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１ 本事業の背景 
 

１．１ はじめに 

 

 本事業は令和２年度九州地域ものづくり中小企業事業化支援事業に関し、ミニマルファ

ブ等の事業化に向けた市場ニーズ調査及び販路開拓等支援を行ったものである。 

九州の半導体（IC）は生産金額が全国の約４割程度と高水準を維持しており、半導体関

連分野は九州における基幹産業の一つとなっている。 

IoT 社会の到来や顧客ニーズの多様化により、半導体関連分野においては、今後、多品

種少量に対応した生産技術・製品・サービスの開発が求められている。 

九州経済産業局では、地域における新事業・新産業を創出し、製造業の競争力強化や地

域経済の活性化を図るため、「戦略的基盤技術高度化支援事業」（以降、サポイン事業）

をはじめとした提案公募型研究開発事業により、地域の中小企業が取り組む革新的でハイ

リスクな実用化技術研究開発を戦略的・重点的に支援してきた。 

本事業では、これまでサポイン事業を活用した研究開発の中でも、ミニマルファブ1等の、

半導体分野における多品種少量生産技術開発に着目し、その事業化をフォローアップする

ための調査事業を行う。 

ミニマルファブについては、これまで九州管内で累計６社がサポイン事業を活用して装

置開発等を実施している。現在も国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下、産総研）

を中心に開発が進行しているが、半導体製造プロセスのすべてをカバーするには至ってお

らず、また、各社の事業化についても当初想定通りには実現していない状況である。 

本事業では、今後の多品種少量生産技術・サービス等の確立と販路開拓に向けて、ミニ

マルファブ等の事業化における現状把握を行うとともに、国内外における半導体及び他分

野メーカ等に対して多品種少量生産ニーズの調査を行うことで、潜在ユーザの発掘を行い、

今後のミニマルファブ等の目指すべき方向性について取りまとめる。 

 

 

１．２ 事業内容 

 

