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1. は じ め に

当社のコーポレート研究開発部門である技術開発本部

における「マイクロ・テクノロジー」関連の開発テーマは，

以下の3つに分類できる。

1）YOKOGAWAグループの新製品への適用を目的とした

「シリコン半導体キーデバイスの開発」

2）グリーン生産方式を目指す「マイクロリアクタの開発」

3）個の医療・食の安全・緑や水の保全を目指す「遺伝子

計測システムの開発」

1）は，技術開発本部の先行開発機能としての開発テー

マであり，2），3）は，新たな市場，市場の拡大を目指した，

技術開発本部の研究・孵化機能としての中長期的な開発

テーマである。本稿では，これらについてのビジョン，取

り組みを紹介する。

2. シリコン半導体キーデバイスの微細化

計測・制御機器の基本的な性能を決定付けるキーデバ

イスには，該当する市販品がない，あるいは市販品があっ

ても要求を満たさないことが多く，自社開発が必要とな

る。これらの必要なキーデバイスを自社開発して継続的

に供給することは，計測・制御機器トップ企業としての責

務と考え，当社は長年に亘ってキーデバイスの自社開発

に注力してきた（1）（2）。

開発済みあるいは次世代製品向けに開発中のキーデバ

イスの例として，LSIテストシステム用のタイミング発生

器，ディジタルオシロスコープ用A/D変換器（2），超高圧

力測定（100 Mpa）が可能な振動式差圧センサ（2），高耐圧

SSR（Solid State Relay）等がある。これらのキーデバイス

では，高速化と高集積化が宿命であるが，同時に低消費電

力化や省スペース化も求められる。半導体は，微細化によ

り高速化と低消費電力化に向かうため，最先端プロセス

を活用することが必須である。我々は，常に最先端のプロ

セスや実装技術を使ってキーデバイスを実用化している。

ここでは，LSIテストシステム用タイミング発生LSI，

実装技術，ビルドアップ基板への取り組みについて紹介

する。耐圧を従来の2倍としたレコーダのスキャナ用の

SSRについては，横河技報本特集号の“MEMSプロセス
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を用いた半導体リレー用3000V級MOSFETスイッチ”で

報告する。

2.1 LSIテストシステム用タイミング発生LSIの進化

LSIテストシステムはクリーンルームで使われることも

多く，エネルギー負担の面から占有スペース，排熱量は出

来る限り少なくすることが望まれる。一方，検査対象の

LSI の最大ピン数は増加しており，またピン数の少ない

LSIでもスループットを上げるため，同時に検査する数が

多くなっている。この10年間で，ピン数は256ピンから

2048ピンへと拡大し，これに伴い，使用するタイミング

発生器も2048個に増加した。

占有面積や消費電力を低減するため，図1のようにプロ

セスを1 µmから90 nmと1桁以上微細化し，集積度を16
倍としてきた。LSI テストシステム用タイミング発生器

（以降，TGと略称 TG： Timing Generator）1個当たりの

消費電力は1/2-1/4以下に低減した。当社のTGは微小な

時間を発生するTV（Timing Vernier）にアナログ方式を採

用しており，低消費電力化には有利である。反面，微細化

に伴う低電圧化に対応するためには，高度な回路設計技

術が必要である。プロセスの微細化に伴って，低電圧化を

進め，電源電圧1.8 Vでも，図2のように低ジッタと高リ

ニアリティが得られている。

集積度の向上に伴い，TGの接続数は208から1296と6

倍になり，波形を発生するテストパターンのバンド幅は，

540 Mbpsから70 Gbpsと2桁以上増大した。接続数増大

には，後述の実装技術で対応し，バンド幅の増大には，2.5

GbpsのSerDes（Serializer Deserializer）インターフェース

で対応している。

psrms: pico second root mean square 
HQFP: Heat spreader Quad Flat Package 
HBGA: Hybrid fineline Ball Grid Array 
FCBG: FlipChip Ball Grid
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図1　LSIテストシステム用キーデバイスの進化
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図 2　タイミング発生器のリニアリティ

