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５ ハンズオン支援 
 

５．１ ハンズオン支援概要 

 

本章では、調査事業③ハンズオンでの事業化支援の概要を取りまとめる。ハンズオン

事業の詳細は、別途事業報告書として示すこととし、ここでは概要のみを提示するにとど

めている。 

 

 ハンズオン支援戦略として、図 5.1 に示すフレームワークに沿って、㈱ピーエムティー、

㈱TCK、及び熊本防錆㈱（石田産業㈱、㈱晴喜製作所）に支援を行った。 

① 市場浸透戦略 

企業が持つ既存技術で、その企業の既存市場へ、更に販売を伸ばすための支援策。 

② 新市場戦略 

企業が持つ既存技術で、新たな市場へ販売するための支援策。 

③ 新製品戦略 

企業がサポインで開発した製品をその企業の既存市場へ販売するための支援策。 

④ 多角化戦略 

企業がサポインで開発した製品を新たな市場へ販売するための支援策。 

 

 

出典：九経調作成 

図 5.1 ハンズオン支援戦略のフレームワーク 
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５．２ ㈱ピーエムティー 

 

この企業の特徴として、サポイン等の技術連携で得た技術を自社のモノとして吸収し、

新しく得た技術と既存の技術を組み合わせる、アブソープティブ・キャパシティを持って

いる。 

例えば、12 インチウェハ対応のマスクレス露光機は、サポインで東北大学 O 先生の光

学系の技術と PMT の超精密ステージ・コントロール技術で完成した。PMT は、光学系の

技術を自社のモノとして吸収し、ミニマルファブ用のマスクレス露光機を開発した。この

光学系は PMT オリジナルであり、東北大の特許を使用していない。 

アブソープティブ・キャパシティの特徴をベースにして、他社との連携、若しくはサポ

イン技術を活用したハンズオン支援を実施した。 

 

 

５．３ ㈱ＴＣＫ 

 

この企業の特徴として、サポインで開発された小型部品や小型モジュールのミニマルフ

ァブ用途以外の販売ビジネスがある。例えば、CD-SEM 用に開発された複合排気方式によ

る超小型高真空ポンプは魅力的である。さらに、サポイン技術から発展した CT-SEM はメ

ディカル・バイオ系には売れる可能性を持っている。ハンズオン支援戦略としては、ミニ

マルファブと同じような小型の 2 インチファブやメディカル・バイオ系の企業にフォーカ

スする。 

 

 

５．４ 熊本防錆工業㈱（石田産業㈱、㈱晴喜製作所） 

 

この企業の特徴として、サポイン等の技術連携で得た TSV めっき、ミニマルファブ

で得た再配線用のめっき技術、及び、自社が持つリードフレームなどへのめっき技術を持

っている。 
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６ まとめ～ビジネスモデルの方向性 
 

本章では、本調査事業の結果を取りまとめるともに、サポイン事業等で研究開発を進

めてきたミニマルファブを中心とした多品種少量生産技術の事業化に関するビジネスモデ

ルの方向性を提示する。 

 

 

６．１ 成果まとめ 

 

６．１．１ 調査事業①サポイン活用企業等の事業化実態調査の成果 

 

 各サポイン活用企業のみならずミニマルファブ関連の企業に共通する課題・ニーズ等が

下記のように明らかになった。 

① 営業力の不足 

 →中小企業のため十分な営業力を確保できない 

 →試作機の出荷が中心でかつ数量が出ないので十分な営業体制が組めない 

 →装置数台がセットになったライン販売となるため単独営業しにくい 

  例えば、スパッタとめっきのセット、コータ・デベロッパと露光のセット等 

 →横河ソリューションサービス等の商社が顧客との間に入るため市場ニーズ等が直接掴

めない 

② 装置の安定稼働対応 

 →中小企業のため、メーカとしての装置製造経験に乏しく、長時間に渡るエイジング試

験や 1,000 回程度のランニング試験、プロセスの信頼性試験などをクリアして納品し

ていない。 

→メンテナンス性を考慮した設計対応がなされていない。 

 

 

６．１．２ 調査事業②ミニマルファブ等の市場ニーズ調査の成果 

 

 アンケート調査の結果として、下記が明らかになった。 

① 回答者の研究領域で「半導体・エレクトロニクス」の割合は 4 割 

② 半導体微細加工プロセスによる試作・小ロット生産のニーズ 

◼ 「半導体・エレクトロニクス」分野の 5 割が実施 

◼ 頻度は年 10 回以上が約 5 割 

◼ 1 回あたりの数量は実際と希望の個数が一致 

◼ 1 回あたりの金額は実際より低額を希望 
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◼ 3 分の 2 は外注を活用 