 事業を進めるにあたっては、サポイン活用企業等の事業化実態調査、ミニマルファブ等

の市場ニーズ調査、ハンズオンでの事業化支援という３つの調査事業を並行して行い、外

部専門家を交えた検討会議にて議論しつつ行う。調査内容の全体像は、表 1.1 の通りであ

 
1 産総研が２０１２年に国家プロジェクトとして開発開始。従来大量生産を前提に膨大な設備投資を要

する半導体製造工場のプロセスを小型・縮小化（１工程１装置）し、デバイスを１チップごとに製造可

能。クリーンルームも不要であるため、大幅なコストカットを実現し、IoT デバイス等の多品種少量品

向けの製造手法として期待。九州地域では後工程（３Ｄ実装等）開発を中心に２０機関（うち企業１７

社）が参画。 
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る。 

 調査事業①サポイン活用企業等の事業化実態調査に関しては、九州でサポイン事業を活

用したミニマルファブ等の多品種少量生産技術開発企業を対象にヒアリング調査を行った。

ヒアリングでは、サポイン事業で培った技術の特性とその応用動向について把握し、その

事業化実態と今後の課題や可能性について取りまとめた。調査結果は、第２章で取りまと

めている。 

 調査事業②ミニマルファブ等の市場ニーズ調査に関しては、多品種少量生産技術に関す

るニーズ調査と併せて実施している。 

まず、アンケートにて、わが国の研究開発の最先端を担っている大学や企業の研究者を

約 1,000 名抽出し、研究開発における試作ニーズやミニマルファブの活用可能性について

調査している。なお、調査事業①でサポイン活用企業各社が事業化を進めている技術や装

置等についてのニーズ調査も行っている。調査結果は、第３章で取りまとめている。 

また、ヒアリングにて、半導体、センサ、MEMS などの半導体微細加工に関わる多品種

少量生産技術の活用可能性を調査している。加えて、創薬・バイオ、宇宙、素材などに関

わる半導体以外の応用可能性が高い産業分野に関しても調査している。ヒアリングにあた

っては、企業の研究開発部門や少量多品種生産を行っている製造部門、試作開発などを多

用している大学の研究室をターゲットとして実施している。なお、海外企業に関しては、

リモートミーティングなどを多用しつつ、情報収集に努めている。調査結果は、第４章で

取りまとめている。 

調査事業③ハンズオンでの事業化支援に関しては、適宜サポイン活用企業とのミーティ

ングを進めつつ、調査事業①②を踏まえて、具体的なビジネスに直結する案件開拓に努め

るとともに、具体的マッチングまでを行っている。その上で、今後の事業化に向けた波及

が大きくなるようなビジネススキームの提言を行っている。ハンズオン支援の実施状況や

具体的マッチング成果等に関しては、別途事業報告書で示すが、概要について第５章で取

りまとめている。また、ビジネススキームの提言は第６章で取りまとめている。 

 なお、調査を進めるにあたっては、ミニマルファブエコシステム関係者、並びに外部専

門家による検討会議を２回開催し、実態調査や市場ニーズ調査の内容を踏まえた事業化の

方向性や今後求められるビジネスモデルに関して議論している。検討会議での議論を踏ま

えつつ、調査を進めるとともに、報告書の取りまとめを行っている。 

今後の事業化促進に向けた目指すべき方向性に関しては、すべての調査結果や検討会議

を踏まえ、第６章で取りまとめている。 
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表 1.1 事業内容の全体像 

 

出典：九経調作成 

 

１．３ 事業スケジュール 

 

 事業スケジュールは表 1.2 の通りである。 

 まず、調査事業①サポイン活用企業等の事業化実態調査を先行して行い、各社の事業化

にあたってのコア技術を抽出し、技術 PR 資料への落とし込みを行った。このコア技術は、

調査事業②ミニマルファブ等の市場ニーズ調査のアンケート調査項目にも加え、ニーズ把

握に努めるとともに、技術 PR 資料を調査票に同封することで、調査対象者への情報の浸

透を図った。また、調査事業②に関しては、アンケート調査とヒアリング調査を同時並行

で進めた。ヒアリングで得られた多品種少量生産やミニマルファブに関するニーズや事業

化の方向性について、アンケート調査票にも問や選択肢として盛り込みつつ、アンケート

調査で興味を示した対象へのヒアリング調査を行うなど、相互に連動させながら取り組ん

でいる。更に調査事業③ハンズオンでの事業化支援に関しては、調査事業①②の結果を踏

まえつつ、サポイン活用企業とのミーティングを通じてマッチングターゲットの選定から

具体的なビジネスマッチング、マッチング結果の評価や課題の整理などを行い、今後の事

業化ビジネスモデルの検討を行っている。 

 最後に、検討会議に関しては、12 月と３月に２回開催した。12 月の第１回会合は、調

査事業①②を中心に中間報告を行い、今後の調査方針等について協議した。３月の第２回

会合は、調査事業②③の結果の最終報告と、それを踏まえた事業化ビジネスモデルの協議

を行い、調査報告書の取りまとめ方針について協議した。  
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表 1.2 事業スケジュール 

 

出典：九経調作成 

 

 

 

１．４ 事業体制 

 

図 1.1 に事業体制を示す。 

半導体関連の調査研究事業に従事する岡野（事業開発部長兼 BIZCOLI 館長）が統括責任

者を務め、業務全般のマネジメントを行った。 

ミニマルファブの技術特性やマーケットニーズに精通した人材として、外部から３名の

主任調査員と１名のプロジェクトマネージャー（主任調査員兼任）、さらに事業の方向性

に応じて臨機応変に複数の外部専門家を組織して、事業に取り組んだ。 

産総研や SIIQ をはじめ、ミニマルファブエコシステム関連企業との連携を密に取り組

み調査に臨んだ。 
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出典：九経調作成 

図 1.1事業体制 
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２ サポイン活用企業等の事業化実態調査 
 

本章では、調査事業①サポイン活用企業の事業化実態調査の結果を取りまとめる。 

調査対象は、九州のサポイン活用のミニマルファブ等多品種少量生産技術開発企業を 10

社程度としている。調査のポイントとしては、ヒアリングを通じて、サポイン事業等で開

発を進めた各社の技術の特性や事業化実態を整理しつつ、事業化のコア技術について技術

PR 資料の作成を行う。技術 PR 資料に関して、その後のアンケート調査やヒアリング調

査を通じたハンズオン支援（マッチング）などで活用している。 

ヒアリング調査の項目としては、 

・サポインで開発した技術特性 

・技術特性のマーケットへの PR 戦略（技術 PR 資料の作成） 

・事業化の実態、並びに事業化に向けた課題 

 （事業化に至っていない要因の探索と打開に向けた方策の検討） 

・新たなターゲットとビジネスモデルの検討 

などとし、報告書には、各社ごとに、企業概要・事業概要、技術の概要、事業化に向けた

課題・ニーズ等の３項目で整理している。なお、各社共通する事業化の課題やビジネスモ

デルに関しては、第６章で再度整理し直し、提言を示している。 

 

