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1.半導体産業

半導体産業は現在の社会で色々と話題を提供していま

す｡貿易摩擦,今後の成長産業等々です｡ここではまず,

半導体産業が今後どれだけ伸びてゆくか,さらに半導体が

21世紀の世の中をどう変えるのかVLついてお話ししますo

半導体は1970年紅1 K bit のメモ1)
-がアメ1)カで開

発され, 1985年に1 M bitとなり15年間で丁度1000倍に

なりました｡ 21世紀まであと15年,もう15年たったらまた

1000倍の1 Gbitになるだろうと考えています｡

第1匡IR:LS Iの進展の様子を示しますo この図は何年

か前に作ったもので,当時は図中に?マ-クをつけている

あたりが光の加工限界であると考えられていました｡さら

ケこその昔, 64 Kを開発している頃糾ま光の加=限界が2

FLm位と考えられていましたが,さらR:進んで,それが1

〃mとなり, 0･8/′mとなり最近では0･2/-位まで加工

できるようになってきました｡

このように半導体はもうこれが限界だと言われながら次

々と進んできているわけで,半導体の未来予測は誰がやっ

ても当らないと思いますo さらR:,半導体のデバイス技術

が上手FLなってきて,集積度を上げるのをこ,パターンほそ

んなに′J＼さくしなくても集積度を上げることも期待できる

ようになり,相乗的に未来はずっと発展することを予想で

きるようになってきましたo今年は4M bit が生産開始
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第1囲 LSIの進展

Fig. 1 Progress of LSI

となり, 16M bit の開発もほぼ終って開発の中心は64

M bitへと移っています｡

今の所LS I発展に限界はありませんo限界がなく非常

紅伸びてゆくということで半導体産業紅どんどん集まって

きています｡現に鉄鋼会社ほみな半導体のウエノ､-生産に

参入してきております｡こんなビックな会社がなぜ国内で

年1000′-2000億円位の/l＼さなマ-ケッT･に入り込もうと

するのか｡それは将来の発展の可能性を期待しているから

としか考えられません｡

I Cはパターンさえ′J＼さくできれば,いくらでも先R:近

めます｡このパターンを転写する方法はたくさんあり,慕

2囲に示します.現在主流KL_なっているのは水銀灯のgラ

インを用いマスクパターンを%′-1A:oに縮少して転写する方

法です.さら紅波長の短いiラインやエキシマレーザ-

光, Ⅹ線等ケこより微細なパターン形成方法も研究されてい

ます｡実ほこの図を書いた頃はgラインは1/皿が限界

と考えられていましたが,今は4M bitの0･8′αnも g

ラインでやっています｡たぶん0･5/Jmの16M bitもg

ラインということになると見られています｡ 1つの転写の

方法が使い古されたら次の方法に移って,そしてそれが使

い古されて次というように転写の方法に関しても,先の方

の技術がいっぱいあまって控えているという状態です｡超

LSI,超々LSIと現在超が次々について,超がいっば
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第2図 LS I徽斉田加コ二の状況

Fig. 2 The situation of precision processing for LSI
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いついているともう限界だと思われてしまうのですが,実