③ ミニマルファブに対する認知と関心 

◼ 認知度は「半導体・エレクトロニクス」で 9 割 

◼ 試作・小ロット生産実施層の認知度は 9 割以上 

◼ ミニマルファブのコンセプトにはコスト削減への関心が高い 

◼ 試作・小ロット生産を行っていない層でも低コスト運用への関心 

◼ ミニマルファブを知らない層は低コスト運用、一貫研究（設計・試作・テスト・

評価）に高い関心 

④ サポイン活用企業の関連技術に対する関心 

◼ マスクレス露光技術とマルチチップボンダへの高い関心 

◼ サポイン企業要素技術への興味・関心は研究分野によって異なる 

◼ マスクレス露光、CD-SEM の認知度が低い層にも関心は見られる 

⑤ 研究開発の課題とミニマルファブの活用可能性 

◼ 試作・小ロット生産実施層の約９割が「開発・研究期間の短縮化」を希望 

◼ 外部への試作委託と自身での操作へのニーズが高い 

 

ヒアリングの成果として、図 6.1 に示すように、従来の半導体としての市場と半導体以

外の潜在市場が下記のように明らかになった。 

 

半導体としての市場： 

① メガファブ R&D での活用～短 TAT 試作と開発コスト低減 

◼ シャトル・サービス を使用した WLP（Wafer Level Package）試作と電気的特

性の課題解決に活用（アナログデバイスメーカ A 社） 

② 小ロット生産・変量変種生産での活用～宇宙用・MEMS・IoT デバイス 

◼ 産総研と半導体開発協定を締結した宇宙航空研究開発機構（JAXA） 

◼ 宇宙用機器に搭載される半導体デバイス製造を計画している総合商社 B 社 

◼ 多品種少量生産にミニマルファブを活用する株式会社共和電業 

◼ 自社装置の専用半導体を考えている半導体装置メーカ C 社 

◼ My-IoT プロジェクト（九州大学） 

③ EOL 品での活用～多種の半導体から MEMS までミニマルストアで対応 

◼ 消耗品のガラス電極が生産中止になるセンサメーカ D 社 

◼ EOL 販売の独立系のエレクトロニクス E 商社 

◼ 自社使用半導体の内製化を考えている産業機器メーカ F 社 

◼ 自社使用半導体の EOL を懸念している医療機器メーカ G 社 

④ 新構造・新材料デバイスでの活用～ミニマルオリジナルプロセスの活用 

◼ 世界最先端の単一磁束量子集積回路開発を行う名古屋大学 
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◼ 日本で初めての試みであるマテリアル開発から実施してニューロモルフィック半

導体開発を行う九州工業大学 

⑤ 試作サービスでの活用～研究開発・小ロット生産のサポート 

◼ チップ試作サービスを提供する横河ソリューションサービス㈱ 

◼ パッケージ試作サービスを提供する㈱ピーエムティー 

⑥ 教育での活用～オープンラボでの産学連携とプロセスインテグレータ育成 

◼ 中国向けに半導体教育ビジネスを考えている中国の EMS メーカの日本法人 H 社 

⑦ 海外～ロードマップ・米国大学・国際学会等からの提案・欧州へデモ機 

◼ Heterogenous Integration Road（HIR）に記載されたミニマルファブ 

◼ UCLA からのミニマルファブ活用提案 

◼ 国際学会からの米国展開提案 

◼ 米国 MEMS 試作メーカ I 社からの米国展開提案 

◼ 欧州への展開（東京貿易マシナリー） 

 

半導体以外での市場調査： 

① ミニマルシャトル技術の応用～細胞培養デバイス 

② ミニマル要素技術の応用～微細加工 

◼ バイオ MEMS 研究開発の九州工業大学 

◼ 細胞培養デバイスの製造に微細加工を必要とする北九州市立大学 

③ ミニマル要素技術の応用～マイクロ流体デバイス 

◼ 外資系マイクロ流路メーカの日本法人 K 社 

④ ミニマル要素技術の応用～抗原抗体検査キット（イムノクロマト） 

⑤ ミニマル要素技術の応用～観測技術（CD-SEM、CT-SEM） 

⑥ ミニマル要素技術の応用～バイオインクジェット技術 

⑦ ミニマル要素技術の応用～熱工学研究分野 
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出典：九経調作成 

図 6.1 ミニマルファブ及び関連技術の市場ニーズ 

 

 

６．１．３ 調査事業③ハンズオンでの事業化支援の成果 

 

 ビジネスマッチングの成果は、熊本防錆㈱と㈱ピーエムティーの成果のみであった。サ

ポイン企業の事業化を進めるための方策として、以下の点が指摘できる。 

 

① 試作機ではなく商品としての装置とするためのブラッシュアップ 

 →安定稼働性能（工程能力指数 Cp, Cpk）の確立 

 →標準プロセスレシピの確立 

 →装置の安全基準の確立（CE マーク取得など） 

 →プラグインプレイが目標 

② ミニマルプロジェクト等のサポインで確立した要素技術の応用商品の展開 

 →マスクレス露光、超小型高真空ポンプ、CT-SEM（３D 解析装置） 

③ ニーズを有する研究機関・メーカ等との具体的な情報交換の場の設定 

 →装置改良・ブラッシュアップの共創、技術応用による新商品展開 

④ 試作受託ビジネス＋大学や試験研究機関等での装置利用の場の拡大 

 →実際に装置を使える場・試作開発のできる場からの装置販売への展開 
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６．２ 提言と今後の展望 

 

この節では、デマンド・プルとテクノロジー・プッシュの観点から提言を行う。 

 

