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   戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工

業の発展を支えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。ま

た、その後の公害問題、石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械

工業における技術開発の果たした役割は多大なものでありました。しかし、

近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展はめざましく、一方、

わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢い

を失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社

会対策等、今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。こ

れらの課題の解決に向けて従来にもましてますます技術開発に係わる期待は

高まっており、機械業界あげて取り組む必要に迫られております。わが国機

械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから

始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも

多大な実績をあげるまでになってきております。 

これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくに

はこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必

要が高まっております。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発

にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発によ

り、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事

業のテーマの一つとして財団法人マイクロマシンセンターに「新機能性材料

の NEMS への展開」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であ

り、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

平成１６年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会  長    相 川 賢 太 郎 
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先端加工技術が集約された MEMS/NEMS（Micro(Nano) Electro Mechanical 

Systems）は、インクジェットプリンターヘッドや自動車の加速度センサ等に

実用化され、不況といわれるわが国の現状でも毎年大きな伸びを示す今日の

代表的成長産業領域となっている。機械産業全体としても、ＩＴ革新による

ネットワーク社会の成熟や、健康で安全な社会への要望から、軽量コンパク

トで環境やエネルギー資源へも配慮した賢い機械として MEME/NEMS に期待が

もたれている。 

この成長分野の更なる展望を考えたとき、応用として医療やバイオ、環境

分野等への多方面への広がりが望まれていると共に、次世代基盤技術として

も、これまで研究が進んだ Si 以外の新機能性材料やナノテクノロジーとの融

合による新たな付加価値の創出という観点での期待がもたれている。 

MEMS/NEMS の最近の研究開発動向としても、ナノスケールからのボトムア

ップ技術や材料自体の特異性が注目されており、様々な新機能性材料の多分

野への展開が検討され始めている。また MEMS/NEMS はナノテクノロジーを産

業・民生に展開するための手段系の基盤技術としても注目されている。 

このような状況において我が国が世界をリードして行くためには、単に従

来の機械の小型化・軽量化を進めるだけでなく、独自性のある微細加工や素

材そのものの特性を核とした高付加価値デバイス・システムの実用化に対し

て、機械工業の発展的将来像を想定した予見を持つことが重要である。 

本調査研究事業は、社団法人日本機械工業連合会より「新機能性材料のNEMS

への展開」に関する調査研究の委託を受けて、財団法人マイクロマシンセン

ターが実施したもので、特に我が国として強みの出せる MEMS/NEMS 関連の新

機能性材料や先端の加工・製造技術の現状、および応用の可能性を明らかに

すべく調査研究活動を行ったものである。関係各方面において広く利用いた

だければ幸いである。 
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１ 調査研究の背景と目的 

MEMS/NEMS を幅広い産業領域に展開するため、シリコン以外の材料やナノスケー

ル構造に由来する新機能を新たな加工法とともに発現させることに期待が持たれている。

わが国機械工業の競争力強化につながる、新機能性材料による微小デバイス製造の研究

開発の動向や、今後の可能性を明らかにすることを目的とする。 
 
２ 調査研究の体制 
 材料・加工・応用の多角的観点から調査研究を実施するため、学識経験者及び専門家

等から成る「新機能性材料の NEMS への展開に関する調査研究委員会」を中心とする

以下のような組織を作り、調査研究を実施した。 
 

 
 

          （調査委託） 
 
 

 
 
 

事務局、研究員 

調査研究部 

社団法人 日本機械工業連合会 

財団法人 マイクロマシンセンター 

 

 

新機能性材料の NEMS への展開 
に関する調査研究委員会 
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３ 実施結果 
３．１ 次世代 MEMS/NEMS に期待される新機能性材料の調査研究 

    新材料の発見や改良は、科学の発展に根幹的な変革をもたらすことが多い。

MEMS/NEMS 研究をさらに発展させるためには、新機能性材料を従来技術の中に

積極的に取り入れていくことが重要である。本項目は第 2 章として構成され、

MEMS/NEMS に対する材料の作用の仕方の違いを考慮しながら、新機能性材料、

半導体材料、ナノテクノロジーに関連する材料を広く抽出し、調査研究を行った。 
   調査研究の対象は次のとおりである。 
   

分 類 材  料 

カーボンナノチューブ 
フラーレン 
ナノメタル 
ナノセラミックス 
ナノガラス 
ナノ粒子（ナノクラスター） 

無機ナノ材料 

ナノポア材料 
導電性ポリマー 

機能性ポリマー 
生体高分子 

有機材料 

自己組織化膜 
強誘電体 
Low-k 材料 
圧電材料 
超磁歪材料 
スピントロニクス材料 
形状記憶合金 

機能性材料 

超塑性材料 
シリコン系材料（Si,SiC,SiGe） 

半導体材料 
非シリコン系材料(GaAs、GaN、InP 等) 

 
     これらの調査研究の結果、新しい材料による新しい機能を活かし MEMS/NEMS

の研究を関係異分野の研究者間で連携して進めることで、新たな付加価値をもつ革

新的な技術を創出できる可能性を見出せた。 
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 ３．２ 次世代 MEMS/NEMS に期待される新機能性材料の加工に関する調査研究 
次世代 MEMS/NEMS のための新機能性材料の加工には、従来の半導体加工・製

造技術をさらに発展させた技術や、MEMS/NEMS 特有の技術、ボトムアップ型の

新たなアセンブリ技術などの応用が期待されている。本項目は第３章として構成さ

れ、単なる加工技術としてではなく、将来 MEMS/NEMS へ応用するための視点を

盛り込んだ調査研究を行った。調査研究の対象は次のとおりである。 
 

加工・製造技術名 調査研究対象 
フォト 
リソグラフィ技

術 

・EUV リソグラフィ 
・EB リソグラフィ 
・X 線フォトリソグラフィ 

プローブナノ 
リソグラフィ技

術 

・プローブ陽極酸化加工 
・ディップペンナノリソグラフィ 

リソグラフィ 
技術 

ナノインプリン

ティング技術 
・ナノインプリント 
・ソフトリソグラフフィ 
・LISA ( Lithographically induced self-assembly ) 