際はまだLSIの技術ほ始まったはかりということができ

ます｡

写真1はLS Iのバク-ン表面の写真です｡ O12FLmの

線幅で既に2-3年前のものです.さらに技術が進歩して

きている現在,面がまっすぐな細いパタ-ンが正確に転写

できるよう匠なってきていますo

古い話になりますが,こんなことがありました.酸化膜に

穴をあけて電庵の取り出し穴を作る工程で,表面R:鐘乳洞

のような変なパターンが全面にできてしまったことがあり

ました,水の汚染物によるのではないか,薬品が悪いので

は,空気ではと当時は大さわぎになりました.原因はいず

れでもなく,表面に十分洗い流されずに残っていたt/ジス

I.の/J＼さな点が,このようにエッチングされて残ったもの

とわかりました｡当時はドライエッチングの初期でエッチ

ングの切り口がジャ-プな垂直K=なることの初めての経験

でした｡従来の薬液エッチングの場合エッチング面は反応

が等方向に進むために斜めに入り小さなt/ジスllの点は削

りとられて,あとが残らなかったものが垂直方向の方向性

を有するドライエッチングでは全部出てきてしまったわけ

ですo このさわぎのおかげて水も,薬品も,空気も非常に

きれいなものR:なったという,思わぬ収穫のあった事件で

した｡

半導体産業でもうーつの大切なことは,公害を出さない

産業だということです｡半導体産業は鉄鋼や化学のように

大きな土地を使って,煙をたくさん出し,材料を大量に使

ってという型の産業でほなく,材料をそんなをこ多く使わな
くても製品が沢山できるという理由によります.しかし昨

今新聞をにぎわしているト1)クレンの問題がありますが,

日本の半導体産業で使っているト1)クレンの量は全体の5

%位です｡それなのになぜ半導体産業が目のかたきにされ

るのかと不息讃に思っていましたo 環境庁に聞いたとこ

ら,それほ今後この産業が大きくなることが予想されるか

ら,今から注意を喚起しているとのことでした｡それとも

うーつの要因は,ク1) -ニング屋さんや,町の機械屋さん

は,わずかしか使わず,全国に散らばっているから問題な

いが,半導体はそれらに比べると1カ所で大量に使用し集

中度が高いからということらしいです｡

半導体産業の大きくなる規模は今世紀末に100兆円を超

えるのではないかと思われます｡コスト低下などを考えて

どんな-こ少なく見積っても, 30兆円程度と現在の鉄鋼業

と同程度のものFLなることが予想されます. I-リク1/ンを

系外に出さない技術や廃水の回収技術もすでに確立してお

り,現在の5-6兆円の産業からこのようFL大規模な産

業となっても大丈夫と考えています｡

2. LSlとは

LSIの特徴を簡単なことはでまとめると次のようにな

ると考えています｡

1

2

3

限界が不明

五感の働きが全て可能

Happy な産業

まず, LS Iがどこまで発展するかということ7:･lすが,

P

諾
l-I

写真1 0.5/皿

Photo 1 0.2FLm LSI patterns (Trilevel resist)

今はその限界がいえないという状況と言えます｡さきほど

微細加工の限界が不確かという話しをしましたが, Tlラン

ジスタが微細になってゆくと物理的忙動かなくなるという

限界に関しても,昔は0･2 pmといわれていましたが,読

在では0･02 f皿位と理論予測そのものが動いてます｡こ

ういったことで限界を言うことができませんo とFL_かく,

かなり先まで微細化,高集積化が続き, LS Iほ発展し続

けることは確かです｡だから色々と,例えば超純水などの

分野でも何でもいいですから,とにかくこの半導体産業むこ

関係していれは損はないし,また,そうしていただけると

幸です｡

LSIに閲しもう一つよく考えねはならないことは, L

SIに何ができるかということです. LSIは人間の五感

の働きのすべての代わりが務まります｡このことは,いわ

ゆる空想科学小説でいっている人造人間が実現可能である

ということ,つまり,奴隷の提供が可能ということを意味

しますo従って, 21世紀R:は,人類は管玉様FL_なりますo

このことは社会に大変革をもたらします.

