方、マイクロ化学・生化学における分析システムや合成システム及び医療分野では、
MEMS 技術によるマイクロポンプが必要である。その製造プロセスは半導体プロセスと共通
のものである。マイクロ化を追求するとその製作手法は機械加工の領域を越え、半導体製造
装置をベースにした MEMS 技術を大きく取り入れることになる。マイクロファクトリーの
概念を MEMS 製造装置に適用して、製造装置にどのような効果的な提案ができるか、今後
の重要な課題である。


システム化の視点
製造装置のダウンサイジング化（マイクロファクトリー化）への取組みは、作業移動量が
削減されることから、多能工性が高まる。また、製造装置のレイアウト自由度が増すことで
ライン配置の柔軟性と生産性の向上が可能となる。高齢化に伴う身体機能の低下（特に作業
者の移動量）を補うことになるので、高齢者にやさしく個人差の影響を受けにくい作業者を
中心とした作業環境を構築することができる。
システムの視点での装置間インタフェースも重要である。部品の受け渡し部分やユーティ
リティ接続部などの一層の検討による標準化仕様（例：ユーティリティのコネクタへの
MEMS 技術適用による新形状コネクタ）が不可欠である。
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６．参 考 資 料
（活動記 録 ：見学レポート）

6.参考資料
6.1

産総研見学報告

2003 年 9 月 25 日に‘つくば’にある独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）の機械シス
テム研究部門のファインファクトリー研究グループと集積機械研究グループの見学を行った。
ファインファクトリー研究グループは岡崎祐一グループリーダ、集積機械研究グループは前田
龍太郎グループリーダより素晴らしい研究成果の紹介を受けたので以下に報告する。
6.1.1