エッチング技術 ・ビーム加工 
・プラズマ加工技術 

堆積技術 ・気相成膜法 
・液相法 
・特殊堆積技術 

研磨・切削加工技

術 
・EEM(Elastic Emission Machining)法 
・超純水電気化学的加工法 
・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ CVM(Chemical Vaporization Machining)法 
・原子間力顕微鏡(AFM)機構を利用した極微小切

削加工法 

研磨・切削・メ

ッキ・乾燥・接

合・パッケージ

ング技術 

メッキ・乾燥・接

合加工技術 
・無電解メッキ法 
・超臨界乾燥法 
・表面活性化接合(Surface Activated Bonding:SAB)法 
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・ＤＮＡ・セルフアセンブル分子を利用した加工 
・ＤＮＡ・蛋白チップアレイの作製技術 

バイオ・化学を

応用した加工技

術 ・バイオミメティック構造の作製 
ナノ細線・ナノ

チューブの加工

技術 

・ナノチューブ・ナノ細線の作製方法 
・機能性を発現するための加工方法 
・ナノデバイス・ナノ電気機械に応用するための加工 

 
    これらの調査研究の結果、今後 MEMS/NEMS がナノスケールでの機能を十分に

発揮するために必要な、先端の微細加工や製造技術の動向と可能性を明らかにでき

た。また、自己組織化などのボトムアップ型の製造技術も今後複雑で精緻な構造体

の安価で大量な製造を促進する手段の一つとして有望であることを見出せた。 
 
３．３ 新機能性材料を必要とする MEMS/NEMS の応用に関する調査研究 
   新機能性材料の特性を活かした MEMS/NEMS デバイスの一部は、既に実用化段

階を迎えている。そこで、応用に関する調査研究を第４章として構成し、現在すで

に実用化段階を迎えている MEMS および研究開発段階にある MEMS/NEMS の両

側面から調査研究を行った。調査研究の対象は次のとおりである。 
（１） 実用化段階にある MEMS の調査対象 

光 MEMS / RF-MEMS / 圧力センサ / 加速度センサ / ジャイロ/ 
流体センサ 

（２） 研究開発段階にある MEMS/NEMS の調査対象 
フォトニック結晶 / カーボンナノチューブ応用デバイス / ナノ粒子応用 / 
生体材料利用デバイス / ナノ共振器の高周波デバイス / 
スキャニングプローブのデータストレージ応用 / センサーネットワーク / 
バイオ MEMS / マイクロリアクタ 

     
    これらの調査研究の結果、MEMS/NEMS の材料技術と応用分野をロードマップ

とともに示すことができ、ナノ材料を含む機能性材料の開発と MEMS との融合の

必要性を明らかにできた。 
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 ３．４ 新機能性材料の NEMS への展開を促進するための提言 
 本項目は本論内容を踏まえて、新機能性材料とその加工・応用を取り巻く技術の

将来展望と有るべき姿について検討され、第５章として構成した。 
 

（提案） 
（１）新機能性材料分野では、異分野の研究者が従来の分野の枠を超えて議論をす

るよい機会が生まれつつある。この機会を積極的に促進し、革新的な研究開

発が行われる機運を高めるべきである。  
（２）NEMSは、ボトムアップアプローチとトップダウンアプローチの双方向から

の融合領域として捉えるべきである。新機能性材料の多くは、セルフアセン

ブリなどの原理を用いて構造を制御されている。これらの新機能性材料をそ

れぞれ最適な加工方法でコンポーネントレベルに加工し、これをトップダウ

ンアプローチで製作したMEMS技術にアセンブルすることでNEMSを実現す

るアプローチを積極的に推し進めるべきである。 
（３）新機能材料の有する非常に大きな可能性を漠然と探索するのではなく、材料

－デバイス－システムの階層構造を社会ニーズからシステム→デバイス→材

料という順番に辿ることにより材料レベルでの目標仕様とその実現時期を明

記したロードマップを作成・公表し、これに基づいた研究開発を行う体制を

早期に立ち上げるべきである。 
 

    NEMS は 21 世紀の国家的な基盤技術の一つとして重要であり、上記提言内容の

実現には、国家プロジェクトとしての取り組みが強く求められる。 
 
 
４．予想される効果 
   本調査研究は、シリコン系以外の新機能性材料がその加工・製造技術とともに

どのように発展していくべきかを検討することになるので、MEMS/NEMS が幅

広い産業領域に展開されていくうえで関心を持つ全ての研究者・事業者・機関に

おいて有益な指針となる。特にマイクロ・ナノスケール構造や材料の特徴に由来

する新機能が、わが国独自の強みを持つ加工・製造技術の研究開発の進展によっ

て大きく発現し、新たな市場や産業の萌芽が活性化されるものと予測される。 



 
 
 
 
 
 
 

本編 



はじめに 
 

1980 年代後半に現れた Micro Electro Mechanical Systems （MEMS）は、広範な科学

技術の体系化された知識をベースに、数十平方ミリメートル以下の領域に様々な物理化学

現象が複雑に相互作用するシステムを構築することで、従来よりも機能を飛躍的に高めた

システムを実現できることから、大きな期待が寄せられている。そこでは半導体微細加工

技術を用いたスケールダウンによるマイクロ化と集積化が重要な役割を果たしている。ナ

ノスケールの超微細加工技術が可能になった現在、スケールダウンをさらに推し進めるこ

とで、メゾスコピック領域において始めて発現する量子効果を積極的に利用した MEMS
が提案されつつある。事実、IEEE が主催する MEMS 国際会議は今年で１７回目を迎え