LS Iはまた非常R: Happyな産業です｡それはパイが

どんどん大きくなるからです｡鉄鋼や化学はそうではあり

ません｡以前,食品化学工業会が化学をとってしまって食

品工業会となりました｡また精密機械工業会が,機械がつ

いていると斜陽産業ということで精密工業会としてしまい

ました｡発展のない産業は給料を沢山はらうことはできな

いと思います｡ NTTの給料が良いことはありませんが｡

さらにHappyなことは半導体産業は人を大切㌣こすると

いうことです｡半尊体の作り方というのは結局は経験に基

づくところが多くありますQ従って職場の作業者が大切に

されます｡このことは企業が発展するための主要な素地と

言えます.反対に作業者すなわち人間を大事Rlしない企業

は絶対に伸びません｡その例がアメリカと言えます｡アメ

リカ人とプロセス自動化の話しをしていると,どうしても

合わない所があります｡それは彼らが,作業者がいるから

歩留りが低下するといいます｡それで計算機を使って自動

化して作業者を現場から追い出したいといいます｡こうし

たことではいつまでたっても歩留りは上りません｡日本の

半導体工場でそのようなことを考えている人はどこにもな

く,作業者がいるから歩留りが上ると皆考えています｡
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その理由は作業者が歩留りを上げるために,いろいろな

ことを工夫して,うまい方法をあみ出してきているからで

す｡これを長年つづけてきたので日本とアメリカの差がで

きました｡半導体工業ではきれいな水,きれいな空気が絶

対に必要といわれていますo しかしこれはうそですo神鋼

ファウドラーさんの技術をもってすれば,そのへんのどぶ

川からでも世界一の超純水を作ることができるでしょう｡

空気忙しても,川崎に多くの半導体工場がありますo ここ

ほ苦からあまり空気がきれいとは言えませんo空気に関し

てほ,フィルナレーション技術がありますo 空気がきれ

い,水がきれいというのは関係なく人が大事ということに

なります｡すなわち,きれいな水きれいな空気がある所と

いうのはいい人がいます.逆紅いい人というのはきれいな

空気ときれいな水がない所では育たないということです｡

以前九州のある半導体工場が新設された時行ったことがあ

りますが,空気も水もきれいで,また作業員の人がすばら

しいのにはおどろかされました｡村の自治組織がそのまま

スポーツと会社に入ったような感じで,職制ほ作らなくて

も勝手にできる｡皆が子供の時代から知っている仲間で,

信頼しあって非常にうまくいくといった具合ですo ところ

が東京でそういった職制を作ろうとしてもなかなかうまく

いきません｡

このようにLSIというのは人の面からみても非常R:

Happyな産業です.人が非常FL大事忙されているという

意味からです｡

3. LS]と21世紀

次にLSIが21世紀の世の中をどう変えるか,というこ

とを述べます. /]＼学生の子供さんに頼まれて1台, 2台と

持っておられると思いますが,今の計算機は非常にめんど

うで使いR:くいですねo これは人間に近くできていないか

らで,赤ん坊に近い状態といえますoそれで逆に人間の方

があくせくやらないと動きません｡赤ん坊に勝てる人は屠

ません｡これがLS Iの微細化･高度化が進み,どんどん

機能を増してゆくと人間の知能にだんだん近づいてきま

すo そうすると モァu とか≒ゥ〝 とか言うだけでお茶がで

てきたり,コーヒ-が出てきたりするようにななります.