 デマンド・プルの観点として、企業並びに大学等の研究機関などユーザ側へのヒアリン

グでは、ミニマルファブは製品としての開発は終えたが、一部の装置を除き、まだ商品化

までには至っていないとの声を多く聞いた。 

 図 6.2 に示すように、研究開発を終えた段階が“製品”、事業化が行える段階を“商品”

と定義すると、現在、ミニマルファブは、“魔の川”を乗り越えた「開発ステージ」に立って

いる。これを「事業化ステージ」に移行するには“死の谷”が待ち構えている。したがって、

ミニマルファブのサポイン活用企業が事業化へ向かうには、最初に、ミニマルファブがこ

の障壁を乗り越えることが求められる。よって、「ミニマルファブの商品化に向けた提言」

を行う。 

 

出典 産学官連携ジャーナル Vol.2 No.8 2006 p19 

図 6.2 事業化への 4 つのステージと 3 つの障壁 

 

テクノロジー・プッシュの観点として、図 6.3 に示すように、コンピュータ等の性能向

上は、物理現象として、Electron、Photon、Quantum に遷移して行く。これに従って、

テクノロジーS 字カーブは、ムーアの法則が限界に近くなり、ヘテロジニアス・インテグ

レーション、フォトニクス技術、さらに量子技術へと変遷して行くと予想される。 

本調査結果から、ミニマルファブは、今後のヘテロジニアス・インテグレーション、フ

ォトニクス技術、及び量子技術に適用できることが明確になった。よって、「ミニマルフ

ァブの特徴が活用できる新技術分野（これから必要とされる技術分野と日本が世界で最先

端を走っている技術分野）研究への提言」、ミニマルファブのサポイン活用企業と密接な

関係がある産総研九州センター「ミニマル IoT デバイス実証ラボ」への提言、「アンケー

ト結果のフォローアップ提言」、及び今後の展望を述べる。 

 



   

106 

 

 

出典：九経調作成 

図 6.3 テクノロジーS 字カーブとミニマルファブの適用可能性 

 

 

６．２．１ ミニマルファブの商品化に向けた提言 

 

 図 6.4 に示すように、ハイテック製品は、新しさを好むイノベーター、アーリーアダプ

ターにより購入される。そのハイテック製品が使いやすく、安心感が持てる製品になると

アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードと呼ばれる顧客へ普及する。しか

しながら、ハイテック製品が使いやすく、安心感が持てる製品になるには、キャズムと呼

ぶ深い溝がある。 

これはエベレット・M・ロジャースによって提唱された、新商品や新サービスの市場浸

透に関する理論である。このキャズム理論は、イノベーションのボトルネックを指摘して

おり、イノベーティブなシステムであるミニマルファブにもキャズム理論が当てはまる。

つまり、図 6.5 に示すように、現状で「領域 B」にあるミニマルファブの今後の姿として、

「領域 A」が期待される。この領域を目指す手順を下記に７つ提言する。 
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出典：九経調作成 

図 6.4 キャズム理論 

 

        出典：九経調作成 

図 6.5 ミニマルファブの目指す姿（スマートさとは、ミニマルファブの特徴） 

 

 

① 装置の安定化 

ヒアリングによるとミニマルファブの装置は、メガファブの設備機器に比べると、チョ

コ停等が多く、使いやすさや安定感に欠けていると多くの企業から指摘されている。装置

の安定性を評価するために、装置の故障や稼働状況を示す平均故障間隔（MTBF：Mean 

Time Between Failures）や平均復旧時間（MTTR：Mean Time To Repair）のデータを
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取るべきである。例えば、MTBF が 100 の場合、その装置を 100 時間使用すると 1 回故

障する。MTTR が 5 の場合、故障後復旧作業に 5 時間が必要である。これらのデータを取

得し、蓄積、評価することで、装置の改善・改良が行える。これを行うには、ミニマル装

置メーカとの協力も必要である。 

 

② プロセスの安定化 

装置が安定化すると、次はプロセスの安定化を行う必要がある。ファブのプロセス技術

は“ゆらぎ”の中でものづくりを行っているので、統計的な品質管理が必要となる。この“ゆ

らぎ”を管理する方法として、工程能力指数（Cp, Cpk）がある。 

例えば、図 6.6 で仮に酸化膜の膜厚のバラツキを表現したとすると、バラツキを抑える

ために Cp は 1.67 以上になるようにプロセスを管理する必要がある。 

 

図 6.6 プロセスのバラツキと Cp との関係 

 

しかしながら、Cp が図 6.7 のように、平均値（X バー）が規格の中心から大きくずれて

いる場合は、Cp では工程能力を正しく示せない。規格の中心からの平均値のズレ具合を管

理する指標として Cpk がある。Cpk は通常 1.33 以上必要とされている。なお、自動車業

界では、1.67 以上としている。 

半導体メーカが装置メーカにプロセス技術を教え、そして、装置が進歩したように、ミ

ニマル装置メーカも同様なことを行う必要があると考える。 
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図 6.7 平均値が規格の中心からのズレ具合を管理する指標:Cpk 

 