たが、ここ数年、論文募集分野に Nano Electro Mechanical Systems（NEMS）が登場し、

発表論文数が着実に増えている。 
 一方、ナノテクノロジー・材料分野は平成 13 年 3 月に閣議決定された第 2 期科学技術

基本計画において積極的、戦略的に投資されるべき重点分野として位置づけられた。ここ

ではナノメートルのオーダーで原子・分子を操作・制御することにより、ナノレベルで物

質構造を制御して全く新しい機能を発現させた新機能性材料の実現が期待されている。こ

の新機能性材料は情報通信、エネルギー、バイオテクノロジー、医療などの分野で利用さ

れるだろう。 
これら 2 つの流れから必然的に予想されるのは、MEMS とナノテクノロジーの融合、

すなわちナノテクノロジーにより創製された新機能性材料を利用した NEMS の出現、お

よび MEMS をツールとして利用したナノテクノロジーによる新機能性材料創出である。

しかしチャレンジすべき技術課題は多いのに対し、研究に必要なリソース（マンパワーと

予算）は有限である。日本がこの分野で国際的なリーダシップを発揮するためには、有限

な研究リソースを活かすために可能な限り効率的な研究展開を計らねばならない。そのた

めには、研究の初期フェーズから情報通信、エネルギー、バイオテクノロジー、医療など

の産業分野で応用可能な新規システム・製品の実現を目指して、新機能性材料創製技術、

微細加工技術、デバイス・システム化技術の 3 つの視点から、NEMS 技術とナノテクノロ

ジーとの融合によるそれらの高度化の可能性を見極める必要がある。このような観点から

この報告書はまとめられた。 
 
平成１６年３月 

新機能性材料の NEMS への展開に関する調査研究委員会 委員長 田畑 修 
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第１章 調査研究の概要 

1.1 調査研究の目的 
微細加工技術の進展により、ナノスケールの超微細加工が可能になった現在、マイク

ロマシン技術はナノテクノロジーを応用した新機能デバイスの開拓のための手段という

位置づけにおいても重要性が認識され、従来の MEMS(Micro Electro Mechanical 
Systems)に対して NEMS (Nano Electro Mechanical Systems) という呼称が使われ始

めている。 
 現状の主要なMEMS製造手段はシリコン系材料を用いる半導体プロセス技術を応用し

たものであるが、MEMS/NEMSを情報通信分野、バイオ・医療分野等、幅広い産業領域

へ適用するためには非シリコン系の、ポリマー、圧電材料、磁性体材料、ナノ材料等を

含む機能性材料や異種材料の組み合わせに期待が持たれている。本調査研究ではこれら

材料と加工・製造方法とを併せて検討し、新たな微小デバイス製造の現状と可能性を明

らかにすることを目的とした。 
 

1.2   調査研究の体制 
 材料・加工・応用の多角的観点から調査研究を実施するため、学識経験者及び専門家

等から成る「新機能性材料の NEMS への展開に関する調査研究委員会」を中心とする

以下のような組織を作り、調査研究を実施した。 
 

 
 

           
 
 

（調査委託） 
 
 

事務局、研究員 

調査研究部 

社団法人 日本機械工業連合会 

 

財団法人 マクロマシンセンター 

 

 

新機能性材料の NEMS への展開

に関する調査研究委員会 
材料ワーキンググループ 

材料ワーキンググループ 

材料ワーキンググループ 
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新機能性材料の NEMS への展開を調査研究するに際し、材料技術、加工技術およ

び応用分野の３つを大きな調査項目とし、MEMS/NEMS 技術との関わりを視点とし

て据えました。さらに、調査研究の効率と質を考慮し、３つの調査項目はそれぞれで

ワーキンググループを構成し、密度の濃い情報交換とグループ間連携をとりながら同

時並行的に検討を進めた。 
   
  [グループ構成] 

・材料ワーキンググループ 
・加工ワーキンググループ 
・応用ワーキンググループ 

 
1.3  調査研究の内容 
 学識経験者及び専門家から成る｢新機能性材料のNEMS への展開に関する調査研究委

員会｣を財団法人マイクロマシンセンター内に設置して、以下の項目について調査研究を

実施した。 
 
（１） 次世代 MEMS/NEMS に期待させる新機能性材料の調査研究 

各種新機能性材料を期待した MEMS/NEMS の研究が本格化しつつある。こ 
こでは、各種新機能性材料と、その特性を有効発現しようとする研究開発の現

状や事例を概観し、あわせて将来展開が期待される産業領域（アプリケーショ

ン）について調査検討を行った。 
 

（２） 次世代 MEMS/NEMS に期待される新機能性材料の加工に関する調査研究 
新機能性材料は、MEMS/NEMS を幅広い産業分野に適用するために期待が 

持たれているが、その機能性を有効に発現させるためには、その特性に見合っ

た新たな加工・製造技術も求められてくる。そこで、今後発展が期待される新

たな技術の研究開発の現状と可能性につき調査研究を行った。 
 

（３） 新機能性材料を必要とする MEMS/NEMS 応用に関する調査研究 
将来の応用展開を検討するため、実用化段階にある MEMS と、研究段階に

ある MEMS/NEMS を応用面からの課題を踏まえながら調査研究を行った。 
 

（４） 新機能性材料の NEMS への展開を促進するための提言 
上記（１）から（３）を踏まえて、今後新機能性材料の NEMS への展開を

促進するための提言を行い、将来展望について概観した。 
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1.4  実施結果 
1.4.1  次世代 MEMS/NEMS に期待される新機能性材料 
 （概要） 

    新材料の発見や改良は、科学の発展に根幹的な変革をもたらすことが多い。

MEMS/NEMS 研究をさらに発展させるためには、新機能性材料を従来技術の中に

積極的に取り入れていくことが重要である。本項目は第 2 章として構成され、

MEMS/NEMS に対する材料の作用の仕方の違いを考慮しながら、新機能性材料、

半導体材料、ナノテクノロジーに関連する材料を広く抽出し、調査研究を行った。 
    これらの調査研究の結果、新しい材料による新しい機能を活かし MEMS/NEMS

の研究を関係異分の研究者間で連携して進めることで、新たな付加価値をもつ革新

的な技術を創出できる可能性を見出せた。 
 
  （まとめ） 

   現在まで MEMS 技術は高度に発達したシリコン微細加工技術が主役であった。

しかし 21 世紀のナノテクノロジー時代においては、もう一度根本的な製造原理を

見直し、新しい材料による新しい機能を活かした NEMS/MEMS の研究を再構築す

べきであると考える。もちろん今までの蓄積である半導体微細加工技術を放棄する

わけではなく、その技術は大いに転用すべきであるが、新しい材料との融合を積極

的に行うべきである。そのために、NEMS/MEMS の研究者と化学、薬学系研究者

が密接に連携した研究組織を整えることがまずは必要であろう。あるいはまずそれ

らの研究者がざっくばらんにそれぞれの技術を紹介して、お互いの最先端の成果に

対して理解し合うような場を設けることから早急に始めるべきであると考える。ナ

ノテクノロジーという旗のもと、異分野の研究者が会合するよい機会が生まれた。

是非この機会を逃すことなく、産業革命に匹敵するような革新的な技術開発が行わ

れることを期待する。 
調査検討を行った材料と、その機能およびアプリケーションの観点からまとめた

表を示す。 
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分
類 材料 機能 アプリケーション 

カーボンナノチ

ューブ 
高強度、水素吸蔵、触媒（触媒金属保

持） 
電子源、FED、ナノプロー

ブ、単電子トランジスタ、

燃料電池 
フラーレン 金属内包、電荷制御、光触媒 単分子素子、DNA 鎖特定

部位切断 
ナノメタル 高強度、高剛性(Al,Mg) 