計算機がめんどうだと思っておられる方はもう少し買うの

を待ったら良いと思います｡

21世紀-こは確実R:そういう技術がわれわれの身の廻りに

でき上ってきます.第3園に21世紀の姿を示します｡計算

機は人工知能化し胸の働きに近くなり,自分で学習もでき

るようになります｡また,五感の働きのすべてが代用でき

るわけですから,ロボットは人造人間になりますo これを

人間と同格にすると,神様が作った人間が怒り出すのでこ

の人造人間を奴隷と名付けます｡奴隷を持った人間は何か

というとそれは王様です｡従って皆様のご子息はみな王様

紅なるわけですから大事に育てなけれはならないわけで

す.これは確実ですo王様になるのは21世紀なのですが,

22世紀になると人間は神様のようになるのではと思いま

す.人間の寿命は今80年と言われていますo人間がどれぐ

らいまで生きてゆけるかと問うと明確な回答がもどってき

ません｡ 120才が人間細胞の情報伝達の限界という人がい

ますが,実際はわからないと思います｡判らないから研究

Compnter

Robot

Man

The terra

htelligence

Sl aye

KiI】g

The
solar system

第3図 21世発己

Fig. 3 21th.centtlry

するのだと思いますo判らないのVL判ったようなことをい

うのは迷信です. 22世紀紅なると少なくとも迷信というよ

うなものからは解き放たれもっと自由に,もっと創造性の

ある仕事をできるようになると思っています｡最近は老化

の研究が始まり,いろいろわからなかったことがわか-,て

きて,多分200才まで,さら紅300才そのうち1000年か

ら万年まで生きられるようになると思っています｡わから

ないから研究するのであって,寿命R:ついて研究する前か

らさも定まったような言い方をするのは間違いです｡

人間の活動も地球から太陽系紅移ってゆきますo これも

確実です｡東京や大阪が住みずらくなって,宇宙にゆくと

無限大R:ひろがっています｡少しア/レミ箔をひろげると,

太陽から我々が今地球上で手にするエネルギーから比べる

と,無尽蔵に近いエネルギーが簡単に手に入ります.ェネ

)t'ギ-コストが安くなると食べるのに困らない時代となり

ますo人=栽培のおばけT･マT･のようVL人間の作った環境

の中で人=飼育をすると,食べたい時に食べたいものがい

?でもでき,畑を耕したりすることなくほとんど人手なし

Kl農業ができるようになりますo特に地価の高い日本です

ると畑で作る野菜の値段より10倍高く,エネ/レギーコス†

が1/10になると今の畑を耕して自然の太陽の光を使って

するのと同じコスト乾することができますo地球からとび

出して太陽系の中で,パラボラ集光器を用いエネルギーを

安く手R:入れることができるようになると食べるの紅困ら

ない世の中がすぐにきます｡人間がそういう所に行って一

人で生活するということは,アフリカの奥地へ行って生活

するより大変なのですがこんどは奴隷がいります｡めんど

うなことは奴隷にさせて人間は寝ころがっていればよいわ

けです｡

こういう話を始めると私は職場を計算機に追われるんじ

やないかとだんだん落込む人がいるけれど,とんでもない

ことですo要するケこ神様の作ったのが人間で,人間の作っ

たのが機械であり,どういう住み分け紅なるかというとp,

ル-テンワークは機械が受け持ちクリエイティブなワ-ク

は人間が行います｡そうすると益々落込んでしまって,私

はもう21世紀には生きられないと心配する人がいるのです

が,皆様は実にク1)エイティブな仕事を不断からやってい

るのです｡それをクリエイティブな仕事だという認識に欠

けているだけです｡だからもっと人間の能力が引き出せ

て,もっと人間が快適な生活に早く近づいていいのです

が,クリエイティブなものとルーチンワークとが混在して

混沌として効率悪くやっているわけです｡この辺がLS I

の発展と共に整理されて考えられてゆくようになるので,

今後非常R=世の中明るくなると思っています.
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4.無学･有学･非学
=