③ PDK の作成 

各装置、各プロセスが安定化すると、これらをインテグレーションした IC や LSI など

の集積回路プロセスを構築できる。この集積回路を設計するには、そのファブでの物理的

な制約条件であるデザインルール（例えば、最小メタル線幅、最小 VIA 径など）と、集積

回路を構成する能動素子（トランジスタ）と受動素子（抵抗など）の電気的特性が必要と

なる。これらを PDK（Process Design Kit）と呼んでいる。特に工程能力指数が不十分で

あると電気的特性は毎回異なり、歩留り低下の原因となる。 

 PDK は、設計する集積回路の構成要素である能動素子と受動素子を組み込んだ TEG チ

ップを設計してミニマルファブで製造する。完成した TEG チップはプロービングして

SPAICE モデルパラメータを抽出する。 

 このように PDK は、ファブごとに異なる。つまり、産総研つくばで集積回路を設計し

て製造する場合は、産総研つくばの PDK、横河ソリューションサービスで設計して製造す

る場合は、横河ソリューションサービスの PDK が必要となる。なお、参考として図 6.8 に

PDK 作成手順概要を示す。 

 半導体の設計ツールである EDA は PDK を入力パラメータ（回路シミュレータである

SPAICE モデルへ入力）とするので、ミニマル EDA を使用しなくても設計ができる。つ

まり、EDA は汎用品が使用できる。 

 ここまでそろうと図 6.5 の領域 A に近づく。なお、ミニマルファブの装置を購入する顧

客は、その顧客自身のミニマルファブラインで PDK を作成することになる。 

 ヒアリングではミニマルファブを使用したくても PDK がないことが大きな課題である

と聞いた。これに対しては、（株）ロジック・リサーチと（株）アナジックスが中心とな

り、ミニマルファブの設計ツール（通称 MINEDA on クラウドサーバー）の充実化に取り

組んでいる。これにより PDK を活用した IP 開発が可能となり、実用 LSI 作成に大きく
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寄与すると考える。 

 

 

出典：九経調作成 

図 6.8 PDK 作成手順概要 

 

 

④ アカデミックプライス戦略 

ヒアリングから現状のミニマル装置の価格帯は、既存の 2 インチ、4 インチ装置購入金

額と大差とのはないとの声を多く聞いた。もちろん、ミニマルファブはクリーンルームが

不要となるのでランニングコストが下がる。しかしながら、大学や企業の研究機関等では、

クリーンルームは既設であり、装置購入時の予算には、ランニングコストは考慮しない場

合が多く、クリーンルームが不要になるというミニマルファブの特性が購入動機とはなっ

ていない。 

この打開策として、大学等にはアカデミックプライスの設定を検討する必要がある。具

体的には、産総研へ納入した価格をアカデミックプライスにすることを提言する。装置メ

ーカは、この価格でも赤字ではないと考える。保守メンテナンスも企業のような即時対応

は求められないので、コンテンジェンシを含んだ保守メンテナンス費は少なくて良いと考

える。 

大学にとっては、既存の装置より安くなるので、魅力的な価格帯となり、予算に収まる

と考える。さらに、国内外の学生がミニマルファブを活用することにより、就職先でのミ

ニマルファブ導入も期待できる。まずは、活用の裾野を広げ、将来の潜在的ユーザを創造

するために、アカデミックプライスでの大学・研究機関市場の開拓が求められる。 
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⑤ ホールプロダクト戦略 

キャズムを乗り越える戦略として、ホールプロダクト戦略がある。この戦略は、図 6.5

の領域 A に 100%到達してミニマルファブのライン販売を行うのではなく、多少、使い勝

手が悪くても販売して、徐々にキャズムを乗り越えるものである。 

ミニマルファブは、イオン注入装置など一部の装置が完成していない。この状態で販売

し、イオン注入サービスなど、一部工程はハイブリッドプロセスで行うことを提言する。

まずは、顧客にミニマルファブを使っていただくことを最優先とすべきである。 

さらに、ハイブリッドプロセスの PDK により、ミニマルファブで製造可能な半導体の

幅が広がる。 

 

⑥ ミニマルファブの利用のしやすさの向上 

今回、約 70 の企業、大学のヒアリングを通じたユーザの声として、ミニマルファブを使

用するには、“敷居が高い”との意見を多く聞いた。具体的には、産総研で高額な有料トレ

ーニングを受け、更に試験を受けて合格することがミニマルファブ装置の使用許可要件と

なっている点を “敷居が高い”と感じている。 

一方で、敷居が低いと評価されているのが FAIS のオープンラボである。北九州市の

FAIS のオープンラボ（2 インチライン）では、初めて使用する場合は、30 分程度の無料

の安全教育を受け、スタッフが立ち合いつつ操作できるしくみとなっている。更に、スタ

ッフが認める場合は、装置条件内で自由操作も可能である。この方法で 17 年間、装置が壊

れたことも、事故も一度もない。なお、年間の使用件数は累計約 1,000 回であり、かなり

活用もされている。 

ミニマルファブも FAIS と同じように敷居を低くし、ユーザーが自ら操作しやすい環境

を整備することが期待される。これにより多くの半導体関係が使用するので、ミニマルフ

ァブの装置販売につながると考える。 

 