水素吸蔵(Mg) 
高強度、高たわみ性（Ti,Zr） 
軟磁性、硬質磁性(Fe,Co) 
高耐食性(Ni,Cu) 
水素透過性、高活性電極(Pd) 

生体・医療材料、バネ材料、

制振材料、衝撃吸収材料、

モーター、水素透過膜 

ナノセラミック

ス 
高強度、高靭性、塑性変形性 積層コンデンサ 

ナノガラス 方向性光伝播、感光性、負の熱膨張率、

熱相変化、高加工性、多孔性、生体適

合性 

フォトニック結晶 
レーザーガラス、フォトク

ロミックガラス、相変化メ

モリ、電気絶縁、分離膜、

人口骨 
ナノ粒子（ナノク

ラスター） 
高活性、高選択性触媒、特異的光・磁

気特性、付着・凝集性、圧縮性、分散

性 

単電子デバイス、触媒、磁

性材料、発光素子 

無
機
ナ
ノ
材
料 

ナノポア材料 触媒、吸着、イオン交換性、光感応性、

他材料吸収 
光スイッチ、蛍光流体、レ

ーザー、低誘電率相間絶縁

膜、分子ふるい、強磁性材

（カリウムによる） 
導電性ポリマー 導電性、超伝導、非線形性、光・熱・

電気応答性 
有機トランジスタ、分子集

積回路 
機能性ポリマー 親水性、疎水性、疎油性、耐熱性、液

晶性、磁性、形状記憶、感光性、圧電

性、焦電性、酵素機能、触媒 

液晶、ドラッグデリバリ、

各種センサー、感光性樹

脂、光部品材料、構造樹脂、

膜分離 

有
機
材
料 

生体高分子 自己組織化、導電性、光応答性、選択

性 
分子素子、生体整合性 
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 自己組織化膜 光有機相転移、自己組織化、自己修復、

自己増殖、超格子、単分子膜 
 

フレキシブルディスプレ

イ、光メモリ、センサー、

1 次元、二次元、3 次元超

格子、撥水膜 
強誘電体 強誘電率、圧電性、屈折率変化 メモリ、フォトニック結

晶、マイクロアクチュエー

タ、低回転高トルクモー

タ，インクジェット方式プ

リンタのインク噴きだし

素子，レーダ，超音波マイ

クロホン，パルス発信器 
Low-k 材料 低誘電率 相間絶縁膜 
圧電材料 圧電性、焦電性 マイクロアクチュエータ、

弾性表面波デバイス、振動

子、超音波センサー、赤外

線センサー、加速度・圧力

センサー 
磁歪材料 磁歪、超磁歪 マイクロアクチュエータ、

振動子、ジャイロ、圧力セ

ンサー 
スピントロニク

ス材料 
電子スピン スピントランジスタ、

MRAM 
形状記憶合金 形状記憶効果 マイクロアクチュエータ、

各種構造材 

機
能
性
材
料 

超塑性材料 超塑性 マイクロ金型 
シリコン系材料 
（Si,SiC,SiGe） 

構造材、高硬度、光反応性、ピエゾ効

果 
マイクロマシン構造材、光

センサー、各種センサー 
半
導
体
材
料 

非シリコン系材

料(GaAs、GaN、

InP 等) 

構造材、発光・受光、高移動度 トランジスタ、MOEMS、
レーザー、超高周波素子 

 
上記表でアプリケーションはあくまで現在考えられるものについてあげているも

ので、決してこれに制限されるものではない。願わくは今までに考えられているもの

の枠を超えて、新しいアプリケーションが提案されることが望まれる。 
材料開発は産業の根本的なシーズであり、MEMS/NEMS の研究者は、開発された
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材料の有する多様な機能を最大限に活かし、世の中のニーズに応えるような研究開発

を行っていくべきである。 
 
1.4.2  次世代 MEMS/NEMS に期待される新機能性材料の加工 

    （概要） 
次世代 MEMS/NEMS のための新機能性材料の加工には、従来の半導体加工・製

造技術をさらに発展させた技術や、MEMS/NEMS 特有の技術、ボトムアップ型の

新たなアセンブリ技術などの応用が期待されている。本項目は第 3 章として構成さ

れ、単なる加工技術としてではなく、将来 MEMS/NEMS へ応用するための視点を

盛り込んだ調査研究を行った。調査研究の対象は次のとおりである。 
 

加工・製造技術名 調査研究対象 
フォト 
リソグラフィ技

術 

・EUV リソグラフィ 
・EB リソグラフィ 
・X 線フォトリソグラフィ 

プローブナノ 
リソグラフィ技

術 

・プローブ陽極酸化加工 
・ディップペンナノリソグラフィ 

リソグラフィ 
技術 

ナノインプリン

ティング技術 
・ナノインプリント 
・ソフトリソグラフフィ 
・LISA ( Lithographically induced self-assembly ) 

エッチング技術 ・ビーム加工 
・プラズマ加工技術 

堆積技術 ・気相成膜法 
・液相法 
・特殊堆積技術 

研磨・切削加工技

術 
・EEM(Elastic Emission Machining)法 
・超純水電気化学的加工法 
・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ CVM(Chemical Vaporization Machining)法 
・原子間力顕微鏡(AFM)機構を利用した極微小切削加