仕事のやり方,進め方を考える時,以下の学の三形態と

いう区別をして考えることを私は提唱しています｡

<学の三形態>

(1)無 学

･(2)有 学

(3)非 学

無学というのは母親から出てきたままの状態,すなわち

学の無い状態です｡人間ほ親からおしえてもらったり,少

しだけお金を払うだけで大学まで行かせてもらったり,先

生から教えてもらってそれで有学の状態紅なりますo

この有学というのほいくらやっても世の中ほ良くならな

いのです｡なぜかというとこれは人からおそわっている,
･

要するにすでに学問の形態を成しているものを自分が知ら

ないからおそわっているだけだからです｡だから有学をい

くらやっても世の為,人の為にはなりませんし,金もうけ

にもつながりませんo

非学とは学にあらぎるもの,学Klなっていないものを学

K:することであり,これがク1)エイティブワ-クです.だ

から世の中にないものを作り出すク1)エイチイブな仕事-

非学-を認識をもって始めて,世の中匠ないものをどんど

んク1)エイティブしたら,一年もたたないうちに世の中非

常忙よくなっていく, 10年たてはものすごくよくなってい

く,ということK=なります｡

昔,よく大学の先生が基礎にもどって墓碑から研究をと

いわれました｡しかし基襟に戻ってという戻る所があると

いうのは非学ではないのです.非学とほ要するに世の中に

まだな忙もない状態なわけですから,戻るところがないわ

けです｡昔は大学もそれでよかったし会社自身もそれでよ

かったのです｡それはなぜかというと,アメリカ,ヨーロ

ッパが上にいて技術的に進んでおり,日本はそのあとを追

いかけていたわけです｡だからアメリカを勉強する,ヨー

ロッパを勉強する,でよかったわけで,このような非学を

始める必要ほなかったのです｡それで10年20年前は日本は

有学を一生;瞳命やっていたわけです.それで,研究所は金

喰い虫といわれました.有学-こは授業料が必要でしたo

この有学をやっているのか,非学をやっているのかとい

うこの区別,認識が非常紅大切ですo非学はこの無から有

を作り出すことをしようということです｡世の中にあるも

のをもっと良くする,皆が使いやすくする,これもやはり

無から有を作る中R:入れることができます.この間まで1

ドルが240円,それが1年もしないうち紅120円, 130円

となってしまい,それに対しアメ1)カの商務長官が1ド)I,

240円が120円-130円¢こなったの紅日本製品はアメリカ

で一向に高く売られていない,これはおかしいという発言

がありましたQ

しかし我々にいわせれは,アメ1)カの商務長官の考え方

がおかしいということになりますo 円とドルのレートが2

倍も変ったら製品の作り方を工夫してコストダウンをはか

り値康を上げないようにしないと売れなくな-'て倒産する

ということは日本の経営者は皆知っているのに彼は知らな

いのです. 240円の時には240円の作り方が, 120円K:な

Foundamental research
- Theme

Development
-

Term

第4図 研究とは無から有を造り出すこと

Fig･ 4 Foumdamental research is to create something from
nothing

ったら120円の作り方があり,その240円の時に120円の
作り方をだれもしないからそれはまだありません｡要する

に職場の作業員の方が全員一丸となって非学をし,12Q円

の作り方を創り出したのです.だから240円が120円紅な

っても商売はやっていけるということです｡こういうと経
営者の皆様はあまり賛同はされません｡いろいろな含みが

あって円高になって大変であるといった方がやり易いから

ではないかと思います｡日本の場合研究者とは名刺に書い

ている人だけが研究をしているのではなく,このように日

本人全員,職場で働いている人が全員が無から有を作り出

す非学をやっているからこのように240円が120円Kなっ

ても対応が可能なのです｡

5.研究と開発

一般紅研究(Foundamental research)とか,開発

(Develoment)とかいわれますが,ここで大切なことは研

究ほ何をするかというテーマが大事で,開発はいつまでに

するという期限が大事だということです(第4国)o なお

ここでお話しするのほ私の研究所のことで,他の研究所の

ことケよ一切含まれていません.私共の研究所は10年位前ま

では実用化研究所と礼々しく名前をつけてありましたが,

これは欧米が技術レベルが上で日本の技術レベ/レが下の時