 

２．１ ㈱ピーエムティー 

 

２．１．１ 企業概要・事業概要 

 

 ㈱ピーエムティー（以下、PMT）は、1991 年に半導体製造装置の専門商社として創業

し、その後製造業に参入した。現在は機械・装置事業や超精密加工事業を主要業務とす

る。 

 一般的にものづくり中小企業はコア・コンピタンスな技術により大企業等の協力会社と

なっている事例が多い。しかしながら、PMT は商社からスタートしたので、特別な技術を

持っていなかった。現在のコア・コンピタンスである超精密軸制御技術をはじめとする技

術はその多くを、地域コンソーシアムやサポインなどの補助金事業を通じて、自社の技術

として身に着け、これらをベースとして下記の事業展開を行っている。 

◼ 超精密加工事業 

◼ 超精密軸制御 

➢ 小型加工機 

➢ インクジェット塗布装置 
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➢ マスクレス露光装置2 

◼ ライフサイエンス業界向け自動化装置 

 

２．１．２ 技術の概要 

 

 PMT は平成 28 年度サポイン事業として、「微小立体構造からなるセンサの試作開発期

間短縮と多品種少量生産を可能とする、世界初の両面アライメント機能付きミニマルマス

クレス露光装置」の研究開発を実施した。 

 ウェハ裏面に形成されたアライメントマークを基準として露光が可能な、両面アライメ

ント機能付きミニマルマスクレス露光装置を開発し、同時に露光品質向上と高速化を達成

した。これにより両面加工が必要な MEMS センサデバイスの試作・開発が、ミニマルフ

ァブで行うことが可能となり、開発期間の大幅短縮と費用低減を実現する。 

 図 2.1 に開発した両面アライメント3機能付きミニマルマスクレス露光装置と両面アラ

イメントが必要なセンサデバイスの事例、及び、両面アライメントが必要なデバイス試作

による評価結果を図 2.2 に示す。 

 

出典：PMT 

図 2.1 サポイン事業で開発した装置とその応用事例 

  

 
2 ウェハ基板上に微細構造を焼き付ける装置 
3 ウェハに微細構造物を形成するため、構造パターンを幾層にも積み重ねて構築する。その場合、積み

重ねを精度良く行うために下の層にマークを形成しておく。積み重ねる上の層は、下の層のマークに合

わせることにより積み重ね精度が良くなる。このマークの重ね合わせを行う位置合わせのことをアライ

メントという。 
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出典：PMT 

図 2.2 サポイン事業で開発した装置の評価結果 

 

なお、PMT は標準機としてミニマルマスクレス露光装置を保有している（図 2.3 参照）。

この標準機をベースにサポインで開発した技術はオプション設定としている。 

 

出典：PMT 

図 2.3 ミニマルマスクレス露光装置 
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２．１．３ 事業化に向けた課題・ニーズ等  

 

 裏面アライメント用光学系は半導体製造装置としては極小であるミニマル筐体の、わず

かに残った空きスペースに収めるため、精度面から見ると理想的とは言えない構造になっ

てしまった。このため、チャンバー内温度が大きく変動する場合などには目標の精度（±

3μm）を逸脱することがある。この対策として、露光直前にキャリブレーション治具（ガ

ラスウエハ）をロードして、露光用光学系と裏面用光学系のズレ量を測定し、オフセット

をかけるキャリブレーション機能の開発を 2021 年度に計画している。 

 両面アライメント機能付きミニマルマスクレス露光装置が完成することにより、多くの

センサが低コスト、かつ短納期で開発製造可能となる。この装置を駆使することで、数日

という超高速で試作～評価～改善試作を繰り返すことができる。 

メガファブでは一般的にウェハ 25 枚でロットを構成しているが、ミニマル生産システ

ムでは口径 0.5 インチのウェハ 1 枚で 1 ロットを構成する。このため、最低ロット枚数が

大きい従来工場では敬遠されるような生産数量が少ないデバイス開発においては、ミニマ

ル生産システムでの効率的な運用が期待される。 

ひずみゲージとその応用計測器で国内シェア 40%を持っている共和電業は、R&D 用途

として 2020 年にこの装置購入を行った。導入目的は、R&D の短 TAT4（Turn Around 

Time）である。 

 なお、企業へのヒアリング調査結果では、MEMS（センサを含む）関連企業は、両面

アライメント機能付きミニマルマスクレス露光装置を必要としている。今後、MEMS メ

ーカからの引き合いが期待される。  

 
4 試作投入から試作完成までの期間。 



   