ファインファクトリー研究グループ

ファインファクトリー研究グループはファイン（「精密」、
「微細」、
「精緻」、
「高品質」、
「見事」）
なファクトリー（「生産するところ」）の研究、すなわちファインな機械製造分野の加工技術、計
測技術、生産装置技術に関する研究を行っている。生産装置技術が我々の調査しているマイクロ
ファクトリーに当たる。
岡崎グループリーダによれば、マイクロファクトリーとは、エネルギーとコストを最小化し、
ビジネスメリットをもたらす合理的生産システムの思想と手法の体系を指し示す、事を意味する
とのこと。1990 年に「小さい部品は小さな装置で出来ないか」との疑問からマイクロファクトリ
ーの構想が生まれた。この構想を議論するなかでデスクトップ工作機械やパームトップ（手のひ
らサイズ）工作機械のアイデアが生まれてきた。これらのコンセプトは 1991 年から 10 年間でス
タートした「マイクロマシン技術研究開発」プロジェクトに引き継がれた。
産総研では 1996 年に世界最小の「マイクロ旋盤」を開発し、小型化の実現性と切削能力を実証
し、大きな反響を起こした。その後、NC（数値制御）が可能な NC マイクロ旋盤を 2000 年には
開発した。NC マイクロ旋盤は圧電素子を用いたマイクロスライダを採用し、オリンパスが開発
したマイクロリニアエンコーダを組み込んで高分解能で位置制御が出来るようにした。黄銅の円
筒切削で表面粗さが 0.5μmRy 以下、真円度誤差が 0.5μm 以下という精密旋盤以上の加工品質
が得られた。消費電力は主軸の DC モータが 1.2W であり通常の旋盤の数千分の１という省電力
化が可能となる。
2001 年に小型卓上超高速ミリングマシンを発表した。ミリングマシンのサイズは 450mm×
300mm、高さ 380mm の卓上サイズでスピンドルの回転速度は 20 万 rpm、ステージの稼動範囲は
X 軸が 60mm、Y 軸が 100mm、Z 軸が 30mm、最大速度が X 軸、Y 軸ともに 50mm／s、Z 軸３
mm／s、消費電力は 120W である。現在、主軸回転速度 30 万 rpm、ステージの最高速度 400mm／
s、最高加速度２G でカスタム NC の小型卓上超高速ミリングマシンⅡを開発している。マイク
ロファクトリーの機械装置要素としてマイクロプレスやマイクロ射出成形機の開発も行っている
ようで楽しみである。
マイクロファクトリーの実現には小さな装置や部品の検査に精密計測が必要であり、ファイン
ファクトリー研究グループでは「多点法による主軸回転精度の超精密測定」や「マイクロ形状測
定装置」の開発を行っている。また、工作機械は熱や運動精度、自重による変形、振動等色々な
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要因で精度を悪化させるが、全ての要因を最小限にする機械設計では高価な装置になる。工作機
械の最も重要な加工点・面での加工精度に精度阻害因子が影響を与えにくい（ロバストな）設計
を実現するためのツールの開発を行っている。
マイクロファクトリーの実現に向かって社会を啓蒙する活動としてマイクロミリングマシンを
過搬式はんこ作成装置（装置名「はんこ名人 21」）に変えて一般の人が自分でデザインした‘は
んこ’を自分で製作出来るようにした。産総研の一般公開日や外部の展示会等に「はんこ名人 21」
を貸し出して一般の人が自然に、容易にマイクロファクトリーに触れることのできる機会を作る
活動を行っている。
マイクロファクトリーの構想は「小さな部品を小さな装置で作る」事が可能であり、省エネル
ギー、省スペース、低コストに繋がるのだと言う事を考えさせられた。
１．集積機械研究グループ
集積機械研究グループは材料の表面や界面での性質を制御する事により、新しい加工技術
の研究・開発を実施している。
前田グループリーダは MEMS ビジネスを日本で立ち上げる大きな障害になっている点は、
MEMS を実現するための製造インフラが高価であり、運転・維持管理にも高額な運転経費が
かかり、立ち上がりのビジネスは多品種少量生産になるために大企業では魅力のない事業、
中小企業では資金的に荷が重い事業になっている点であると指摘された。その環境の中で集
積機械研究グループは MEMS ビジネス支援として試作支援やファンダリー機能を持たせた
活動を行っている。
集積機械研究グループの MEMS 技術としては「高アスペクト比加工」技術の開発がある。
X 線露光（LIGA）やレーザー露光の高精度マスクを開発し X 線露光で高アスペクト比の微
細な加工を実現している。また、エキシマレーザではアブレーションやデポジッションによ
る微細加工技術を開発している。
「スマート材料」の開発として PZT 薄膜成膜技術の開発を行っておりゾル・ゲル法やレー
ザーアブレーション法、ガスデポジション法を開発している。ゾル・ゲル法で堆積した PZT
を用いて２次元スキャンミラー（ミラーサイズ 100μm 角）デバイスを作成し駆動させた。
レーザーアブレーション装置は波長 248nm の KrF エキシマレーザ、193nm の ArF エキシマ
レーザ、ＹＡG レーザーの第３高調波（355nm）が利用できる。厚膜が 5μm－１00μm の
薄膜を作成する技術は難しくガスデポジッション法が提案されている。ガスデポジッション
法は粒子径が 1μm 以下の超微粒子を高速気流で加速して堆積させる技術である。ガスデポ
ジッション法で作成した厚さ 10μm－40μm の PZT で１次元スキャナや２次元スキャナを
実現させた。
「マイクロ接合」技術は MEMS 実用化にとって非常に重要な技術である。微細加工され
た部品を接合したり、微細加工された気体や液体の流路の蓋をする時にも流路を塞いだりし
ないマイクロ接合が必要である。常温の真空中で接合面をアルゴンビームで活性化させて接
合する表面活性化接合をシリコン等の接合に利用している。
マイクロマシンの研究開発は流体ポンプ、マイクロリアクター，DNA チップ等の流体デ
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バイス、光スイッチ、光コネクタ、光通信等の光デバイス、RF スイッチや高周波フィルタ
等の高周波通信デバイス、磁気ディスク、半導体メモリ、FPD 等の電子デバイス、及びそれ
らを組み合わせた MEMS に広がっている。集積機械研究グループでは色々な企業との共同
研究を実施して広く MEMS の研究開発活動を行っている。
前田グループリーダが主張しているように MEMS ビジネスを立ち上げる時に MEMS 製造
装置のインフラはビジネス立ち上げに大きな負担となる。色々なアイデアを持った人たちが
集結し、日本の MEMS ベンチャービジネスの中心に発展することを予感させられた。
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6.2