に必要であったのです.実用化研究,これを今の言葉でい

えば後退研究ということ紅なりますo今でも実用化研究の

ことを研究と思っている人が多くこまっています｡このよ

うな実用化研究ではカモフラ-ジュするためR:新規性が大

切で,よそでは誰もやっていませんとよく言います｡真似

しているといわれるのが一番困るわけです｡たとえば,世

の中vLあるコップは全部丸いから,四角や三角を研究した

らどうか,こういうふうにしてしまうと何でももうテ-マ

になってしまうのです｡理由があって,丸いコップで飲む

と口が大きくなる,四角や三角のコップで飲むと口が′J＼さ

くなって皆が望んでいる｡従って四角や三角のコップをと

いうのならよいのですが,丸しかないから四角や三角をと

いうのではつき合っておれません｡

数年前にNT Tの寅藤社長に世界で始めて何々に成功し
ましたと新開発表`したらしかられたのです｡お前たちI ち

Mの研究所が発表する時に世界で始めてうんぬんという

か,そこから発表するのは世界で始めてに決まっているだ

ろうと｡実用化研究をしている頭でいくと,どうしてもそ

れをいわないとわさびのきいていない寿司のよう紅なって

しまうわけである｡

またこんなこともあります｡研究(開発)というのがあ

りますo研究ほ要する中こ何を研究するかというテーマが大

切で,ノ-ベル賞をもらえるようなテーマにうまくゆき当
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第1表 クリ-ンル-ムの歴史

Table 1 I‡istry of clean room

Level of devices 】Type of clean room lFe3qeTestedcleanliness

Class 1,000

(Man is the largest

垂吐

Class 100

Conventionaltype

Vertical 1aminar flow

type

16 KRAM

64 KRAM

1 h4RAM

i
4MM

Partially
vertical

lminar flow type

Class 10 or less

(Nothirlg hit Wafer be

kept from dtユSt)

Temperature25qC,42days

5.3

7.8

1.7

1.0

OA

0.1

∩
PVC PP PVDF PVDF PFA PEE王(

(Cleall
PVC)

(A) (C) (Linhg)

10

?ヽ
､､

tL)

【:

監 1.0
【可
qノ

Q)

U

I
亡‾1

0.1

0.05

Material

第5国 各種材料の封水TOC測定

Fig. 5 TOC release while irnprisoni喝teSt

ったら私ももらっていて,もっといい格好をしていたかも
知れません｡ところが,テーマを研究でなく開発のテーマ

にしてしまうと,さきほどの丸しかないコップを四角にす

る,三角R:するとかいっておれば充分で,寝ていてもテー

マができてしまうのです｡一方研究といっていると期限は

ない訳ですo期限むこついては開発でなく研究ということで

す.いいとこどり研究という専になります.

これを先はどの学の三形態で考えてみますと,有学であ

って非学ではありません.このことは研究者だけにあては
まるのではなく,一般の生産においてもあてはまります｡

自動車産業は,自動化が非常R:進んでいますo しかし結局

100%自動化ということはしないのです｡例えば溶接工程

などはロボッ†にすると100%自動化できるでのですが,

必ず作業者と組合せています｡それはなぜかというと,結

局ロボッT-紅100%任せると技術が延びないという考えか

らです｡現場での作業を外から見ていると)I,-テンワ-ク

をしているよう紅見えるのですが,人間は)i,-チンワ-ク

をやっているのではありません.同じことを同じようにや

っているようだけれども,その間色々と考えていて,ある
時ある考え方がバッとひらめくのです｡そのひらめきをも

と匠改善案が作られ,それが採用されて生きがいのある織

場になります0 日本の産業はこうして延びてきましたo研

第 2 表 ポT)エ-チ/I/エ-テルケトン

Table 2 Poly Ether Ether Ketone

O

十oニ〈∋-0-①一芸-①＋

Mechanical property IPEEK 】pvc IPVDF [(TPeflen)
Specific gravity g/c.c.