11 

 

２．２ ㈱ロジック・リサーチ 

 

２．２．１ 企業概要・事業概要 

 

 (株)ロジック・リサーチは、ファブレス IC 設計を主要業務としており、カスタム LSI に

特化している。顧客の競争力の源泉である LSI を豊富な経験と技術力を持つ半導体設計陣

営と、強いパートナーシップで連携している LSI 製造会社を駆使し、高いコストパフォー

マンスで供給している。 

 ファブレス形態により、膨大な設備投資や先端プロセス技術への開発投資が不要なので、

経営リソースを LSI の開発に集中でき、これまでの常識を越える 短 TAT と低コストを実

現した性能の LSI を供給するビジネスモデル（図 2.4）を構築している。 

 また、数量やコストの面で、これまで ASIC の採用をあきらめていた顧客や、やむなく

FPGA でプロダクトを進めていた顧客にも、競争力の高いビジネスを創出している。 

 既に、多くの顧客の製品競争力を 支えており、年間数生産量が百万個から数千個まで、

あらゆる要求に対応している。 

 

 

出典：ロジック・リサーチ 

図 2.4 ビジネスモデル 
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２．２．２ 技術の概要 

 

 生産中止となった産業機械の半導体部品など、多品種適量が求められる半導体を従来の

メガファブで製造しようとすると、高価格で納期が長くなる。これは、ウェハサイズやロ

ットあたりのウェハ枚数を柔軟に変更することが困難なことから、結果として数十年分に

相当する半導体が生産・納品されるため。 

 そこで、㈱ロジック・リサーチでは、平成 30 年度のサポイン事業としてダイヤモンド電

機㈱と共同で「配線方法で機能が変わる「マスタ回路」と「ミニマルファブ」を組み合わ

せた、多品種適量半導体の短納期・低コスト製造を実現する、新しい半導体製造技術の開

発」に取り組んでいる。㈱ロジック・リサーチが半導体の設計、ダイヤモンド電機㈱が半

導体製造プロセスを担い、多品種適量・短納期・低コストを実現する新しい半導体製造技

術を開発する（図 2.5）。 

 

 

出典：ロジック・リサーチ 

図 2.5 サポイン事業概要 

 

 

２．２．３ 事業化に向けた課題・ニーズ等 

 

 本サポイン事業は令和 2 年度で完了予定である。今後、事業化に向けた課題・ニーズ等

としては下記の通りである。 

 現在は、試作を九州工業大学マイクロ化総合技術センターや産総研つくばで実施してい

る。これらの施設では、ビジネスとしての量産対応はできない。したがって、再配線技術
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を活用したパッケージファウンドリを事業としている(株)ピーエムティー等との連携が必

要となる。  
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２．３ 熊本防錆工業㈱、石田産業㈱、㈱晴喜製作所 

 

２．３．１ 企業概要・事業概要 

 

 熊本防錆工業(株)は、石田産業(株)、(株)晴喜製作所と連携して、サポイン事業に取り

組んだ。幹事会社である熊本防錆工業(株)は、半導体材料への表面処理や精密加工などが

主要業務であり、石田産業(株)はめっき材料及び機器の調達、(株)晴喜製作所は装置製造で

連携している。熊本防錆工業(株)は、IC 用リードフレームの部分銀めっき、ディプレス・

テーピング加工をはじめ、IC の外装めっきやリード加工、IC 製造工程で使用する治工具

や物流コンテナの洗浄などの事業で実績を上げている。 

外装めっきでは、鉛フリーめっき技術を確立している。社内には使用済み薬品・水洗水

を完全処理できる、環境に配慮した排水処理システムも保有している。開発部門では大学・

公設試との共同研究に積極的に取り組んでいる。 

 