2.2 LSI実装技術

シリコンチップの実装には従来はワイアボンドが多く

使われてきたが，信号帯域が広がるにつれ，ワイアのイン

ダクタンスによる信号劣化が大きくなることから，フ

リップチップ接合が利用されるようになってきた。しか

しフリップチップ実装は大量生産が基本で，当社のよう

な多品種少量生産で，かつ性能を作り込むような用途に

は柔軟な対応ができない。また長期安定供給も保証され

ていないため，自社独自の開発を行っている。

我々が取り組んでいるのは，任意の位置にバンプを形

成することが可能なエリアバンプに対応し，鉛フリーで

電極面積を小さくできる金スズ接合である。

エリアバンプは図3のように任意の点で接続でき，接続

ピン数の増大に対し有利である。また配線の自由度が大

きく，電源配線を減らすことができ，チップ面積の削減効

果が大きい。チップ面積を小さく，信号配線を短くできる

ため，消費電力を低減できた。

8 x 6 mm  6 mm□ 

（a） 周辺WB（Wire Bonding）接続 
（190 Pad） 

（b） エリアFC（FlipChip）接続 
（461 Pad） 

Pad 

図 3　接続法によるパッドエリアの違い

金スズ接合は，ポリイミドを基材とした，フレキシブル

基板への接合に用いられてきたが，エポキシを基材とし

たビルドアップ基板への接合技術が確立されていなかっ

た。これはアンダーフィル剤（チップと基板間の充填接着

剤）が硬化する温度では，基材がガラス転移点（Tg： Glass

transition Temperature）を越えて軟化するため，金とス

ズが合金化するのに十分な荷重が掛けられないためであ

る。我々は，合金化のフェーズとアンダーフィル硬化の
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フェーズを分け，それぞれに最適な温度，荷重を設定し，