Tensile
strer)gthkg/cm2

El
asticity kg/cm 2

Temperattlre lirnit oC

1.30 】 1.43

930

4×104

･-･･240

500

1.78

500

lー‾

l竺竺し
50 1 120

2- 17

280

6 700

260

究者やごく一部の限られた人だけでなく,全員が非学をし

ているか,していないかによって今後延びていくかいかな

いかの差になると思います｡

次にこのようにして得られた成果がどう評価されるかと

いうことですが,私はやはりその成果にお客様がつくかつ

かないかということで決まるという気がします｡ノーベル

賞をもらう難しい学問的なテーマとしても,最終的にそれ

が世の中のため忙なるからノ-ベ)I,賞をもらえるわけで

す｡お客様ほ神様ですと言います｡英語ではこれを Cus-

tomer isalways right.と言いますo お客様はいつも正

しいということ,お客様が評価するということだと思いま

す｡

6.クリーン化技術

ここで半導体製造設備でのクリーン化技術の例を2, 3

ご紹介します.まずク1) -ン/I,-ムの例で第1表に示しま

すo 16K bit程度のLSIを使っていたころはコンベン

ショナル方式のクラス1000位のク1)-ンルームでした.

フイ)I,メ-が天上の一部に取りつけられていたので天上か

ら吹いてくる方式でしたが,空気はクリーンルーム内で渦

まいていました｡このころほ人間が最大の発塵源と日本で

も同じように唱えられていいました.しかしそれに対し現

場をよくみなさいということで改善が行われ,要するに人

間が発塵源であるのは当り前なのです｡そのことが良く認

識されると,これFL対しどう対処するかということ,それ

をうまくやっていけはもっと良い状況忙到達できる,それ

が研究であるといえます｡最近は人は発塵源だという言い

方はあまりしなくなりました｡ウエノ､-K:さえゴミをつけ

なければ良いといういい方に変ってきています｡

コンベンショナルク1)-ン/レームではク1)-ンエアが渦

をまいていますので,人間から出たゴミが,どの方向むこ行

くかわからないわけですo このため人からの発塵が問題に

なりました｡しかし,垂直層流方式のク1)-ン/i,-ムでは

ゴミは上から下へと行くことになり,ウエノ＼の/＼ンドリン

グをうまくエ天すると,ウエノ＼にゴミが着かなくなったわ

けです.こうして, K bitクラスからM bitクラスにど

んどん対応できる方法がj隔み出されて,今でほ局所垂直層

流方式という方式へと発展しク1)
-ン度R:余裕すらもでて

きました｡

ウエノ､ハンドリングでの問題としてはウエノ＼の大口径化
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二よる重さの問題があります｡今まで用いられているウエ

･､-の直径がだんだん大きくなって,現在6インチまで来

〔いますoその次は8インチさらにその次は10とか12イン

f-となりましょうかo現在は6インチで足ぶみしています

);,すぐR:大きくなると考えられます.例えば10インチ位

ニなったとすると,ウエハーを道銀する上で非常紅重たく

よることです.カセットとウエノ､-25枚あわせると5.5kg

こもなり持つのに結好骨が折れるようR=なりますo こうし

とことから注目されているの匠ポ1)エーテ/L'エーテ/レケト

/ (PEEK)第2表です.比重がテフロンの半分近く,磯

疫強度が非常KL_強くこれでカセットを作ると非常に軽くな

)ます.さらに加工精度が上ってロボッT･で扱うのが非常

こやりやすくなります｡この材料を超純水に使って評価さ

tるとク1)-ンな材料と認めていただけると考え,純水装

置メ-カ-さんに純水配管への使用をたきつけましたo第

5園忙超純水を封入し25 oC で42 日間おいた場合のT

OC溶出のデ-クを示します.このデ-クからもTOCの

溶出が非常に少なく良い材料であることがわかります.こ

ういったことでこの材料で作ったカセッTlが世の中で広く

使われるよう忙なることを願っています.このカセッT.が

普及しますと,プロセス自動化がもっと進み,その分作業

者の人は非学をする時間が増し,うまい作り方をどんどん

あみ出すことができるようになります.

む す ぴ

こうして何が問題であるかという問題をみつけて,物事

R:こだわらない目でみて,世の中が皆非学を行うようにな

るとどんどん良くなってくる,これからは非学によって発

展すると考えています｡
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