オリンパス

マイクロファクトリー調査報告（オリンパス株式会社）
調査日時：2003 年 10 月 22 日 PM1:30～4:00
場

所

6.2.1

：オリンパス株式会社

技術開発センター・宇津木

オリンパス株式会社の現状

オリンパス株式会社は、1919 年に高千穂製作所として発足し創業以来、光学機器メーカーとし
て現在に至っている。事業分野としては、映像、医療、ライフサイエンス、産業機器、分析機器
を取り扱っている。光学を基盤として、カメラ等の映像機器、又、医療分野における内視鏡等は
特に確固たる地位を築いている。
ここ５年の売上高を見ると、毎年、前年度比約 10％アップという好調さを維持しており、近年
の不況のあおりを受けていないことが驚異的と言えるであろう。このことの一つの要因として挙
げられるのが、同社が 1996 年に市場投入した商品であるデジタルカメラの売上に有る。又、同社
は、ブランド戦略を駆使し、売上を伸ばし続けている。更にライフサイエンス事業強化を積極的
に行っており、キーワードとなるゲノム、MEMS、ナノテクノロジー等の技術開発を行っている。
6.2.2

オリンパス株式会社が進めるマイクロファクトリーの状況

「近未来の社会生活に不可欠な、マイクロファクトリーの生産システム改革」として、３つの
課題を掲げ開発に取り組んでいる。以下、３項目を下記に挙げる。


熟練技を超える、もの作りの新構想。



省スペース、省資源、省コスト。



近未来社会を生きる知恵。

この３項目をマイクロファクトリー化することで実現させるべく、開発を行っている。オリン
パス社は開発構想として「デスクトップサイズの人介在型マイクロファクトリー」を掲げている。


熟練技を超える、もの作りの新構想。
オリンパス社は、広く整然としたカメラの加工・組立工場と世界に誇る医療用内視鏡を組
み立てる工場があり、熟練工と呼ばれる人たちにより微小部品の組立生産を行っているが、
この微細組立技術も製品の微細化が進んでいる。その作業限界値が 0.3mm 限界であり、熟
練工が高齢化すれば、0.8mm が限界なる。このような調査を基に加工・組立に「いつまでも
熟練者にばかり頼っていられない。」と考え、生産技術開発に着手した。又、クリーンルーム
の設備及び稼動費用も製品コストに反映する事から、根本的に生産を見直したのが小型生産
システム「マイクロファクトリー」である。
マイクロファクトリーはマイクロマシンセンターが提唱するデスクトップの工場である。
このマイクロファクトリーをオリンパス社に合ったシステムを立ち上げようという構想であ
る。マイクロファクトリー構想を導き出した前提には、マイクロマシン技術がある。1991 年、
オリンパスは国家プロジェクトであるマイクロマシンの研究開発に参画し、マイクロパーツ
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製作のための要素技術を蓄積して、そのシステム化に取り組んできている。


省スペース、省資源、省コスト。
机の上にクリーンな環境の透明のドーム（省スペースクリーンルーム）で囲み、その中に
顕微鏡や複数のマイクロアームを設置している（図 3.3.3 参照）。オリンパス社がイメージす
る「人介在型マイクロファクトリー」である。机の側で操作をする人はアイトレックタイプ
の眼鏡をかけ、ドーム内に設置した顕微鏡で三次元的にマイクロ部品の細部まで見える仕組
みになっている。マイクロアームは作業者の腕としてミクロンオーダーの移動・位置決めが
できるように設計されている。つまり作業者が１cm の動かすとマイクロアームがその１万分
の１に当る１μm 動くようになっている。これにより、マイクロ部品の組立て等が可能とな
る。
マイクロファクトリーには、前述した「人介在型」と、従来の自動組立機をダウンサイジ
ングした「アイランド型オートメーション」が考えられている。アイランド型は生産量に合
わせて島(アイランド)の数を調整する。必要に応じてドームにしてクリーンルームの機能を
付加することが可能である。 こうしたシステム全体の小ささは、製造過程での温度変化も受
けにくい特徴を有する。つまり、生産物の種類に応じ、レイアウト変更及び生産環境つくり
も容易であるマイクロファクトリーの利点を生かしている。したがって製品の精度等の安定
性がよく、自社製品の小型精密機器の生産に適している。このようなことから、ファクトリ
ー機能のダウンサイジングは、省スペース化が可能となる。