⑦ Si 0.5 インチウェハの安価で安定的な供給体制の確立 

ヒアリングから 0.5 インチウェハに関する課題も指摘された。具体的には、0.5 インチ

ウェハが 1 枚数万円と大変高価である点と、ガラス基板や SiC、GaN などの化合物基板が

販売されていないという点である。この２点から、ミニマルファブに興味関心を示しなが

らも、ミニマルファブを活用した研究開発は厳しいとの声を多く聞いた。 

 しかしながら、実情として、0.5 インチウェハの実販価格は約 3,000 円／枚であり、更

に産総研では、GaAs、GaN、Ga2O3、SOI、ガラス、ダイヤモンド、サファイアなどの試

作基板実績もある。これらの正確な情報が流通していない実態があり、ミニマルファブを

十分知らない方へ、何らかの方法でこれらをアピールする必要がある。 
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 なお、Si 0.5 インチウェハは、不二越機械工業株式会社が 8 インチウェハから水中レー

ザで 0.5 インチのウェハを切り出して、一枚一枚をベベリング加工43、更に洗浄プロセス

を経て出荷されている。したがって、価格は高価で、セカンド・リソースがなく供給面で

も不安がある。 

商社 W 社がシリコンウェハメーカの 6 インチラインを一部活用する方式で商品化を進

めている。これにより、2 社購買となるので、ウェハ供給が安定し、更に安い値段での購

入が期待できる。 

 

 

６．２．２ ミニマルファブの特徴が活用できる新技術分野への提言 

 

図 6.9 に示すように、半導体は、スケーリング則により集積化を追い求める More 

Moore、実装技術により集積化を追求する More than Moore に方向性は大きく分かれ

る。しかしながら、近年、GAFA＋M と呼ばれる企業は、独自の半導体を製造し、その

半導体の中にサービスを組み込み始めている。 

 

出典：九経調作成 

図 6.9 半導体の方向性 

 

例えば、Google は半導体チップを自ら製造して、チップにサービスをエンベデッドした

差別化サービスを提供している。同様に Apple の M1 チップもインテルから乗り換えた。 

これらはシリコン（半導体）を押さえることでサービスを取り込む戦略である。これは、

ユーザ側のサービスに最適化したデバイスを組み込んで、サービスの付加価値と差別化を

図るという半導体産業変革の姿の一つである。デバイス単体でのビジネスからサービスに

組み込んだビジネスに変異している。 

 
43 ウェハエッジを砲弾の先端のように加工、これによりウェハが割れにくく、エッジからのパーティク

ルも減少。 

ミニマルファブのターゲット 
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ミニマルファブは、このようなメガファブと競合しても勝ち目はない。メガファブでな

く（Without this）、全く新しいコンセプトでデバイスを作ることが必要である。 

ミニマルファブは装置開発が先行している。ALD やグラフェンなど、これらのプロセス

装置が必要となるデバイス構造を設計する必要がある。 

具体的には、今後期待されているテクノロジーであるチップレット、量子コンピュータ

の一種である単一磁束量子（SFQ）回路、及びニューロモルフィック半導体を提言する。 

特に、図 6.10、図 6.12 に示すように、ニューロモルフィックと量子コンピューティン

グは、AI 開発には注目を浴びている技術トレンドである。 

 

出典：MOOR Insights and Strategy, AI Hardware: Harder Than It Looks 

図 6.10 AI 処理技術の進化トレンド 

 

① チップレット開発の提言 

ミニマルファブが活用でき、これから必要とされるヘテロジニアス・インテグレーショ

ン技術分野としてチップレット開発を提言する。 

図 6.11 に示すように従来は、単一シリコン基板上（モノシリック）に各種異なるモジュ

ール（IP）をファブリケーションしていた。この課題として、チップサイズが大きくなり、

歩留り低下の要因となる。この課題解決として生まれた技術がチップレットである。各種

モジュールを最適なプロセスノードでファブリケーションを行い、目的とするモジュール

を構成するチップをレゴのように組み合わせる。 

これはさらなるコスト効果ソリューションとしてスケーリング則を経済的に進める方

法である。例えば、モノシリックよりチップサイズが小さくなるので、歩留りは向上する。

これはヘテロジニアス・インテグレーションには不可欠な技術である。 
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出典：SE-Ho You (Samsung), “From Package-Level to Wafer-Level Integration”, IEDM2020, SC1 

図 6.11 チップレットとは 

 

