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R&D設備と量産設備が大きく異なる場合、試作品から量産品への移行時に貴重な時間が失われることやコス
トが増大することが発生する場合があります。多くの場合、自動化された生産ラインに対応するためには2度
目の開発ループが必要となり、製品設計や生産工程における自由度が損なわれることもあります。また、高額
でリスクの高い初期投資が必要になることも多く、スタッフは異なる設備ごとに集中的なトレーニングを受け
る必要も発生します。

このような場面でファインテックの技術的エコシステムが活躍します。私たちの「Prototype to Production(
プロトタイプから生産まで)」アプローチでは開発段階で将来の自動化を考慮し、その技術的な多様性を維持
しつつ開発プロセスから生産環境に容易に移行することができます。これを可能にしているのは、クロスシス
テムのマシン・アーキテクチャーや統一されたプロセス・モジュール・プラットフォーム、そして同一のソフトウェ
アとオペレーションです。このアプローチは、比較的少ない初期投資で、迅速かつ創造的で柔軟な製品開発を
可能にし、製品アイデアの効率的な実現をスムーズにサポートします。

How Finetech's "Prototype to Production" Approach Supports an Efficient 
Transition a from R&D Processes to Series Production

最適な戦略を探して
FINDING THE RIGHT STRATEGY

製品のコンセプトから市場に出るまでの厳しい道のりの
中で、通常、メーカーはできるだけ早くデモ機やプロトタ
イプを作り、生産に入る前に実現可能性を確認しようとし
ます。 これらの試作品は、最終的な製品を開発するため
だけでなく、潜在的な投資家を獲得するためにも使用さ
れます。

アッセンブリ工程の開発と、その後の生産環境への移行
については、各メーカーによって戦略が大きく異なりま
す。あるメーカーは、開発専用のシンプルなマニュアルタ
イプのアッセンブリ用器具を使用し、その後、生産のため
にプロセスを再構築します。一方で、生産設備やラインを
使って開発を行うメーカーもあります。メーカー、業界、製

品によって、その中間の組み合わせを取る場合も数多く
ありますが、これら全く異なる2つの戦略には、それぞれ
を採用した場合の妥協点とリスクが明確に存在します。

マニュアル方式のアッセンブリ器具
を用いた製品開発
PRODUCT DEVELOPMENT ON MANUAL 
ASSEMBLY WORKSTATIONS

マニュアルタイプ(手動方式)のアッセンブリ器具は、一般
的に操作が簡単で、新しい作業にもすぐに対応できます。
ベストなケースでは、プロセス評価後すぐに作業を最適
化できる場合もあります。しかし、マニュアル器具を用い
たシステムでは自動化は不可能であり、大量生産には自
動化が不可欠です。

研究開発プロセスから量産への効率的な移行をサポートする
ファインテックの「Prototype to Production」アプローチとは？
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製品開発の初期段階でコストのかかる自動化ソリューシ
ョンへの投資を決断するのに比べ、手動による組み立て
アプローチの方が、リスクが少ない場合があります。特に
スタートアップ企業や中小規模の企業においては。デモ
サンプルやプロトタイプは手作業で作られ、これがうまく
行った後に、マニュアル方式のダイボンダー装置にプロ
セスを移行しようとするかもしれません。しかし、これが問
題の始まりです。機械では、人間のオペレーターが手で行
うすべての作業手順を再現できない可能性があります。

Fig. 1: ピンセットと顕微鏡を用いたマニュアルアセンブリ器具

このような問題を解決もしくは回避できた場合でも、生産
能力を向上させるためには、再びプロセスが移管される
のが一般的な流れであり、この場合、今度は自動化され
た生産システムに移管されることになります。(自動化に
コストメリットがあるという前提において)

自動化へのステップは、しばしば非常に難しく、時間がか
かるものであり、自動化のためにもう一度の製品開発ル
ープを行うことが必要になることもあります。これは、手動
プロセスを目論見通りに自動化できないことがあるため
です。

Fig. 2: 製品開発の課題は初期段階では見えないものが多い

製品のアイデアを実現する際、「氷山の一角」という例え
が使われる事があります。つまり、製品開発の課題は初期
段階では見えないものが多いということです。

当社の実務経験からの一例を御紹介します。ある材料分
析機器メーカーでは、小型の検出器をTOソケットで生産
していました。このプロセスは、オペレーターに頼るとこ
ろが多い自社製の組立ステーションで開発され、その後、
体系的に最適化されてきました。特に、独自の固定具、ピ
ンセットによる位置合わせ方法、オペレーターが制御する
加熱フォイル、長時間のオーブン硬化サイクルなどが使
用されていました。長い立ち上げ期間を経て多くの製品
の製造に成功した後、生産量が増加し、同社はこのプロ
セスを自動化したいと考えました。しかし、残念ながら自
動化は非常に難しく、ある作業工程を自動化するために
は非常に高額の投資が必要となりました。そのため、自動
化に対する経済な合理性が成り立たなくなり、結果、工程
は手動のままで、生産量を増やすには多大な努力が必要
でした。つまり、新しい従業員を雇い、長い期間をかけて
熟練するのを待たねばなりませんでした。