図4のような80 µmピッチの接合でも必要十分な接合強
度と信頼性を得ることができた。

80 µm ピッチ金スズ接合部 
シリコンチップ 

ビルドアップ基板 

図4　開発した金スズフリップチップ接合部の断面

2.3 ビルドアップ基板の開発

配線密度を上げ，配線容量を減らすためには，基板配線

もより微細化が望まれる。このためビルドアップ基板の

開発も進めている。図5に試作した3層ビルドアップ基板

の断面を示す。

ビルドアップ層 

コア層 

φ60 µmビア 
φ150 µm 
スルー 
ホール 

図 5　開発したビルドアップ基板の断面面

2.4 シリコン半導体キーデバイスの今後の展開

低消費電力，省スペースを目指した，最先端プロセス，

実装技術への取り組みの一端を紹介した。今後も，環境調

和を考慮したデバイスの開発に注力する。

3. マイクロリアクタ開発への取り組み

持続的成長社会の実現は人類に課せられた大きな課題

である。医薬やファインケミカル分野で使われる製造装

置の現状は，非効率な多段のバッチ生産方式が主体で，効

率的なグリーン生産方式へ転換するための抜本的な技術

革新が強く望まれている。マイクロリアクタの技術は，非

効率な多品種少量バッチ生産方式を，効率的なオンサイ

ト生産やバッチレス連続生産方式へと変換する革新的な

技術で，当社が差別化技術として蓄積してきたMEMS

（Micro Electronics and Mechanical System）技術と，石

油精製や石油化学分野を中心に効率的な生産を支えるた

めに提供してきた計測制御技術が活用できる領域である（2）。

マイクロリアクタの実用化は，研究支援用マイクロリ

アクタの導入から実生産用マイクロリアクタの導入へと

進み，実生産用マイクロリアクタの普及が本格化するの

は2015年と予測されている（3）。研究開発用支援装置とし

ての汎用マイクロリアクタを，ドイツメーカが中心と

なって市場へ投入しており，一部の装置は生産装置への

展開も視野に入れている。大学や先端的な化学メーカは

これら装置を導入し，目的とする反応がマイクロリアク

タによって改善されるかを試しているが，苦戦している

のが現状である。その理由は，マイクロリアクタを実プラ

ントで使える装置に進化させるには，化学合成の知識と

デバイス開発の知識が必要で，必要とされる専門分野を

超えた連携が進んでいないのが原因と考える。

当社では，現段階では，汎用性のリアクタ開発も必要で

あるが，先端ユーザが要求するいくつかのキーとなるア

プリケーションに対して尖った差別化技術を仕込んだ装

置をユーザと共同で開発するアプローチが有効と考え，

①化学関連研究支援装置として触媒試験装置の開発，②

化学品のオンサイト／オンデマンド生産用装置の開発，

③医薬中間体の製造を目的とした生産装置の開発，およ

び④マイクロリアクタのための計測制御技術の開発，を

産学連携で進めている。

3.1 マイクロリアクタ化触媒試験装置の開発

触媒は，化学的には反応を効率よく進行させるための

脇役であるが，工業的には触媒性能が経済性を大きく左

右する。従来の触媒開発は，ノウハウを持った研究者が触

媒の調整と評価を繰り返しながら解を求める経験的手法

が主体で，迅速化が難しい開発領域であった。この領域に

おいても，多数の化合物群を一度に合成することが可能

なコンビナトリアル手法の導入が始まっているが，多量

の触媒を短時間に評価する全自動の評価装置がないのが

ボトルネックのひとつである（4）。当社は，触媒試験にマイ

クロリアクタ技術を導入し，少ない触媒量（従来比1/10）

と少ないガス量（従来比1/10）で，多チャンネル同時評価

が可能な全自動触媒スクリーニング装置を開発している。

図6に，不均一系反応に対応した，触媒評価試験用4チャ

ンネル型マイクロリアクタを示す。

図6　触媒評価試験用4チャンネル型マイクロリアクタ
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図7に開発中の触媒試験システムを示す。東京工業大