工法 

研磨・切削・メ

ッキ・乾燥・接

合加工技術 

メッキ・乾燥・接

合加工技術 
・無電解メッキ法 
・超臨界乾燥法 
・表面活性化接合(Surface Activated Bonding:SAB)
法 
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・ＤＮＡ・セルフアセンブル分子を利用した加工 
・ＤＮＡ・蛋白チップアレイの作製技術 

バイオ・化学を

応用した加工技

術 ・バイオミメティック構造の作製 
ナノ細線・ナノ

チューブの加工

技術 

・ナノチューブ・ナノ細線の作製方法 
・機能性を発現するための加工方法 
・ナノデバイス・ナノ電気機械に応用するための加工 

     
  （まとめ） 

これらの調査研究の結果、今後 MEMS/NEMS がナノスケールでの機能を十分に

発揮するために必要な、先端の微細加工・製造技術の動向と可能性を明らかにでき

た。また、自己組織化などのボトムアップ型の製造技術が、今後複雑で精緻な構造

体の製造を、廉価かつスピーディーに行う産業化を促進する手段の一つとして有望

であることを見出せた。 
 
 

1.4.3  新機能性材料を必要とする MEMS/NEMS の応用 
 （概要） 

       ナノ材料を含む新機能材料をMEMSやNEMSの応用製品からの要求側面から検

討し、第 4 章として構成した。2 章や 3 章と違って応用面からの課題を踏まえなが

ら、現在すでに実用化段階にある MEMS における材料技術と、研究開発段階にあ

る MEMS/NEMS における材料技術に分類して報告した。現在すでに実用化段階に

ある MEMS は光 MEMS、RF-MEMS、圧力センサ、加速度センサ、ジャイロ、流

量センサとした。また研究開発段階にある MEMS/NEMS としては、フォトニック

結晶と NEMS の融合、CNT 使用デバイス、ナノ粒子応用、生体材料利用デバイス、

ナノ共振器の高周波デバイス応用、スキャニングプローブのデータストレージ応用、

センサーネットワーク、バイオ MEMS/NEMS マイクロ流路応用デバイスとした。

それぞれの項目毎に、①概要、②最新の研究開発状況、③応用分野の状況、④新規

材料への課題と期待、⑤参考文献を記載することで、ナノ材料を含む新機能材料に

関する課題や期待を記述した。 
     
    これらの調査研究の結果、MEMS/NEMS の材料技術と応用分野をロードマップ

とともに示すことができ、ナノ材料を含む機能性材料の開発と MEMS/NEMS との

融合の必要性を明らかにできた。 
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 （まとめ） 
    ここではナノ材料を含む新機能材料をMEMSやNEMS応用製品による要求側面

から、応用面からの課題を踏まえながら、現在すでに実用化段階にある MEMS に

おける材料技術と、研究開発段階にある MEMS/NEMS における材料技術に分類し

て報告した。MEMS は既に 20 年以上の研究開発の歴史があるが、利用する材料は

単結晶シリコン、ポリシリコン、窒化シリコン、シリコン酸化膜、各種配線材料等

のシリコンプロセスとして使い慣れた材料であった。より機能を高めるために、１）

全く異なる機能材料基板を利用する場合、２）機能性膜を積層する場合と、３）生

体材料と親和性を取るための表面処理等が考えられる。しかしシリコン系半導体製

造のシリコンプロセスで使い慣れた材料以外の機能材料をプロセス親和性、統合性

をとって使いこなすことは実際には容易ではなく、新材料の搭載は研究開発の域を

脱せない MEMS が多かった。最後に新機能材料に関する将来展望を鳥瞰するため

に、システムからの要求、それに利用される MEMS や NEMS、更にそのデバイス

を実現する機能材料、あるいは将来必要とされる機能材料をロードマップ形式で示

した。この結果、現在開発中の MEMS や将来システムに必要となる MEMS/NEMS
では、ナノ材料を含む機能材料の開発と MEMS との融合が必須であることが判明

した。今後はこの分野において、産官学が一体となった取り組みが必要となるであ

ろう。以下にロードマップを示す。 
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1.4.4  新機能性材料の NEMS への展開を促進するための提言 
 本項目は本論内容を踏まえて、新機能性材料とその加工・応用を取り巻く技術の将来展

望と有るべき姿について検討され、第 5 章として構成した。 
（提言） 

材料、デバイス、システムは階層構造を構成しており、加工・アセンブル技術はこれら

を繋ぐ役割を担っている。 MEMS はシステム化の技術であり、高度に発達したシリコン

微細加工技術を駆使した加工およびアセンブル技術によって、既存の材料をベースに、マ

ルチディシプリナリー要素技術を複合・集積化することによって新しい機能を有するシス

テムを創出してきた。MEMS 技術のこれまでの進展は、特にシリコンの微細加工技術の進

展によるところが大きい。 
一方、ナノテクノロジーは究極的には元素をアセンブルすることで新機能材料を創製す

ることを目指している。材料をナノオーダで構造制御することによって始めて発現する量

子効果などに起因する新物性・新機能は多い。 
MEMS 技術はこのナノテクノロジーの進展と相まって、更なる微小化が積極的に進め

られ、NEMS へと発展・進化していくと予想される。しかし、実社会とのインターフェー

スを考えると、必ずしもシステム全体の小型化がメリットを生み出すわけではなく、シス

テムサイズとしてはナノよりもマイクロの方が役に立つ局面は多い。最も期待されるのは、

MEMS をプラットホームとして、ここにナノテクノロジーによって創製された新物性・新

機能を有する新機能性材料を積極的に融合することによって実現される NEMS である。  
新機能性材料を NEMS に応用展開するためには、材料の研究開発と同時並行的に新機

能性材料にふさわしい加工技術を研究開発することが必要である。しかし、種々の手法で

創製される様々な新機能性材料の加工方法を、トップダウンアプローチの代表格であるシ

リコン微細加工技術のみで実現し、従来の MEMS 加工技術の中で統合しようと試みる事

は得策ではない。 
世界をリードできる体制で新機能性材料を応用した NEMS の研究展開を行うために、

以下の 3 つを提案したい。 
（１）新機能性材料分野では、生体・バイオ材料から無機・有機・金属材料、デバイス、

システム、その他異分野の研究者が従来の分野の枠を超えて議論をするよい機会が

生まれつつある。この機会を積極的に促進することによって、産業革命に匹敵する

ような革新的な研究開発が行われる機運を高めるべきである。  
（２）NEMSは、原子・分子を積み上げるボトムアップアプローチとトップダウンアプロ

ーチの双方向からの融合領域として捉えるべきである。新機能性材料の多くは、セ

ルフアセンブリなどの原理を用いて原子・分子レベルで構造を制御されている。こ

れらの新機能性材料をそれぞれ最適な加工方法でコンポーネントレベルに加工し、

これをトップダウンアプローチで製作したMEMS技術にアセンブルすることで

NEMSを実現するアプローチを積極的に推し進めるべきである。 
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（３）新機能性材料の有する非常に大きな可能性を漠然と探索するのではなく、材料－デ