自動生産ラインを用いた製品開発
PRODUCT DEVELOPMENT ON
AUTOMATIC PRODUCTION LINES

一方で、特定用途向けに明確に構築され。自動化および
トレースされた自動生産システムを使って製品開発を始
めるメーカーもあります。 

Fig. 3: 自動生産ラインではプログラミングに手間がかかり
柔軟性にも限界がある

大企業であれば、自動化された設備を使って開発作業を
行うだけのリソースがあります。しかし、生産システムで
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開発されたプロセスは、プログラミングの手間がかかり、
柔軟性も限られているため、新しい用途に適応させること
がはるかに難しいため、この戦略は最適とも限りません。
結果、開発のダイナミックさが損なわれてしまいます。さ
らに、自動生産システムが社内にない場合は、初期投資
が非常に高くなります。また、自動生産システムがあった
としても、通常は生産作業に完全に活用されています。で
は、どうやって追加の開発作業を行うのでしょうか？ 

御客様の一例をご紹介します。

ある著名なポジショニングシステムのメーカーは、長年に
わたって生産ラインで製品を開発してきました。しかし、こ
れらのコンセプトを実現することは常に困難でした。研究
開発部門による生産ラインの利用は、顧客の注文を遅ら
せないようにうまく社内調整しなければならないからで
す。結果、生産部門は生産工程の再調整が増えることに、
研究開発部門は装置的な制約による技術やプロセスの
不自由さに不満を抱くようになります。このような葛藤は、
結果的にイノベーションの低下や開発期間の長期化につ
ながりました。 

最終的にこのお客様は、開発作業をファインテックのフレ
キシブルなセミオートアッセンブリシステムに移行するこ
とを決定しました。これにより、プロセス設計の自由度が
格段に高まり、生産工程に支障をきたすこともなくなりま
した。

製品開発＝高コスト
PRODUCT DEVELOPMENT = HIGH COSTS

開発プロセスの二度手間や生産設備の圧迫を避けるた
めに、研究開発専用の自動組立システムを購入するとい
う選択肢もあります。しかし、これは高額な投資になる可
能性があり、また、製品コンセプトが開発段階から進展す
るかどうか、製品が市場で成功する可能性があるかどう
かが不透明なため、多くのメーカーにとっては選択肢とし
て選ばれません。

要するに、一般的な製品開発プロセスは、量産への移行
も含めて、リスクと不確実性を特徴とし、時間がかかり、収

益性はかなり低いということです。これが高コストにつな
がっています。では、どうすればコストを削減し、リスクを
最小限に抑えることができるのでしょうか？

Fig. 4: 一般的な製品開発プロセスでは、高い開発コストが必要 

R&Dから生産へのシームレスな移行
SEAMLESS TRANSITION FROM R&D 
TO PRODUCTION 
 

Fig. 5: R&Dから量産への1:1のプロセス移行

研究開発を行っているお客様が量産へプロセス移行する
際に、最適なサポートができるよう、私たちはアッセンブリ
システムを戦略的に開発してきました。 "Prototype to 
Production" は、R&Dから生産への移行プロセスを最
適にサポートする様々な技術革新を意味しています。

新世代のFINEPLACER®シリーズは、マニュアル・セミオ
ート・フルオートを含むアッセンブリシステムのポートフォ
リオを提供し、かつシリーズ全体で一貫したプロセスモジ
ュールとツールを備えています。
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Fig. 6: クロスシステムで統一された
ハードウェアとソフトウェアのプラットフォーム

同じモジュールやツールを使用することで、プロセス移行
コストを削減することができます。さらに、モジュール式の
プラットフォーム構造により、さまざまなボンディング技術
やプロセスを簡単に後付け、拡張、交換することができま
す。 このようにして、FINEPLACER®は、その耐用年数全
体を通じて、将来の要求やプロジェクトに最適に対応す
ることができるのです。

Fig. 7: IPM Command bonding ソフトウエア

すべてのシステムで共通に使用されているボンディン
グソフトウェアにより、研究開発段階で開発されたプロ
セスプロファイルとパラメータは、マニュアルもしくはセ
ミオートマチックの開発システム（例：FINEPLACER®

ラムダ2）から完全に自動化されたプラットフォーム（
例：FINEPLACER®フェムト2）にほぼ1対1で移行するこ
とができます。量産のためには、自動化されたハンドリン
グ工程を追加するだけです。アッセンブリ工程のための
二度手間はもう必要ありません。

ま た 、ユ ー ザ ー は 最 小 限 の ト レ ー ニ ン グ
で、FINEPLACER®シリーズのすべての装置を安全かつ

効率的に操作することができます。ソフトウェアはすべて
のシステムで同一ですが、唯一の違いは、量産システム
の機種は、マニュアル方式もしくはセミオート方式の機種
と比べて、プロセス自動化のための拡張機能を備えてい
ることです。