学・秋鹿研究室殿から触媒試験のノウハウを導入し，制御

系の自動化機能，リアクタ部のマイクロリアクタ化，多

チャンネルシステムへと進化させてきた。

メタン改質用5wt%Co/TiO2触媒を使って3種類の改質

反応（CO2改質反応，部分酸化反応，水蒸気改質反応）実験

を実施し有効性を確認した。また，組成の違う3種類の触

媒を多チャンネル型マイクロリアクタに充填し，同一条

件での同時スクリーニング動作試験を実施し効果を確認

した。

新しいプロセスであるGTL（Gas To Liquid Process）用

触媒，燃料電池用触媒，光触媒，ディーゼル自動車の排ガ

ス処理用触媒などの分野での適用を期待している。

図7　触媒試験装置

3.2 化学品のオンサイト／オンデマンド生産

三井化学マテリアルサイエンス研究所殿と共同でマイ

クロリアクタを用いたオンサイト半導体ガス発生装置の

開発を進めている。

半導体ガスは，化学メーカが大型プラントで製造し，

ユーザ工場までの運送とサービスはデリバリー会社が担

当する。ガスタンクヤードから各装置まで，ガスを供給す

るための高圧ガス配管と広い範囲の安全対策が必要とな

る。ガス種によっては爆発性のガスや分解しやすいガス

があり，使う場所で使う量だけ効率的に生産する「ユビキ

タス生産方式」が実現できれば，安全性だけでなくトータ

ルコストの削減が可能となる。その実現手段がマイクロ

リアクタであり，半導体ガス発生用マイクロ電解リアク

タの開発を行っている。キーとなる技術は電解中に発生

するガスを速やかに電極表面から取り除く，気液分離技

術である。現状は基礎実験を終了し，装置開発のフェーズ

に入っている。

化成品の製造方法は汎用品を生産するための大量生産

方式と多品種少量生産用バッチ生産方式の二極化が進ん

でいるが，多品種少量生産の理想の一つがユビキタス生

産方式といえる。

3.3 高機能化学品・医薬品製造用マイクロリアクタの開発

a）電気化学用マイクロリアクタの開発

（独）新エネルギー産業技術開発機構（NEDO： New

Energy and Industrial Technology Development

Organization）の「革新的マイクロ反応場利用部材技術開

発」プロジェクトの研究拠点である京都大学集中研究所

に研究員を派遣し，実用的マイクロ電解合成用リアクタ

の開発を実施している。5年間のプロジェクトで，終了予

定は平成22年度末である。

トップレベルの研究を実施している大学や先端化学

メーカとの共同開発を通じて実生産が可能なマイクロプ

ラントを開発している。現在は，平成20年度の中間評価

に向けて，要素技術の開発を進めている段階である。電解

反応は，①選択率が高い，②酸化剤・還元剤を使わず廃棄

物が少ない，③反応の選択性の制御が容易（電圧制御）な

どの特長を持つが，①運転コスト（電気代）が高い，②電解

反応の実績が少ない，という課題がある。コストはマイク

ロ電解装置による高効率化の実現で，実績に関しては

NEDOプロジェクトでの実証システムの開発で解決する

見込みである。モデル反応として，トルエン誘導体の酸

化，アミン誘導体の酸化反応を選択し，電流効率の高いマ

イクロリアクタを開発中である。

b）気液反応用マイクロリアクタの開発

大阪府立大柳研究室殿と共同で医薬中間体合成用マイ

クロリアクタを開発している。柳研究室が保有する「一酸

化炭素を使ったカルボニル化反応のノウハウ」にマイク

ロリアクタの技術を融合させ，気液バッチ反応を連続反

応系に変換させるリアクタを開発し，基本動作を確認し

た。バッチ反応を連続系に変換することで，小さなリアク

タでの生産が可能になる。マイクロリアクタは「単位体積

あたりの表面積が大きい」という特徴を持つ。気液反応に

応用すれば気体と液体の接触面積を大きくでき，効率的

な反応が実現できると期待し改良を進めている。

3.4 マイクロリアクタ用計測制御システム

マイクロリアクタを実用化するためには，微小空間内

の流体を扱う計測制御技術の開発が必要である。温度・圧

力・流量計測と分析技術が基本となるが，流量計測が難し

く，当社では早くから「マイクロリアクタ用微小流量計」

の開発を進めている。

測定原理として，ヒータの両側に設置した温度センサ

で流量に対応して発生する温度分布の歪を計測する熱式

（thermotransfer method）と，ヒータで発生させた熱パル

スを下流の温度センサで計測する熱式TOF（Time of

Flight）法を組み合わせ，同一のハードウエア構成で広い

測定範囲を実現するユニークな原理を採用している。図8

に熱式微小流量センサチップの外観を示す。詳細につい

ては，横河技報本特集号の“マイクロリアクタシステム用
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微小流量センサ”で報告する。