バイス－システムの階層構造を社会ニーズからシステム→デバイス→材料という順

番に辿ることにより材料レベルでの目標仕様とその実現時期を明記したロードマッ

プを作成・公表し、これに基づいた研究開発を行う体制を早期に立ち上げるべきで

ある。 
 
 NEMS は 21 世紀の国家的な基盤技術の一つとして重要であり、上記提言内容の実現に

は、国家プロジェクトとしての取り組みが強く求められる。 
 

 



第２章 次世代 MEMS/NEMS に期待される新機能性材料の調査研究 
 
2.1 まえがき 
 科学技術の根幹は材料の発見、改良に基づいている。そしてそれぞれの材料の特徴を最

大限に生かすべくその加工法、すなわちプロセス研究がセットになって行われてきたとい

う歴史がある。MEMS/NEMS 研究は、材料研究からスタートするのではなく、まず材料

ありきという立場からスタートして、そのプロセス方法の開発とデバイス化へのデザイン

研究、そして全体プロセスの完成へと進んでいくことが多いであろう。場合によっては研

究途中において、所望の特性を得るために MEMS/NEMS 研究者自身が材料の改良研究を

行うこともある。いずれにしても MEMS/NEMS 研究をさらに発展させるためには、新規

機能材料を従来技術の中に取り入れていくというプロセスを積極的に行っていく必要があ

るであろう。このような観点に立てば、我々MEMS/NEMS 研究者は出来るだけ多くの種

類の材料とその特徴を把握しておくことが望まれるわけであり、材料に関する調査研究に

限ってはあまり分野を絞らずに、広範な材料について取り上げることが望ましいと判断し

た。実際の材料の選定にあたっては従来から利用されている機能性材料、半導体材料に加

え、ナノテクノロジーに関連する材料を積極的に調査し、まだ MEMS/NEMS との接点が

ないようなものに関しても、その可能性を否定することのないように調査の対象とした。 
調査の方針としては MEMS/NEMS への展開を強く意識してまとめることとした。

MEMS/NEMS と材料との作用の仕方は、おおむね 3 種に分けることが可能と考える。そ

れらは、①MEMS/NEMS 自体の構造を構成するもの、②MEMS/NEMS と協調して例え

ばセンシング機構のようなある種の機能を実現するもの、③プローブ顕微鏡による DNA
分子の可視化のように MEMS/NEMS によってその計測・加工手段が与えられるもの、で

ある。①の材料については、それを MEMS/NEMS に適用した場合の構造的、動作的効果、

特徴を調査する必要があり、②について MEMS/NEMS との相乗効果の特徴を調査しなけ

ればならない。また③については、MEMS/NEMS を利用しなければならない理由とその

効果が言えるはずである。報告書の作成にあたっては、MEMS/NEMS を意識しない状態

で現状を調査し、その後でプロセス整合性との関連を含めて MEMS/NEMS 研究への留意

点として展開させる方針とした。 
 以下各材料について MEMS/NEMS 利用の観点から調査した結果を示すことにする。 
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2.2 カーボンナノチューブ 
2.2.1 概要 

1993年にNECの飯島ら[1]によって発見された単層カーボンナノチューブ(Single-Walled Carbon 
Nanotubes, SWNTs)は、図2.2-1(a)のように炭素原子が筒状に配列した直径約1nm長さは数µmから数十

µm以上の炭素材料である。一方、このSWNTsに先立って同じく飯島[2]によって発見された多層カーボ

ンナノチューブ(MWNTs)は、図2.2-1(c)に示すようにナノチューブが入れ子状となった多層構造である。

MWNTsは、従来から工業材料として用いられてきた炭素繊維の究極の形であり、数nm程度から数十

nmまでの直径の材料が生成されている。図2.2-1(b)はSWNTsがファンデルワールス力によって束とな

った構造、図2.2-1(d)は、SWNTの内部にフラーレンC60がつまったピーポッドとよばれる構造である。

特に、カーボンナノチューブの基本となる SWNTsは、その直径と巻き方によって金属や半導体に

なるなどの電気的特性、極めて強靱な機械的特性、ダイヤモンドを超える熱伝導特性などが期待され、

Smalley ら[3]によるレーザーオーブン法やアーク放電法[4]による選択的 SWNT 多量合成法

が報告されて以来、ナノテクノロジーの代表的な新素材として注目を浴びている。 

 
図2.2-1カーボンナノチューブの分子構造   (a) 単層カーボンナノチューブ (b) 単層カーボンナノチュ 

ーブの束（バンドル） (c) 多層カーボンナノチューブ (d) ピーポッド 
 
2.2.2 材料分野の特徴 

MWNT は優れた機械的強度、高い熱伝導率、電気伝導度のために、複合材料や Li イオン

電池電極などへの応用が広がっている。一方、SWNT の直径と巻き方の幾何学形状はカイラ

ル指数(n, m)によってユニークに決定され[5]、カイラル指数によって金属や半導体になるな

どの、電気的、光学的、機械的、化学的に特異な物性を示す[5-8]。SWNT の電子状態密度

(eDOS)は、グラファイトを巻いた幾何学構造に起因する van Hove 特異点と呼ばれる発散を
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示し、これが幾何学構造（カイラリティ）に依存するために、金属や半導体となる性質や直