４．１．７ 海外で述べた UCLA L 教授によると、モノシリックをチップレットに分解

した時のチップサイズは、最大 100mm2 角である。モノシリックの場合は、ミニマルファ

ブの 0.5 インチウェハは小さい可能性があるが、チップレットの場合は、プロセスノード

にも依存するがミニマルファブで十分対応ができる。 

例えばハイエンドチップではなくエッジ処理で使われるセンサデバイスの場合、現状は

コストの問題でセンサとの I/F で高速化が必要なデバイスにのみしか適用されていない。

しかしながら、コストに影響するのが配線用のシリコンウェハである。安価な配線用ウェ

ハが出てくる 2023 年頃から 15mm2 角くらいの LSI でもコストメリットが出ると予想さ

れている。 

こういった半導体製造の流れがあれば、プロセッサやメモリ、通信機能等、現状は IP と

して LSI に機能として内蔵されていたものがチップレットとして供給されるのではない

かと考えられる。チップ間のインターフェースの統一化は既に ODSA（Open Domain 

Specific Architecture）が進めている。事実大量生産を狙った OSAT だけでなくチップレ

ットを組み合わせて独自の LSI を製造するサービスを提供するスタートアップもぽつぽ

つ出てきている。 

 昨今の LSI 設計の手法は必要な IP を集めて、それらを結ぶ統一 BUS 上にオリジナル

の機能を付加するといったやり方が一般的である。ところがちょっとした機能を入れよう

とすれば開発費 2 桁億円の世界である。 

一方、CMOS で 0.35μm 程度（EB 露光の場合）のミニマルファブで可能な機能はオリ

ジナルのロジックの部分だけに限定される。 

チップレット化の動きは、CMOS の微細化が厳しい、また様々な IP を移植するのが難

しいといったミニマルファブの課題を解決できる好機かと考える。 

チップ全体のシミュレーションや今後共通化されて行くチップレットの I/F（インター
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フェース）のサポート、更に 0.35μm では難しい設計に対するハイブリッド化への適用な

ど、チップのトータルデザインを考慮したミニマル・ファブの活用を考えていくことが必

要ではないだろうか。 

このような取り組みを進めることによって、ミニマルファブの CMOS 対応の道が一気

に開けると考える。その結果、少量生産の LSI で苦悩している産業機器メーカ等のニーズ

に合致した市場展開が期待できる。 

 

 

② 単一磁束量子（SFQ）回路開発の提言 

これは、４．１．４  の事例 1 で述べた名大・九大・横国大の共同研究である。 

量子コンピュータの量子ビットの素子は、大きく２つの方法がある。国内では、産総研

が開発している“超伝導量子ビット”と理研が開発している“シリコン量子ビット”である。

しかしながら、これらは Google, IBM, Intel 等の研究が進んでいる。 

これらの技術とは異なるものとして、単一磁束量子（SFQ）回路がある。これは、これ

までの量子ビットは不可であった、通常のデジタル回路として使用できる。よって、半導

体で行き詰まるところ、例えば、並列展開が難しいタスクや低レイテンシ計算などをカバ

ーすることが可能となる。 

現在、POC などは産総研つくばの 3 インチラインへ製造委託を行っている。製造期間

は約一ヶ月ほどであるが、ここは R&D ラインなので、設備機器のメンテナンスも不十分

で装置トラブルなどでスケジュールは遅れがちになっている。これにより、名大の試作は

4～6 回/年、他の研究者の試作を合わせても 10 回/年程度である。このように産総研 3 イ

ンチラインの空きも少なくなっている。 

ミニマルファブが十全に活用できる段階に至れば、この研究開発を加速することができ

ると思われる。しかしながら、対象が化合物半導体のため、産総研のミニマルファブを使

用するとコンタミの可能性があるので、SFQ 集積回路専用のミニマルファブラインを構築

することが必要となる。 

世界トップレベルの研究に取り組む名大も連携しているため、ミニマルファブを世界に

アピールすることができると思われる。 

 

③ ニューロモルフィック半導体開発の提言 

これは、４．１．４  の事例 2 で述べた九工大のニューロモルフィック AI ハードウェ

ア研究センターが研究開発を行っている。これは図 6.12 に示すように、非ノイマン型の脳

型コンピュータである。 
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出典：NEDO TSC Foresight Vol.30 P4 

図 6.12 AI を支えるコンピュータの分類 

 

九工大は世界でも珍しく、日本で初めての試みとして、材料開発から脳型コンピュータ

の開発を行っている。研究センターは 2020 年 4 月に発足した。これから研究に必要な半

導体製造設備の導入を予定している。これには、メガファブの設備ではなく、POC などが

マスクレスで早く廻せるミニマルファブが導入できるような取り組みが期待される。 

 

 

６．２．３ 産総研九州センターのミニマル IoT デバイス実証ラボへの提言 

 

後工程は労働集約型産業なので、マーケット特性上から、ミニマルファブの幅広い活用

にはハードルが高いと思われる。しかしながら、後工程の FOWLP 等はファブの装置を必

要とする資本集約型である。ここではミニマルファブの活用可能性がある。特に、多品種

少量生産、セキュリティ、地産地消を求められる航空宇宙＆防衛産業用途には可能性があ

ると考える。IEEE HIR の航空宇宙＆防衛からは Heterogeneous パッケージの可能性が

期待されている。 

 ミニマルファブの事業化を進めていく上で、「デバイスの試作受注」がキーワードと

なる。そこで、産総研九州センターが中核的な役割を担ってきたミニマル IoT デバイス実

証ラボを効果的に活用し、企業や大学等の研究機関からの POC 受託や共同研究開発の拠

点機能を担うことができれば、ミニマルファブに関連した事業化の取り組みが繋がり、個々

の企業がそれぞれで取り組む以上の成果を期待することができると思われる。 

 しかしながら、当該実証ラボを活用するにあたって、次のような４つの課題を解消す

ることが強く望まれる。 
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① 信頼性評価の実施 

ミニマル IoTデバイス実証ラボが企業や大学等の研究機関から試作を受託するには、各

装置の安定化、各プロセスの信頼性評価（例えば、エレクトロンマイグレーション 等）が

非常に重要となることから、各装置メーカとの連携により、それぞれの装置における駆動

データの収集や安定稼働のための条件設定を早急に確立することが必要。 

 