２．３．２ 技術の概要 

 

平成 25 年のサポインテーマは、「めっき時間大幅短縮、めっき液量大幅削減を実現する

ミニマル TSV めっき装置」である。石田産業(株)、(株)晴喜製作所、大阪府立大学と連携

し、TSV めっき装置の小型化と高速化、ならびに使用する薬品・水洗量の最少化を実現し

ている。 

 

 

 

 

 

出典：熊本防錆工業(株) 

図 2.6 TSV めっき装置概要 

出典：熊本防錆工業(株) 

図 2.7 TSV めっきプロセスフロー 
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◼ TSV めっき装置の特徴（図 2.6、図 2.7）： 

➢ めっきの全プロセスを装置１台に集約・小型・使いやすい 

➢ 0.5 インチウェハへのめっきで、薬品量を極小化・環境にやさしい 

➢ 小型筐体にめっき液、純水、廃液の３つのタンクを内蔵し、廃液処理を簡略化 

➢ 現在、めっきは特定施設に該当するため、法律等の制約が大きい。小型化、密閉

化により、環境にやさしいめっき装置にできる。 

➢ ミニマルファブにこだわらずに、めっきの要素技術としての展開も可能である。

筐体にこだわらずに、各種タンクの大型も対応できる。 

➢ 0.5 インチウェハだけではなく、9mm 角チップでのめっきも可能である。治具は

開発済みである。 

 

◼ TSV めっき装置の内容 

➢ TSV サイズ：20μm×50μm 銅めっき 

➢ TSV めっき時間：14 分程度 

➢ TSV めっき温度：室温で可能 

➢ 電流波形を特殊波形にすることにより、ビア内にめっきを析出させる 

➢ 薬品の浴組成：Cu2+ ＋ 硫酸 又はメタンスルホン酸＋添加剤 

➢ めっき液は国内メーカ製品を使用可能・めっき液のカスタマイズも可能 

➢ 無電解めっきにも応用可能と思われる 

➢ TSV めっきの対応時間は 14 分程度であり、その短縮を目指している 

 

２．３．３ 事業化に向けた課題・ニーズ等 

 

 めっき装置製造は、下記 3 台のみであり、企業への顧客販売実績はない。 

 

◼ めっき装置の製造実績 

➢ ミニマル Cu めっき装置#1：産総研九州 

➢ ミニマル Cu めっき装置#2：産総研つくば 

➢ ミニマル TSV めっき装置#1：熊本防錆工業(株) 

 

 商品として販売するには、めっきの信頼性試験等のテクニカルデータが必要となる。こ

の試験には評価パッケージの製造などが必要となり、熊本防錆工業㈱の単独ではできな

い。これには産総研九州センター等との連携が必要である。 

 ミニマル装置としての営業活動は、ミニマル装置の販売商社である、横河ソリューショ

ンサービス、東京貿易マシナリー、JFE 商事エレクトロニクスと非独占販売権を結んで

営業活動を依頼することが効果的と思われる。 
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 サポイン時に連携した石田産業㈱は金属表面処理関係の材料・薬品・設備を扱う専門商

社である。この商社が持つネットワークを活用した簡易型めっき装置としての営業活動が

有効と思われる。  
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２．４ ㈱TCK 

 

２．４．１ 企業概要・事業概要 

 

(株)TCK は 2005 年の設立以来、半導体産業向けに精密ステージや真空制御技術、電子

線制御、画像処理技術などを基本技術に、ユニークな数々の半導体関連装置を開発・販売

してきた。その集大成として、2014 年には、世界最小クラスの高分解能・超高真空 SEM

を開発・販売し、多方面から多くの反響を得ている。 

また、近年では半導体分野で培った精密技術を応用し、先端医療や材料分野などに向け

た新しい装置開発を進めている（図 2.9）。 

 

 

出典：TCK 

図 2.9 TCK 技術・事業ロードマップ 

 

 TCK のサポイン事業での技術開発ならびにその後の展開の流れは以下の通りである。 

① 2010 年度よりミニマルコンソーシアムのメンバーとして参画し 2015 年度にサポイン

で CD-SEM 装置（TFE 型）の開発に着手。 

② 2017 年度からは CD-SEM の応用発展系製造装置として EB（電子ビーム）露光機に着

手。 
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③ 2018 年度にはミニマル装置の共通部品である VacPLAD（真空 PLAD5: Particle Lock 