社会に生きる知恵
日本の年齢構成が、2020 年には人口の約１/４が 65 歳以上となる高齢化社会を迎えること
も有り、マイクロファクトリーの重要性が認識されつつある。このことを受けて「バリアフ
リーデザインからのマイクロファクトリー」がテーマとされている。
このことは、作業者にやさしいファクトリーとして、高齢者、障害者等も誰にも無理なく
生産できることである。オリンパス社は将来に向け上記のことを取り組んでいる。

6.2.3

工業生産システムのダウンサイジング－マイクロファクトリーの内容

・微小光学系組立機と微小部品遠隔操作システム（図 3.3.4 参照）
オリンパス社は、光学機器メーカーであることから、光学部品の組立装置として生産に活用
したのが「微小光学系組立機」である。この微小光学系組立機は、自動組立機では出来なかっ
た外径φ１mm のレンズと撮像素子、レンズ枠の接合を可能とし、500mm×350mm の卓上サイ
ズとなっている。
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又、特長としては、外径 0.3mm の微小レンズを
傷つけないように工夫された専用治具を開発し、真
空吸着によりその治具で摘み上げ、微小撮像素子・
レンズ枠への位置決め挿入や接着作業の自動化を実
現している。このことにより、従来の同じ作業を行
なう自動機に対して、大幅なコストダウンを実現し、
又、工程間の搬送距離が短いため高い生産性を確保
している。又、パラレルリンク型ステージは、６本
のリンクとこれを駆動する独自のリニア超音波モー
タにより、XYZ 方向の並進３自由度、XYZ 軸回り
の回転３自由度の計６自由度の運動を実現。組立

図 6.2.1

微小部品遠隔操作システム

図 6.2.2

マイクロパーツフィーダ

（1）

て・検査対象物の姿勢を自由に操れるため、多方向
からの微細作業を可能になっている。
ここで、微小部品遠隔操作システム（図 6.2.1）
では、顕微鏡下での微小部品の組立などの難しい作
業を補助するシステムとして開発が行われている。
主にはんだ付け等の微細組立てや検査工程など人の
能力を必要とする作業を対象としている。長焦点深
度顕微鏡である二重焦点光学系を用いたビデオマイ
クロスコープは、微小部品の拡大観察に際して焦点
深度の増大を狙ったもので、ボケのない拡大観察を

（2）

可能にしている。パラレルリンク型マイクロマニピ
ュレータは小型超音波リニアモータと弾性ヒンジの
曲げ変形を利用することで、高い分解能と大きな動
作範囲を確保している。更にパラレルリンク型ステ
ージの構成することにより、微小な部品を拡大観察
しながら自在にハンドリングすることができる。こ
れをオリンパス社では「人介在型マイクロファクト
リー」と言っている。
更に、マイクロパーツフィーダ（図 6.2.2）は、
内視鏡のフレキシブルな動きを左右する部分の直径
0.3mm ほどの溶接リベットを上下揃える機械であ
り、作業者が困難な作業を自動化している。このパ
ーツフィーダで上下が揃えられた溶接リベットを別
のアームで摘みあげ挿入する。その挿入された溶接
リベットをマイクロ溶接デバイス（図 6.2.3）で溶
接するように設計されている。このマイクロ溶接デ
バイスはレーザー溶接法によるが、これもまたオリ
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図 6.2.3