Fig. 8: 一貫性のあるマシン操作、最小限のトレーニング

実証済みの成功例
PRACTICALLY PROVEN SUCCESS

世界中の多くのお客様が、ファインテックのシステムで開
発した製品の量産化に成功しています。

例えば、イタリアの高出力ファイバーレーザーメーカーで
あるConvergent Photonics社では、自社開発の高出力
レーザーダイオードポンプの高精度アッセンブリプロセ
スの開発と、プロトタイプからフルオート量産への移行を
サポートしました。

Click here to learn more 

米国では、SPECTなどの放射線検出器を開発している
Kromek Group plcが、革新的な放射線検出器の試作と
製造にファインテックのダイボンダーシステムを採用して
成功を収めています。

Click here to learn more

https://www.finetech.de/knowledge/customer-stories/automatic-packaging-of-laser-modules/
https://www.finetech.de/knowledge/customer-stories/prototype-to-production-assembly-of-radiation-detectors/
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まとめ
CONCLUSION

革新的なテクノロジー製品の開発においては、市場投入
までの時間の短さが決定的な競争力となります。そのた
め、製品開発サイクルはますます速くなっていますが、一
方で、多くの製品がコンセプトの段階を超えられないまま
になってしまいます。これは、製品開発の初期段階では、
有望な製品イノベーションが簡単に失敗に終ってしまうよ
うなリスクや不可抗力がつきものだからです。 技術的・
経済的なリスクを最小限に抑え、プロトタイプからフルオ
ートマチックな連続生産への移行をコスト効率よくスムー
ズに行うための適切な製品開発戦略を選択することは、
高度なハイテク製品を扱うメーカーにとって最も重要な
決定事項の一つです。

ここでファインテックの「prototype-to-production」ア
プローチが重要なサポートとなります。これにより、メーカ
ーは、製品開発のリスクの高い初期段階において、比較
的低い投資コスト、高い技術的柔軟性、異なる組立工程
への迅速な切り替え能力といった、マニュアルタイプの
R&Dダイボンダーの利点を享受することができます。

同時に、その後の量産指向の規模拡大、特にプロセス
の自動化に関するすべての要件も、「prototype-to-
production」アプローチには最初から織り込まれていま
す。類似したプロセスモジュールやツール、同一のソフト
ウェアにより、R&Dプロセスを開発システムから生産シ
ステムへ、何の制約もなく移行することが可能です。 量産
適応のための二度目の開発ループは必要なく、ユーザー
が量産システムを操作できるようになるための追加トレ
ーニングもほとんど必要ないため、プロセス移行のコスト
は最小限に抑えられます。

これは、製品開発から連続生産への移行と同様に、柔軟
性、安全性、時間とコストの効率化も実現します。これによ
り、開発プロジェクトは最大限の早さと革新的な強固さを
もって実現されることになるのです。

ファインテックについて
ABOUT FINETECH

Fig. 9: ドイツ ・ ベルリンにあるファインテック本社

ファインテックは、サブミクロン単位のダイボンディングシ
ステムや、SMDアセンブリをリワークするためのホットガ
スリワーク装置を提供するリーディングカンパニーです。

ドイツ本社には最新の開発・生産センターがベルリンに
あり、ドレスデンにも研究開発拠点があります。 全世界で
は、3大陸の6つの拠点に約200人の従業員がおり、さら
に40カ国以上に販売代理店を持ち、現在、3,200台以上
の機械を納品しています。

Fig. 10: ファインテックのワールドワイドネットワーク

Fig. 11: ファインテックのシステムの設計と製造 
は完全に自社内で実施
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ファインテックのマシンは100％「Made in Germany」で
す。 垂直統合型企業である当社は、製品開発と製造の全
工程を自社で行っています。これには、装置のハードウェ
ア、エレクトロニクス、自社開発のマシンビジョンシステム
を含むソフトウェア、ツーリング、プロセスモジュールなど
が含まれます。このアプローチにより、開発と製造におけ
る高い柔軟性と効率性に加え、短時間でのレスポンスを
実現しています。私たちの大きな強みは、お客様のニーズ
を理解し、それを効果的かつ正確なソリューションへ変換
することです。

私たちは、研究・開発・教育用のラボラトリー装置、試作や
パイロットシリーズ生産用のセミオートマチック装置、連
続量産用のフルオートマチックシステムなど、幅広いソリ
ューションを開発しています。

Fig. 12: 研究開発、試作、生産用の
ファインテック製ダイボンダーのラインナップ

FINEPLACER®の「prototype-to-production」アプロ
ーチは、各機種におけるハードウェアとソフトウェアのプ
ラットフォームを調和させることで、比較的少ない初期投
資で柔軟な製品開発と量産を可能にします。

https://www.finetech.de/demo/