Air-tight Docking）の改良・製造をタツモから技術移管を受け開始。 

④ その他 CT-SEM 装置も九大病院イノベーションセンターとサポインで共同開発中。 

 

２．４．２ 技術の概要 

 

TCK がサポイン事業等で培った技術、ならびにその応用製品としては、CD-SEM、EB

露光機、VacPLAD、CT-SEM がある。以下、それぞれの装置に関する要素技術の概要や

特徴を示す。 

 

① CD-SEM：（TCK,オムロン、山口光半導体研究所、産総研と共同、図 2.10） 

  要素技術：複合レンズ方式による超小型電子光学系の開発。（電磁レンズ→静電レン

ズ） 

◼ 新開発の複合方式静電レンズと小型超真空装置による世界最小クラスの高分解能・超

高真空 SEM。ショットキーエミッション電子銃による高解像度パターン観察精密自

動ステージによる試料位置管理完全ドライ真空によるクリーン観察に対応。 

◼ SIP（スパッタイオンポンプ：10-6EPa）とゲッター電極フィルの複合排気方式によっ

て、超高真空状態の急速立ち上げと省エネ継続を実現。10 分程度（通常の 10 倍のス

ピード）で立ち上げ、無電源状態で１週間程度の高真空維持が可能。 

◼ 複合方式の静電レンズや小型超真空装置のみのモジュール供給も可能。EB アタッチ

メントによる電子線描画装置化、EDS アタッチメントによる元素分析装置化など、い

ろいろな装置に進化可能。 

出典：TCK 

図 2.10 ミニマル CD-SEM 

 
5 ミニマルシャトルとプロセスチャンバーのインターフェース機能を持つ。VacPLAD は真空系のミニ

マル装置で使用する。 
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② EB 露光機：上記 CD-SEM の技術を応用し、製造装置開発に展開（図 2.11）。 

 要素技術：ショットキーエミッション電子銃（15kV）によるマスクレス直描 

     ：ベクターとラスターの両方式を取り入れたハイブリッドアルゴリズム。 

◼ 現状 0.2um デザインルールまで可、0.1um がゴール。（できれば 90nm） 

◼ 課題は描画速度。（2-3 時間/wfr）、振動対策、EMI 対策、排熱対策。（電子光学

系改良） 

◼ ハード/ソフトウェアを含め、2021 年 2 月の完成を目指す。 

 

 

出典：TCK 

図 2.11 ミニマル EB 露光による描画パターン 

 

③ VacPLAD：ミニマル装置のコア共通部品ユニット。（真空ウェハ搬送装置） 

◼ タツモ社が製造していたが、退会したため、TCK 社が図面・版権を継承した。 

◼ 立山マシン社でもバックアップは可能。 

 

④ CT-SEM：レーザアブレーション＋SEM を応用したナノレベル３D 解解析装置（図

2.12、九州大学病院イノベーションセンターとの共同開発事業） 

 要素技術：ArF(193nm)レーザを導入した SEM の開発（炭素の結合乖離エネルギー

が 6.3eV で ArF 照射エネルギーが 6.5eV のため、有機系物質にちょうど良く吸収さ

れ、乖離を促す）。 

◼ アブレーションにより生細胞から離脱した分子をトラップ。CT 画像の高精度（解

像度は２D で 2-10nm、３D で 20nm）とクラウドサーバー＋AI でデータベース

化。（LPixel 社と開発） 



   

20 

 

◼ CT 画像の解像度は、２D で 2～10nm、３D で 20nm 程度とナノレベルの高精度。

通常１週間程度かかるがんの生体検査が全自動により３時間程度で可能。画像デ

ータをクラウドサーバーでデータベース化し、AI で解析することで、受託分析体

制も構築準備中。 

◼ 人手不足となっている病理医の専門技官の見分時間が大幅カットの可能あり。 

◼ 試料分析市場は 1360 億円/年で CAGR6（年平均成長率）も 5%以上あり、期待で

きる。 

 

 

 

出典：TCK 

図 2.12 CT-SEM 

 

２．４．３ 事業化に向けた課題・ニーズ等 

 