図8　熱式微小流量センサチップの外観

3.5 マイクロリアクタ開発の今後の展開

持続的成長社会を支える製薬・ファインケミカル分野

の新しい生産方式を提供するために，産学連携を通じて

マイクロリアクタの要素技術を開発している状況を報告

した。手探りで始めた研究開発もある程度の成果が出始

めている。今後は主要ユーザの要求を取りいれ，早期に実

生産システムへ適用していきたい。

4. 遺伝子計測システム開発への取り組み

50年前にDNA（Deoxyribo Nucleic Acid）の2重螺旋構

造が発見され，ヒトゲノム解読計画が2003年に終結宣言

が出されるに至った。同計画により得られた膨大なゲノ

ム情報は多くの科学・産業技術の領域に多大な影響を及

ぼし，特に医療・医薬の世界には革命的変革をもたらすと

いわれている。この過程で，「個の医療」と呼ばれる新し

い医療も生み出されてきた。

4.1 遺伝子解析による新しい医療

「個の医療」とは，個人の遺伝子型（DNA）や遺伝子の

RNA（Ribo Nucleic Acid）等の発現状況を調べることによ

り，個人の体質に合った薬剤選択や治療選択を行い，効能

があるとともに，しかも副作用の少ない，個人の体質に合

う医療を実現する試みである。適切な診断，適切な治療，

適切な投薬を行うことにより，患者のQOL（Quality of

Life）を高め，かつ医療経済的にも適切な治療・投薬によ

り費用対効果を高めようというものである。

例えば抗ガン剤は数10種類あり，費用は月に100万円

を超えるといわれる。また，図9に示すように，抗ガン剤

の効き方は人によって100倍の差があると言われている。

効かない抗ガン剤を投与されて副作用で苦しむだけなら，

患者の苦痛の点からも費用の点でも投与を避けた方がよ

い。しかし現在は，どれが効くかわからないので，ある抗

ガン剤を試し，効かない場合や副作用が出た場合は別の

抗ガン剤を試す，という試行錯誤を繰り返す必要がある。

遺伝子解析を行うことで，この個人の体質・病状と治療と

の関係を事前に知ることができ，適切な薬を適切な量だ

け投与できるようになると期待されている。

図9　抗ガン剤の効き方の個人差

個の医療は，抗ガン剤に限らず，他にも多くの応用があ

る。図10に示すように，これらの遺伝子解析による市場

規模は2015～2020年に国内で1500～1800億円規模と予

測されている（5）。

現在 

疾患その他 体質検査 
罹患リスク検査 

体質検査，罹患リスク検査，健康状態・発症前診断 
数百～500億円 

感染症検査 
100億円 

感染症検査 
120億円 

各種疾患検査 
その他 

投薬前診断 
1,000億円～ 

１０～１５年後 

30億円 5億 

図 10　国内遺伝子診断市場予測（5）

4.2 DNAチップによる遺伝子解析

図11に，DNAチップ（マイクロアレイ）による遺伝子解

析の手順を示す。DNAチップの基板上には，多数種類の

既知のDNAを貼り付けてある。患者の検体サンプルか

ら，別途DNAを抽出し，蛍光ラベルを付加しておく。こ

のサンプル液をDNAチップに添加すると，検体遺伝子

（サンプル液中のDNA）は対応する核酸配列のDNAと結

合し，2本鎖を形成する。この2本鎖核酸の形成は，ハイ

ブリダイゼーション（Hybridization）と呼ばれる。このハ

イブリダイゼーションにより，基板上の特定の場所が蛍

光で光ることになる。これをレーザで読みとることに

よってサンプル内の遺伝子を確定できる。

遺伝子A 
遺伝子B 

遺伝子C 

レーザで読取り 

検体遺伝子 

既知 
遺伝子C 

検体遺伝子添加 

前処理後の 
検体遺伝子 

検体遺伝子結合 DNAチップ 

図 11　DNAチップによる遺伝子解析

4.3 遺伝子計測システムの開発

以上で述べたように，「個の医療」 を実現するためには，
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遺伝子解析がひとつの答えとなる。しかし現在は，DNA

チップの前処理は，複雑で高度な操作や，専用の装置を使

用するスキルを必要とする作業である。これを臨床など

の現場で使用するためには，ウイルスなどに対して安全

で，しかも確実なシーケンスで行えるようにする必要が

ある。この遺伝子解析を実際の臨床現場や検査・研究の現

場で実現するために，横河電機では「遺伝子計測システ

ム」を開発している。

遺伝子計測システムは，集積型カートリッジとバイオ

チップ読取装置から構成される。患者からの血液や検体

といったサンプルを専用の集積型カートリッジで処理し，

その結果をバイオチップ読取装置で読取り，解析を行う。

その解析結果を医師等へフィードバックすることで，診

療や治療に役立てていただく。

集積型カートリッジでは，患者からの血液や検体と

いったサンプルを処理対象とする。この集積型カート

リッジは，カートリッジ内部の流体処理・反応技術を用い

て，導入されたサンプルから，図12に示すように，細胞

の破砕，DNAの抽出と洗浄，遺伝子の増幅，増幅産物の

精製，そしてDNAチップでの検出，という一連の処理を

行う。なお，DNAの増幅では，PCR（Polymerase Chain

Reaction）法を採用している。PCR法は，極めて微量な

DNAの溶液の中から，望んだ特定のDNA断片だけを選

択的に増幅させることができる。

開発した集積型カートリッジは，あらかじめ試薬が封

入され，廃液を出さずに，前処理から検出までを全自動で

行う。このため「集積型」と呼んでいる。このように遺伝

子計測システムでは，MEMSに代表される微細加工技術

と光計測技術が融合して活用されている。

横河電機では，この集積型カートリッジによる，生きた

菌からのDNAの抽出，洗浄，増幅，精製，そしてDNA

チップによる検出までの全自動・連続動作に，世界で始め

て成功した。

+---+
-

核酸抽出 
と洗浄 

増幅（PCR法） 
と精製 

検出 
（DNAチップ） 

細胞 破砕 

破砕・抽出・洗浄 
増幅・精製 

サンプル 

検出 

図 12　集積型カートリッジによる遺伝子解析

4.4 遺伝子計測システムの今後の展開

遺伝子計測技術を応用した新しい世代の医療が始まろ

うとしている。さらに，変化し続ける生活・環境・産業な

どの課題に対して，食の安全，緑や水の保全など，健康な

生活や環境衛生分野への期待も生まれてきている。ここ

では，医療分野での応用の例を説明したが，この読取装置

と集積型カートリッジは，これらの分野へも応用が可能

である。

現在，遺伝子解析に限らず，バイオテクノロジーの分野

では，多くの革新的な技術開発が進んでいる。同時に，持

続的成長を可能とする社会の実現という観点での，環境

重視，グローバル化，小子高齢化を含め，多くの課題があ

る。横河電機は，医療，生命科学，環境衛生の分野でも，

このような課題に対してお役に立てるよう，鋭意研究開

発を進めたい。

なお，遺伝子計測システムの詳細及びその活用につい

ては，横河技報 本特集号の“安全で確実な測定が可能な

「遺伝子計測システム」”で報告する。

5. お わ り に

本稿では，当社のマイクロ・テクノロジーへのビジョン

と取り組みを概観した。本稿で述べた開発テーマを早期

に完成させ，技術開発本部の研究開発ビジョン“持続的成

長を可能とする低炭素社会実現に貢献する技術の拡大”，

“個を重視した生産，サービスへの社会構造変革を支援す

る技術の創出”を実現すべく，今後も継続した研究開発を

行う。
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