（2）

マイクロ溶接デバイス

ンパス社同時の光学設計されたものである。
6.2.4

オリンパス社が目指すマイクロファクトリー

オリンパス社は上記に記載したようにマイクロパーツ部品の組み立てにマイクロファクトリー
の概念を生かしつつ、開発を行いつつ、自社製品のアッセンブリ工場のマイクロ化を進めている。
又、微小部品特有の静電気、粘性、及び熱膨張を極力小さくするため、局部クリーンルーム（ド
ーム型温湿度管理）を提唱し、品質の向上化に寄与している。
更にこのマイクロファクトリー化により、省スペース、省エネルギー化も達成しつつある。
今後は、MEMS 技術を絡めたマイクロファクトリー化が期待される。
参考文献


http://www.olympus.co.jp/jp/news/1999b/nr991201mifaj.cfm



http://www.olympus.co.jp/jp/magazine/techzone/vol.44/part5.cfm
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6.3

諏訪圏工業メッセ／DTF研究会調査報告

6.3.1

はじめに

上記のメッセは 2003 年 10 月 16～18 日の三日間、長野県諏訪市の諏訪湖イベントホール（東洋
(1)

バルヴ株式会社諏訪工場跡地）にて開催された。
（公式ホームページ によれば、来場者は約 13,000
人あまりが来場し、また 2004 年度は 10 月 14～16 日に開催を予定となっている。
）
この諏訪圏工業メッセに三協精機などがメンバとなっている DTF（※）（Desktop Factory）研
究会が参加していることからマイクロファクトリー調査の一貫として関連する情報の収集を行っ
た。（調査日時；2003 年 10 月 17 日（金）
）
会場は東洋バルヴ株式会社の工場跡地であり、
コンクリート地面そのまま、天井も吹き抜けで高
く、また入り口等もトラックが入ることができる
ような大きな入り口という状態であった。また右
図でも判るように諏訪湖の湖畔にあり諏訪湖畔散
策道に面している場所で開催された。
(2)

DTF 研究会（ホームページ に詳細が紹介され
ている。）は、20の企業及び大学、公共機関等から
なり、2000 年から諏訪地域の企業が中心となり発

図

6.3.1 メッセ会場周辺図

足したものである。新たな概念であるデスクトッ
プファクトリーを日本や世界に発信していくために調査研究、装置開発、標準化及び啓蒙を行っ
ていくことを目標としている研究会とのことである。
（※）“DTF”、“DESKTOP

FACTORY”及びこれらのロゴは三協精機製作所の登録商標及び商標であり、

DTF 研究会及びその会員企業が共通に使用することを許諾されたものです。

6.3.2

調査内容

DTF 研究会及びそれに参加しているいくつかの企業が DTF の名称を冠した展示を行っていた。
それらのブースでのデモや関連する製品について以下に詳述する。他の展示ブースも多かったた
め全てを網羅はできていない。


DTF 研究会
ここでは、多機能ターニングセンター及び連続多槽式インライン洗浄装置を展示していた。
常に人が集まっている状況で参加者の注目を浴びていた。多機能ターニングセンーは A３サ
イズの中に旋盤加工及びフライス加工の機能を搭載したものだが、設計開始から装置デモに
至るまでが、約三ヶ月という短期で実機までの組み立てを可能としたということで基本技術
の高さを感じた。
連続多槽式インライン洗浄装置は後述する㈱平出精密の洗浄装置にメッキ処理技術を付加
したものとなっていた。内部にスパイラル状の溝を切った円筒ドラムが回転することで、微
小部品を移動させアルカリ脱脂→水洗→メッキ→水洗→乾燥という各工程の処理が連続して
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可能となるものである。コンセプトとしては微小部品の加工装置間の搬送をする間に処理し
てしまうということにある。


㈱三協精機製作所
この展示ブースでは、大きな展示ブースの中の１コーナーにて DTF 関連の製品及びコン
セプト展示を行っていた。展示されていた製品は DTF Lab-Cleaner という小型なスタンドア
ローンタイプの洗浄装置を展示していた。どちらかというとマイクロファクトリー用途とい
うよりも少量実験室用途を意図しているような印象であった。コンセプト展示の方は同社の
(3)

ホームページ にある DTF 工場の未来図等を使ってのパネル展示を行っていた。


㈱エスエヌ精機

(4)