 通常、EB 露光機は振動対策として、図 2.12 の CT-SEM のように、除振台として石定

盤の上に設置したり、EB 専用ルームに設置したり、あるいは EB 露光機を設置する床の

基礎は、建物の基礎とは別にして施工している。 

 したがって、現状のミニマル CD-SEM は何らかの除振台が必要である。さらに、微細な

 
6 Compound Annual Growth Rate：年平均成長率 
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振動も嫌うミニマル EB 露光機は、設置場所に応じた一層堅牢な振動対策が必要となる。 

 顧客ヒアリングやアンケート結果から、CT-SEM 装置は、特に再生医療分野等で活用が

期待できる。 
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２．５ ㈱新興精機、誠南工業㈱ 

 

２．５．１ 企業概要・事業概要 

 

 ㈱新興精機（以下、新興精機）は、医療、理化学器械器具の製造販売を主要業務として

いる。九州・山口の主な大学や公的機関を主要取引先として実績を重ねている。 

 誠南工業㈱（以下、誠南工業）は、真空装置・真空部品の製作をコア・コンピタンスと

しており、開発・設計から製造・組立てに至る一貫生産体制としている。製品はほとんど

が顧客の要望をベースに設計・製作する一品一様となっている。 

 新興精機と誠南工業で連携してサポイン事業に取り組んだ。連携してミニマル装置の開

発に取り組んだが、現在、新興精機はミニマル装置の事業からは撤退し、誠南工業が事業

を継続している。 

 

２．５．２ 技術の概要 

 

 新興精機・誠南工業は平成 29 年度サポイン事業として、「準共鳴型電子サイクロトロン

共鳴技術に基づく小型・高密度プラズマ源の開発と、これをコア技術とする 3DIC 作製を

目的とした高速ミニマルエッチング装置の開発」を実施した。 

 新興精機・誠南工業がサポインで開発に関わったミニマル装置は以下の通りである。 

 

① 上記のTSV 形成用電子サイクロトロン共鳴型(ECR)エッチャー（新興精機と連携）。

エッチング速度＞20μm/分。 

② MEMS 加工用高速エッチャー（㈱和泉テックと連携）。優れた形状制御性を有し、

エッチング速度＞4μm/分。 

③ 単元スパッタ（Al, AiSi, Cu, Au, Pt, Cr, Ti, TiN）。小型 HiPIMS（ハイパワーイン

パルスプラズママグネトロン）方式電源を用い、基板を加熱しながら、10-6Pa の高

真空中で稼働。Al スパッタにおいて 300nm/分（TiN は 75nm/分）の成膜速度を達

成。DC・RF（13.56MHz）2 電源搭載。 

④ 3 元マルチターゲットスパッタ（㈱ワイドテクノと連携）。ヘリコン波プラズマ源

を用い、Al, Cu のスパッタにおいて 100nm/分以上の成膜速度。強磁性体ターゲッ

トを含め幅広いターゲット材料に対応する。マグネトロン方式に比べターゲット材

料使用効率が高い。 

⑤ イオンビームスパッター（6 元）、九大 S 先生と開発。強磁性体ターゲットを含め

幅広いターゲット材料に対応する。貫通穴の側壁などにコンフォーマルな成膜が可

能。 

⑥ シリコン成長用熱 CVD の開発スタート（産総研と連携）。 
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⑦ その他として真空 PLAD を立山マシン㈱と共同開発に着手した（TCK とも情報

共有）。検収条件にパスするレベルに仕上げるため、誠南工業と立山マシン㈱の 2 

ケ所で搬送テストを行う。100 回以上の連続搬送をエラーなく行うことを指標と

して設定し、目標はほぼ達成されている。 

 

２．５．３ 事業化に向けた課題・ニーズ等 

 

 誠南工業は、ミニマル装置メンバーで最も多くの装置納入実績がある。（6 種 12 台）

自動車部品メーカ U 社にも実績あり。電気部品メーカ V 社は中座した。 

 基本的には試作機開発を請け負うが販売はしない。SiN-CVD はコーテック社、マルチ

ターゲットスパッターはワイドテクノが販売。量産時は外注生産で考える。 
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２．６ テクノデザイン㈱ 

 

２．６．１ 企業概要・事業概要 

 

 テクノデザイン㈱は、1988 年の創立以来、電子回路設計やプリント基板設計に加え、半

導体製造装置、フラットパネルディスプレイ、車載関連設備などの設計製造、生産設備の

OEM 生産などを手掛ける。 

2014 年に熊本県の育成企業、リーディング企業に認定され、毎年、県内高校・大学から

新卒者を採用しており、若手技術者の育成にも力をいれている。 

 