② 環境整備（静電気対策など） 

 パッケージの試作では、企業や大学等の研究機関から貴重なチップの提供を受けること

となる。この際、例えばベアチップは、静電気により容易に破壊されるので、適切な静電

気対策（例えば、静電マットなど）を行うなど、試作受注のための適切な環境整備が求め

られる。 

 

③ 装置のバージョンアップ 

 現在、ミニマル IoT デバイス実証ラボに設置されているミニマルファブの装置は試作機

や初号機が多く、受託製造や企業との共同研究開発を行うことには大変厳しい模様。装置

メーカー等との共同を行う中で、それぞれ最新又は販売対象の装置を揃え、適切な試作環

境を整えることが必要。めっき装置を例に挙げれば、汎用性を持たせるために、TSV めっ

き装置と同じく、ウェハ表面から電極を取る構造にするといった工夫・改造等を行うこと

により、試作を受け入れる制約が減り、ビジネスに繋がる機会がより拡がることとなる。 

 

④ 他機関との連携 

 様々なデバイスの試作を受けることによって、実ビジネスに向けた装置の完成度が高ま

るとともに、多様な顧客の広がりが期待できる。 

 一方、試作の受け皿として広く認知され、数多くの機会を捉えるためには、これまで実

証ラボの取り組みに関わってきた関係者以外にも連携先を広げていくことが重要となる。

こうした中、新たな連携先として九大の My-IoT コンソーシアムが挙げられる。このコンソ

ーシアムは、ビッグデータを活用した新たなビジネス・産業活性化が期待される IoT 技術

に着目し、IoT のシステム提供者と利用者とのギャップを解消するための研究開発とエコ

システムを構築することによって IoTを活用した新たなビジネスを生み出していくことを

目的としたものであり、多様な IoT の実装モデルを創出するプラットフォームとしての役

割が期待され、デバイスへの新たなニーズなど、非常に有望な連携が期待できる。 

 今後、このような新たな連携先を含め、九州大学をはじめとする先導的な研究を行う大

学や三次元半導体研究センター等との連携を効果的に行うことが重要。 

 

このコンソーシアムは、出会いの場（ハード、ソフト、ニーズ、ウォンツ）としている。

これにより各研究者や各企業の人と人とのマッチングが行え、My-IoT プラットフォームに
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より研究開発と社会実装をアジャイル的に行う。My-IoTを進めるための基盤として、ミニ

マル装置購入の予算申請に繋げていくなどの工夫が必要である。今後、産総研九州センタ

ー、九大、三次元半導体研究センター、ミニマルファブのサポイン企業等で地域コンソー

シアムを設立して国の大型予算獲得へ取り組むことを提言する。 

 

 

６．２．４ アンケート結果のフォローアップ提言 

 

アンケート調査の結果、多くの企業等が、サポイン企業の技術に興味を示している。

今回のアンケート結果をミニマル関係者で共有・吟味しつつ、引き続き調査事業を通じて

販路開拓支援を行うことが求められる。なお、これらサポイン企業は、営業リソースにも

課題があることから、アンケートで得られた情報をベースにした下記の営業支援体制を提

言する。 

◼ ミニマル装置としての営業活動： 

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任せる。 

◼ ミニマルファブから派生した装置や技術の営業活動： 

これらは本業としての営業活動を各社で行う。 

◼ SIIQ との連携 

SIIQ 会員企業の中には半導体以外の産業分野へ事業展開を計画する例もあるた

め、今回のアンケート結果を参考にできる可能性がある。 

 

 

６．２．５ 今後の展望 

 

本調査事業の分析結果として、サポイン企業の事業化に向けたビジネスモデルの大前提

として、最も求められることは「ミニマルファブの商品化」である。商品化に向けて、さ

まざまなブラッシュアップが求められるが、これらは装置が活用され、稼働することで確

立されていくという背反する面も併せ持つ。そこで、各種の研究開発プロジェクトでの活

用や受託ビジネスなどでの活用を通じて、ブラッシュアップを進めつつ、手離れのよい商

品としていくことが求められる。 

本調査を通じて、商品化に向けた方向性やミニマルファブの特徴が活用できる新技術分

野研究のターゲット領域の方向性を示すことができた。今後の展望として、装置のブラッ

シュアップとビジネスモデルの確立を果たすために、下記に示すミニマルファブ導入に向

けた計画に何らかの形で関与して、九州のサポイン企業のビジネスチャンスに結びつける

必要があると考える。 
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① 宇宙ビジネス 

JAXA は図 4.8 に示すように、JAXA で開発した宇宙利用に向けた試作や品質・信頼性

評価手法を民間企業へ Take Over することを計画している。総合商社 B 社は、JAXA の

宇宙イノベーションパートナーシップ（J-SPARC：JAXA Space Innovation through 

Partnership and Co-creation 、100%助成）を活用して、JAXA とパートナーシップを結

び、共同で新たな発想の宇宙関連事業の創出を目指している。現在、B 社は、J-SPARC の

申請を検討中である。 

 