DTF 対応の Basic Module System を紹介していた。これは生産装置のリサイクル等を図る
ために装置の筐体をモジュール化して有効活用しようとしたものであった。搬送形を含めて
標準化しようとの考えを提案したものと思われた。基本的なモジュール間ピッチは 165mm
で Front、High、Middle、Low の４ブロック構成となっていた。それぞれを独立したモジュ
ールとすることによりモジュール単位での動作プログラム等も可能となっていた。また搬送
用パレットサイズも 100×75×８mm と規定されていた。


㈱平出精密

(5)

このブースでは DTF 型多層式連続インライン洗浄装置を紹介していた。この装置は DTF
研究会のブースにて紹介していた装置の原型と思われる。外形寸法が 340×182×232mm と
なっており AC100V 動作を実現していた。小型・低価格を追求してシンプルな構造で高い機
能を実現するというコンセプトである。


㈱みくに工業

(6)

精密加工部品マイクロモジュールラインを展示していた。1900×400×1360mm というサイ
ズの中に旋盤ユニット（汎用５軸精密小型 NC 旋盤、最初系φ0.1mm×最長 30mm）、前洗浄
ユニット、ニッケルメッキユニット、後洗浄ユニットが収まっているものである。小ロット
生産（一個流し生産）や特殊精密加工部品を一貫して処理できる構成となっていた。
6.3.3

感想他

このメッセに参加して、装置設備を実際に見ることができ非常に有用であった。それまで考え
ていたよりもマイクロファクトリーというものが、個々の装置／設備については既に機能するも
のができているという印象を持つことができた。小型化及び省エネという点でのメリットを強く
感じた。今後、従来の設備を置き換えて主流となるためには使い勝手や各装置間での部品のやり
とりなど含めた周辺部の充実が必要になるのではないか。実用化に向けての新しいフェーズに入
りつつある。
DTF 研究会を始めとして、諏訪圏には精密加工などの製造業の会社が多く結集しており、この
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メッセにも約 200 社が参加していた。諏訪周辺での製造業の歴史とともに、地域の中で互いに切
磋琢磨してきたことが、それぞれのメーカの技術力の向上に繋がっていったのではないかと思わ
れる。
参考文献


http://www.suwamesse.jp/



http://www.dtf.ne.jp/index.html



http://www.sankyoseiki.co.jp/



http://www.nomura-g.co.jp/netsc/SN.html/



http://www.hiraide.co.jp/



http://www.mikuni-kogyo.co.jp/index2.html/
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6.4

第14回マイクロマシン展報告

2003 年 11 月 12 日（水）から 14 日（金）にかけて、東京北の丸公園の科学技術館において開
催された第 14 回マイクロマシン展に参加したので、同展示会全体の概要と印象、さらに特にマイ
クロファクトリーに関連する出展物の概要と感想について、以下に報告する。
6.4.1

展示会全体の概要と印象

この展示会は、毎年１回の開催で今回 14 回目を迎えるが、年々規模が大きくなり、活況を呈し
てきている。具体的には、主催者であるマイクロマシンセンターのホームページによれば、出
展者数は今回が 238 で、前々回（第 12 回、2001 年 10 月 31 日～11 月２日）の 112 に対して２倍
以上、前回（第 13 回、2002 年 11 月 13 日～15 日）の 187 に対して 1.3 倍程度と急速に増大して
きており、さらに今回の出展者の実に１／３が新規出展者であるという点からも注目すべき伸び
を示している。参加者数についても同様であり、前々回が 7,460 名、前回が 8,424 名、今回が 8,793
(1)