２．６．２ 技術の概要 

 

テクノデザインは、4 種類のノズルを利用して、6 品種の素子の一括搭載を可能とした

マルチチップボンダを開発した。機能の違う素子を 0.5 インチのウェハに並べることで、

Heterogeneous パッケージが可能になる。チップをトレイに並べる動作は、自動化できて

いないが、素子をセットすれば、自動でダイボンディングを行う。１号機のデータによる

実力値は±20μｍ。評価用の基板と搭載部品の精度改良により±７μｍが可能である。 

 

 
出典：テクノデザイン㈱提供資料 

図 2.13 マルチチップボンダ装置 

 

インクジェット装置は、インクジェットプリンターの原理を利用してレジストをウェハ

に塗布する装置である。開発は㈱SS テクノ、㈱石井工作研究所とタイアップしたが、今後



   

25 

 

の製造はテクノデザイン㈱が行う。インクジェットは、スピンコータより厚いレジストを

塗布することができる。インクジェットは、平成 24 年の国プロの予算で開発した。 

 

 

２．６．３ 事業化に向けた課題・ニーズ等 

 

マルチチップボンダは、アライメントマークの精度向上を目指して開発を行ってい

る。性能評価に時間がかかるのが課題である。実際に引き合いがあるわけでないが、ネプ

コンジャパンに出展した際、想像以上の集客があった。 

ミニマルファブ全体の普及に向けては、もちろん教育用、試作用といったニーズを掘

り下げていくことも重要であるが、生産部門に向けてのニーズも応えていく必要があると

している。特に九州でのミニマルファブ普及に向けては、後工程のデバイス生産企業の需

要を満たす戦略が必要である。 
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２．７ 上野精機㈱ 

 

２．７．１ 企業概要・事業概要 

 

上野精機(株)は、半導体・電子部品検査装置の製造と半導体・電子部品検査が主要業務

である。「超高速スピード搬送」「ダメージレス制御技術」「高精度の外観検査」をコア・

コンピタンスとしており、半導体・電子部品の検査装置の分野では世界トップシェアを誇

る。 

 開発・設計・製造・メンテナンスまで一貫して行うワンストップ生産システムを構築し

ている。 

 

２．７．２ 技術の概要 

 

 上野精機㈱は、平成 23 年度サポイン事業として、「LED 製造工程の高効率化、低コス

ト化を目指した世界最高速(0.1 秒/個)ダイアタッチ装置の開発」を実施した。 

 事業を実施した背景として、事業実施時点では従来型の白熱灯などの照明が LED へと

置き換えられる過渡期であった。LED の製造について最大勢力は日亜化学、続いてトヨタ

紡績、スタンレー、東芝などが並ぶ状況であった。そうした国内の LED 製造業を発展さ

せるためには、製造工程の高効率化、低コスト化が必須であると考え、膨大な置き換え需

要が創出されることを念頭に、民生品をターゲットとした低コスト高生産性の LED 製造

装置の開発を当事業で行った。 

 ダイボンディングについて、従来のダイアタッチ装置を利用した固着工程は往復機構で

あり効率が悪かった。従来の方式では処理速度は 0.2～0.5 秒/個、位置決め精度は 36μm±

3σ であり、製品ダメージのリスクがあった。本事業では回転機構を持つ独自のロータリー

ピックアップ機構を開発し、下記の性能を実現した。 

 

◼ LED 製造装置の内容 

➢ 処理速度：0.1 秒/個 

➢ 位置決め精度：20μm±3σ 

➢ 製品ダメージ：リスク無し 
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出典：EYA 戦略的基盤事例集 2014 

図 2.14 ロータリーピックアップ機構の特徴 

 

２．７．３ 事業化に向けた課題・ニーズ等 

 

 当該事業で製作した LED 製造装置は、事業化には至っていない。最も大きな要因は、

装置価格の急激な下落である。本製品は高速度で大量生産を行うため、装置の価格と生産

効率の費用対効果に優位性があれば、十分に販売は可能となる見込みであった。しかし実

際には中国系メーカが続々と市場参入したことにより一気に装置が低価格化してしまい、

コストパフォーマンスが悪い装置となってしまった。