出典：JAXA 

(再掲) 図 4.8 ミニマルファブ・スペースユーザ会の計画 

 

 

② 九工大ニューロモルフィック AI ハードウェア研究センター 

この研究センターはミニマル装置を含む設備機器の購入申請を九工大と協議中である。

ミニマルファブのメリット＆デメリットを見極めるために、この研究センターの学生を産

総研九州センターの「ミニマルファブ体験講座」（無料）に参加させる予定である。この

内容は、1～1.5 時間の座学（ミニマルファブのコンセプト等の講義）と 3 時間程度の実習

（フォトリソグラフィで自分の名刺を焼き込む等）により構成されている。 
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参考資料１  

ミニマルファブの活用に関するアンケート調査票 
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参考資料２  

ミニマルファブ等の事業化に向けた市場ニーズ調査及販路開拓等支援事業検討会議 

 

委 員 名 簿 

 

 

 所 属 役 職 第1回 第2回 備 考

産業技術総合研究所
ナノエレクトロニクス研究部門

客員研究員 web 出席 座長

福岡大学 半導体実装研究所 客員教授 web web

産業技術総合研究所
九州センター

所長 欠席 web

産業技術総合研究所
九州センター

ミニマルIoTデバイス実証ラボ
副ラボ長 web web

九州半導体・エレクトロニクス
イノベーション協議会

統括コーディネーター 出席 欠席

九州半導体・エレクトロニクス
イノベーション協議会

技術部長 コーディネーター 出席 出席

福岡県産業・科学技術振興財団
ロボット・システム開発センター

センター長 出席 欠席 オブザーバー

福岡県産業・科学技術振興財団
三次元半導体研究センター

副センター長 出席 欠席 オブザーバー

福岡県産業・科学技術振興財団
三次元半導体部

部長 出席 欠席 オブザーバー

経済産業省 九州経済産業局
情報政策課

課長 出席 web

経済産業省 九州経済産業局
情報政策課

課長補佐 出席 web

経済産業省 九州経済産業局
情報政策課

情報産業第一係長 出席 出席

経済産業省 九州経済産業局
情報政策課

係員 出席 出席

九州経済調査協会 プロジェクトマネージャー 欠席 出席

九州経済調査協会 主任調査員 欠席 出席

九州経済調査協会
主任調査員 web 出席

九州経済調査協会
事業開発部

部長 出席 出席

九州経済調査協会
調査研究部

研究員 出席 出席

九州経済調査協会
調査研究部

研究員 出席 出席

平井 寿敏 

氏 名

井上 道弘

加藤 義尚

相川 弘樹

南 源来

大園 満

牧野 豊

神田 誠

神谷 昌秀

中尾 浩史

平川 伸子

村上 孝誠

佐藤 圭

三宅 賢治

川口 明宏

小貫 慶一

岡野 秀之

井手 祐太

野北 寛太

    事エレクトロニクス

プロセス   ーション 業部
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参考資料３  

ミニマルファブ等の事業化に向けた市場ニーズ調査及販路開拓等支援事業検討会議 

 

開 催 概 要 

 

 

第１回検討会議 

 

日時：2020 年 12 月 21 日（月）15:30～17:30 

場所：公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 

社会システム実証センター３階セミナー室（リモートミーティング併用） 

議題： 

・中間報告（成果報告）について 

（サポイン企業の事業化実態報告、ニーズ調査の中間報告、アンケート結果） 

・取りまとめの方向性について 

・今後の調査方針について 

 

 

第２回検討会議 

 

日時：2021 年３月４日（木）14:00～16:00 

場所：公益財団法人九州経済調査協会 

5 階 大会議室（リモートミーティング併用） 

議題： 

・最終報告（成果報告）について 

 （ニーズ調査結果、ハンズオン支援結果） 

・事業化ビジネスモデル（目指すべき方向性について 

・取りまとめの方針について 
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調査プロジェクトメンバー 

 

国立研究開発法人産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 

客員研究員 井上 道弘（外部専門家） 

公益財団法人九州経済調査協会 事業開発部長兼 BIZCOLI 館長 岡野 秀之（事業統括） 

公益財団法人九州経済調査協会 調査研究部研究員 南 源来 

公益財団法人九州経済調査協会 調査研究部研究員 相川 弘樹 

公益財団法人九州経済調査協会 嘱託研究員 三宅 賢治（プロジェクトマネージャー・主任調査員） 

公益財団法人九州経済調査協会 嘱託研究員 川口 明宏（主任調査員） 

公益財団法人九州経済調査協会 嘱託研究員 小貫 慶一（主任調査員） 

 

 

（禁無断転載） 

 

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 

「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事業」 

 

報 告 書 
 

令和３年３月 

 

発注元：経済産業省九州経済産業局 情報政策課 

〒812-8546  福岡市博多区博多駅東 2-11-1 

TEL：092-482-5440 

委託先：公益財団法人九州経済調査協会 

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 

TEL：092-721-4900 

 



 

 

 

 

 

 