径におおよそ反比例するバンドギャップなどの特性が表れる[5-8]。また、この一次元の電子

状態が極めて高い電流密度をバレスティックに伝えるなどの特異な性質につながる。例えば、

電子素子、平面型ディスプレーなどのための電界放出電子源、光学素子、走査型プローブ顕

微鏡の探針、熱伝導素子、高強度材料、導電性複合材料などとして利用するための応用研究

が活発に行われている[9,10]。しかしながら、高純度の SWNT を合成する技術は確立してい

るとは言い難く、現在も良質な材料の入手は容易でなく、材料合成技術の開発が極めて重要

である。 
 
2.2.3 研究開発の現状 
炭素繊維について工業化技術として発展したVGCF(Vapor grown carbon fiber)法（Endoファイバーとも

呼ばれる）の延長線上の技術開発によって、MWNT のある程度直径を制御した合成などが可能となっ

ており、市販の材料を入手可能である。また、Li イオン二次電池の負極などに相当量が用いられている。

一方、SWNT の合成法としては、従来のレーザーオーブン法[3]やアーク放電法[4]に加えて、炭

化水素、一酸化炭素やアルコールを炭素原料とした触媒 CVD 法 (Catalytic chemical vapor 
deposition, CCVD)[11]によって、より大量で安価な合成が可能となりつつある。炭素源とし

てメタンやアセチレンなどの炭化水素を用いるのが一般的であったが、Smalley らが開発した HiPco 
(High Pressure CO)[12]のように一酸化炭素の不均質化反応(Disproportional Reaction)を用いた場合と、アル

コールを用いた ACCVD (Alcohol CCVD)[13]によって、アモルファスをほとんど含まない SWNT の生成

が可能となってきている。また、シリコン基板表面や石英基板表面への直接合成、基板上へのパターン

イングなどのハンドリングの技術も急激に進んできている。図 2.2-2 には、石英基板上に垂直配向した

1µm程度の厚さのSWNT膜の合成例を示す[14]。 
個々の SWNT の幾何学形状やカイラリティの測定は STM[15,16]、孤立 SWNT の共鳴顕

微ラマン[17]で可能であるが、最近の SWNT の水中への孤立分散と近赤外蛍光分光[18]によ

って、バルクサンプルのカイラリティ分布が測定できるようになってきた。さらに、孤立分

散技術によって半導体 SWNT と金属 SWNT の分離が可能となりつつある[19-21]。ただし、

依然として、半導体 SWNT の作り分けやカイラリティ分布を制御した合成などはできてい

ない。 
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図 2.2-2 垂直配向 SWNT の SEM 像 [14] 

 
2.2.4 MEMS/NEMSへの展開として期待される分野 
カーボンナノチューブをバルク材料として用いる複合材料などの応用は、優れた機械的強度、高い熱

伝導率、電気伝導率などを樹脂などに付加できることから進んでいくと考えられる。一方、MEMS や

NEMSスケールでの利用としては、米国 IBMのグループを中心として電界効果トランジスタ(FET)とし

て 1本の SWNTを用いる研究開発が進められており[22]、将来のシリコンベースのトランジスタに取っ

て代わるとの予測もされている。ただし、現実的な LSI とした応用までの道のりは長く、当面は FET
技術を用いたセンサーとしての利用などが現実的である。また、ある程度の量の SWNT をまとめて用

いたパワートランジスターなどへの応用や、SWNT の可飽和吸収などの非線形な光学性質[23]に着目し

た応用が進むと考えられる。 
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2.3 フラーレン 
2.3.1 概要 
 1975 年に大澤が予測した[1]サッカーボール型の C60構造(図 2.3-1)は、1985 年の Kroto
や Smalley らのクラスター実験[2]により現実となり、1990 年の KrätschmerとHuffmanらに

よる多量合成[3,4]によって広く認知されるに至った。その美しい対称性による理論的興味に加えて、

フラーレン固体にアルカリ金属をドープすることで比較的高温での超伝導となることなどから[5]、急

激に研究が進んだ。例えば、フラーレンの内部空間に数個の金属原子を含む金属内包フラーレン[6,7]
やC60やC70よりも大きなサイズの高次フラーレン（C76, C78, C82, C84, C90, C94, C96）[8]などが

生成され、かつフラーレンの外側には様々な化学修飾が可能で、広範囲の応用が期待されている。

フラーレンの基礎的な性質と応用に関しては、教科書レベルの本によくまとめられている[8-11]。 

(a) C60

(c) La@C82

(b) C70

(d) Sc2@C84

(a) C60

(c) La@C82

(b) C70

(d) Sc2@C84  
図2.3-1 フラーレンの構造 

 
2.3.2 材料分野の特徴 
フラーレンは、サッカーボール型の C60 に加えて C70 をはじめとする高次フラーレンや

金属内包フラーレンとすることでその化学的、物理的な性質が変化し、わずかに異なる化

学的な性質のファミリーが広く存在することが特徴である。固体としての性質[9]や化学的

な性質[10,11]については、過去による調べられており、多様な応用のアイディアについて

もよい文献がある[12,13]。 
従来は、Krätschmer ら[3]が偶然に発見した抵抗加熱法をその直後に Smalley ら[4]が改良して収率

を向上させた接触アーク放電法によって合成されてきている。容器を真空にした後に約 50-200 Torr
のヘリウムを封入し、黒鉛を電極として溶接機の電源を用いてアーク放電をさせると、電子衝突によ
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って陽極が消耗し、陰極には独特な堆積物が成長する。アーク放電を終了して冷却後にススを回収し