名と、やはり着実な増加を示してきている 。第１回目の同展示会が、当時東大先端研の藤正巌
教授が代表世話人となって設立されたマイクロマシン研究会（東京）の研究会会場の外の廊下で、
パネル展示主体で開催されたことを思い起こす時、まさに隔世の感がある。
この出展者数の増加に伴い、以前は科学技術館１階の５ホール程度で開催されていたものが、
今回初めて１階全ての 11 ホールを使って開催されていた。製品分野別に出展物の傾向を見ると、
最も多数の展示が行われていたのは、超精密加工・関連技術、装置、評価・計測機器、ソフトウ
エア等の生産技術に関わるものであり、これらが全 11 ホールのうち６ホールを占めていた。この
ことは、マイクロマシンが研究開発の段階から、実際の製品作りの段階へと移行しつつあること
の証と言えるのかもしれない。また、以前と比べると、MEMS 設計・解析用シミュレーター等の
ソフトウエアや、MEMS の試作・開発のためのファウンダリーサービスに関する製品やサービス
が続々と登場してきているように思われた。また、次項でも述べるが、マイクロファクトリーの
概念に通じる装置の小型化、マイクロ化のアプローチが盛んに行われており、着実に進行してい
ることが感じられた。なお、センサ等の MEMS デバイスに関する出典物は、全体の約１割程度
であったと思われる。
本展示会の全体的な印象として、以前は研究開発成果の発表の場のようであった展示会が、マ
ーケティングベースの商取引の場としての展示会に着実に移行してきていることが強く感じられ
た。マイクロマシンや MEMS は、もはや研究開発の段階から、産業化の段階、市場をめぐる商
取引上の競争下の段階にまで来ていると言ってよいであろう。
同展示会と同時開催された第９回マイクロマシン・ナノテクシンポジウム（2003 年 11 月 13 日
（木）科学技術館サイエンスホール）にも参加した。４つのセッションで構成されていたが、研
究開発動向の紹介としては「革新研究紹介」と称する一つのセッションのみで行われており、他
の３つのセッションは、マイクロマシンの産業化を推進するための戦略やビジネスモデル等を紹
介するものとなっていた。このことからも、上述したような研究開発の段階から産業化の段階、
市場競争の段階への移行の傾向が見て取れると言ってよいであろう。
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6.4.2

マイクロファクトリー関連の出展物の概要

多様な出展物の中から、本稿ではマイクロファクトリーの概念に関連した出展物の概要と感想
について報告する。
なお、これらの出展物は、必ずしも出展者が、マイクロファクトリーの概念に基づいて開発し
たものではないが、装置の小型化、マイクロ化というマイクロファクトリーの概念に相通じるも
のであるということで、取り上げたものである。また、これらの出展物を開発した全ての出展者
に対して、一様に「装置の小型化、マイクロ化の利点・メリットはどこにあると考えて、今回の
出展物の開発を行ったのですか？」という質問を行ってみたので、その結果についても最後にま
とめて報告する。


ナノ：超小型精密 CNC 旋盤

(2)

高精度、高剛性を実現した超小型の精密 CNC 旋盤を出展していた。大きさとしては、は
がきサイズ（ベースサイズ：150×100mm）のものと、A４サイズ（ベースサイズ：200×300mm）
のものの２種類があり、前者は NC 制御装置を含めて装置全体をアタッシュケースに収納す
ることが可能である。加工精度としては、両者ともに表面粗さ（Ry（Rmax））、真円度とも
に約 0.2μm が得られている。
展示では、付属のお絵描きソフトを用いてコンピュータ上でお絵描きした形を、直ちにＮ
Ｃデータに変換し、そのまま加工が可能であること、すなわち NC データの入力が容易であ
ることを、実演によりアピールしていた。


ピーエムティー：卓上型 NC 微細加工機、ラインコンセプトの提案

（3）

卓上サイズ（600×800×1000mm）のコンパクトなマシニングセンタを展示していた。樹
脂加工から金属、セラミックス加工まで広範囲に対応でき、電源は 100V であるため、何処
にでも設置可能であるとしている。また、顧客の用途や要望によりカスタマイズ化も可能で
あるとのことである。さらに、同社では他にサーボ制御精密小型プレス装置なども開発して
おり、今後さらに様々な小型加工機器を開発することにより、用途に応じてこれらの小型加
工機器を自由自在に組み合わせることによる省スペースで低価格なラインコンセプトを提案
している。


マイクロリサーチ：超微細卓上放電加工機

（4）

本体の外形寸法が 400×475×655mm の卓上型マイクロ放電加工機を展示していた。シン
プルな操作性、加工機能の絞り込みと各種ユニットのオプション化により、誰でも超微細加
工が可能で、機動性があり、かつ従来のものに比べて極めて低価格な放電加工機を実現して
いる。電源は、100V のみを使用しており、何処にでも設置可能である。


アデプトジャパン：Nano Workcell (卓上型超精密（Pick & Place）組立装置)

（5）

上記のものは、全て小型の加工装置であったが、本展示物は、小型の組立装置である。同
装置のパンフレットの冒頭にある記述を、以下に転載させて頂く。本装置の特徴を端的に表
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していると思われるからである。
「Nano Workcell は、マイクロファクトリーを実現する設置面積 A４サイズ、重量約３０
kg の超小型・低コスト・高精度な超精密部品アッセンブリー装置です。±100nm の高精度を
驚異の低価格でご提供します。」。本展示会における調査の中で「マイクロファクトリー」と
いう用語が、カタログやパンフレット、ホームページ上で登場するのは、前述のナノと、
本アデプトジャパンのもののみのように思われる。今回の展示物の外形寸法は、300×210
×450mm である。同社では、AJ Micro Workcell Series というコンパクト、低価格、高精度
なコンポーネントシステムを開発、提案しており、周辺オプションを組み合わせることによ
って、±１μm の高精度組立が低価格で実現できるとしている。
（6）

テクネックス工房：小型 SEM（商品名：Tiny SEM）



この装置は、これまでの加工装置や組立装置とは異なり、小型の観察装置である。工業生
産に当たっては、加工や組立のみならず、計測・観察装置も必要不可欠である。従って、生
産工場全体の小型化を指向するのであれば、この計測・観察・評価装置の小型化も不可欠な
ものであり、その観点から注目される展示物である。ただし、卓上型、小型の SEM（走査型
電子顕微鏡）は、これまでにもいくつかの開発例がある。SEM の小型化に伴う特有かつ大き
なメリットとして、真空チャンバーの容積を小さくすることにより、真空ポンプの冷却（水
冷）装置やエアー配管が不要になるという点が挙げられる。電源は、100V のみを使用して
おり、何処にでも設置可能である。


電気通信大学青山研究室：デスクトップ・マイクロ・ロボット・ファクトリ

(7)

アカデミック・パビリオンにおいて展示されていたものである。これまで製造物は、製造
物よりも大きさの大きい製造装置によって製造されるのが常であり、この生産形態がいわば
常識であったわけであるが、この大きさの関係を逆転し、製造物よりも小さな製造装置が製
造物に対して蟻のように群がって加工や計測を行うという、ロボット群によるシステムコン
セプトである。様々な応用が考えられているようであり、実用化が待たれているところであ
る。
6.4.3

マイクロファクトリー関連展示物に関する感想

以上の出展物の全ての出展者に対して、一様に「装置の小型化、マイクロ化の利点・メリット
はどこにあると考えて、今回の出展物の開発を行ったのですか？」という質問を行ってみたので、
その結果についてまとめたものを以下に示す。
［装置の小型化、マイクロ化の利点・メリットとは？］
・省スペース。コンパクト。設置場所を選ばない。
・携帯可能。持ち運べる。
・低価格。
・人に優しい。親近感がもてる。圧迫感がない。
・安全性が高い。大きな怪我をしにくい。
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・用途に応じてフレキシブルに対応できる。ラインのレイアウト変更が容易。
・電源が 100V だけでよく、ホームファクトリーの可能性もある。
これらの中では、何よりも低価格化というメリットを第一に挙げており、その次が省スペース
化、フレキシブル化であるように感じられた。マイクロファクトリー化の主眼・メリットが低価
格化のみにあるとすれば、独自性や新規性には乏しく、マイクロファクトリーでなければ事実上
実現不可能なもの、例えば超高真空、超高圧、超高温、極低温などの特殊環境下での加工装置な
どの開発事例が無かったのが残念であった。
なお、上記の展示物は、今のところ試作用、実習用、研究室用の用途が中心であるが、今後生
産現場・工場への適用、普及に当たっては、パートタイムの作業者にも容易に扱えるように改良
することが大きな課題であるという、出展者からの指摘が印象に残った。
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