てトルエンやベンゼンに溶かせばフラーレンのみが溶け、トルエンを蒸発させれば、C60が 80％程度

C70が 15％程度を含むフラーレンの粉末ができる。混合フラーレンの分離は液体クロマトグラフィー

によって可能である。フラーレンの収率は冷却用の緩衝ガス種類、圧力、放電電流、炭素棒寸法、放

電中の炭素棒間ギャップ、外回りの冷却設計、緩衝ガス中の不純物混入量などに強く依存する。緩衝

ガスとしては、アルゴン、キセノン、窒素、酸素などでも一定の収率が得られるがヘリウムを用いた

場合に収率が最も高くなるとされてきた。 
ところが最近では、ベンゼンなどの炭化水素の低圧燃焼[14]による合成方法の収率が飛躍的に高め

られ、三菱グループによって安価かつ大量な合成法が工業化され、材料の入手が容易になるとともに、

量的な材料を用いた複合材料などへの応用が急速に進んでいる[12]。 
 
2.3.3 研究開発の現状 
 最近の大量合成の工業化によって、フラーレン利用技術は大きな転換期を迎えている。従来は考え

られなかった複合材料などとしての利用も進んでおり、材料生成プロセスの段階から様々な応用を目

指した研究開発へと進んでいる。例えば、フラーレンを化学修飾したフラーレン誘導体を用いて、太

陽光発電への応用などを見据えた光誘起電子移動、電気化学的な性質などの研究、水溶化フラーレン

によるバイオ応用などの研究とともにフラーレン固体薄膜に電子ドープした状態の物性、固体薄膜を

用いた FET などのデバイス応用などの研究も進んでいる。また、金属内包フラーレンを用いた MRI
用造影剤としての応用なども試みられている。 
 
2.3.4 MEMS/NEMSへの展開として期待される分野 
フラーレン応用技術として MEMS/NEMSと最も関連が深いのが、FETなどの固体薄膜を用いたデ

バイス応用と考えられるが、これらの研究は、有名なBell研のねつ造事件で話題となった高温超伝導

特性の論文に触発されたものが多いことに注意する必要がある。また、水溶化フラーレンやバイオ応

用を目指すフラーレンの利用についても、MEMSとの関わりが強くなるものと考えられる。 
 
論文リスト 
[1]大澤映二, 化学, 25, 854 (1970). 
[2] H. W. Kroto, J. R. Heath, S. C. O'Brien, R. F. Curl and R. E. Smalley, Nature, 318, 

162 (1985). 
[3] W. Krätschmer, L.D. Lamb, K. Fostiropoulos and D. R. Huffman, Nature, 347, 354 

(1990). 
[4] R. E. Haufler, Y. Chai, L. P. F. Chibante, J. J. Conceicao, C. M. Jin, L. Wang, S. 

Maruyama and R. E. Smalley, Proc. Mat. Res. Soc. Symp., 206, 627 (1991). 

 19



 20

[5] A. F. Hebard, M. J. Rosseinsky, R. C. Haddon, D. W. Murphy, S. H. Glarum, T. T. M. 
Palstra, A.P. Ramirez, A. R. Kortan, Nature 350, 600 (1991). 

[6] Y. Chai, T. Guo, C. M. Jin, R. E. Haufler, L. P. F. Chibante, J. Fure, L. Wang, J. M. 
Alford and R. E. Smalley, J. Phys. Chem., 95, 7564 (1991). 

[7] H. Shinohara, H. Sato, Y. Saito, M. Ohkohchi and Y. Ando, J. Phys. Chem., 96, 3571 
(1992). 

[8] K. Kikuchi, N. Nakahara, T. Wakabayashi, M. Honda, S. Suzuki, K. Saito, H. 
Shiromaru, K. Yamauchi, I. Ikemoto, T. Kuramochi, S. Hino, Y. Achiba, Chem. 
Phys. Lett., 188, 177 (1992).  

[9] M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus and P. C. Eklund, “Science of Fullerenes and 
Carbon Nanotubes,” Academic Press, New York (1996).  

[10] 篠原久典，齋藤弥八，フラーレンの化学と物理，名古屋大学出版会(1997). 
[11] 日本化学会編，炭素第三の同素体 フラーレンの化学，季刊化学総説，学会出版セン

ター(1999). 
[12] Eiji Osawa (ed.), Perspectives of Fullerene Nanotechnology, Kluwer Academic 

Publishers (2001). 
[13] T. Akasaka and S. Nagase, Endofullerenes: A New Family of Carbon Clusters, 

Kluwer Academics Publishers (2002). 
[14] J. B. Howard, J. T. McKinnon, M. E. Johnson, Y. Makarovsky and A. L. Lafleur, J. 

Phys. Chem., 96, 6657 (1992). 
 
 



2.4   ナノメタル 
2.4.1 概要 
 金属材料の nm スケール制御の進歩にともない、新たな性質や機能が見出され、ナノメ

タルという新たな分野が生まれた。バルクとは異なる量子効果や、ナノサイズ効果の発現

の期待から、ナノテクノロジー分野への応用が検討され始めた。特にナノサイズ効果は、

古くから注目され、さらに近年新しいナノメタル加工法が見出されることで、研究が加速

している。 
 
2.4.2 材料の特徴 
 材料は多岐にわたるため、一言で特長を述べることは難しいが、ナノ化（微細化）によ

るバルクとは異なる量子効果や、ナノサイズ効果が材料の特長を決めるといえる。たとえ

ば、結晶粒を小さくすることで、じん性を保持しつつ、強度を上げることができ、鉄鋼材

料やアルミ合金の強化に古くから用いられている。超塑性を示す金属もある。また、ナノ

組織制御法の進展に伴い、延性や成形性の向上も可能である。融点の減少もナノサイズで

は顕著である。磁性金属の場合、10nm 以下で急激に保磁力が生じたり、一方で、大きな保

磁力を持つ材料もある。体積に対する表面積の増大という観点からは、Pt 等の触媒効果の

増大が知られている。 
 
2.4.3 研究開発の現状 
 研究開発の動向として、「構造材」、「配線」、「磁性」および「触媒等」への応用に大別さ

れる。以下、それぞれについて述べる。 
構造材 
通常の金属材料は内部が単結晶である多数の結晶粒から構成されているが、金属材料の

特性は結晶粒の大きさや形状を制御することで、様々に変化させることができる。そして

結晶粒の制御の中で実用的にも重要なのは、結晶粒径の微細化である。例えば結晶粒径を

微細化することにより、引張強さや弾性率などの機械的性質の向上、および超塑性等の機

能を材料に付与することが可能である。すなわち結晶粒径の微細化は、高機能性構造材料

創製のための有力な手段と言える。 
古くから、過飽和固溶析出方法による GP クラスタ化[1]によるジュラルミン等の Al 合金

の高強度化軽合金は、航空機に用いられ、近年は自動車のボディへの応用も検討されてい

る。また、鉄鋼材料は、相変態析出法により結晶粒径を nm オーダにすることで、材料強

度およびじん性を高めることが可能である。さらに Al 合金等をナノ組織化したものは、超

塑性特性を有しており、高速塑性加工が可能である[2]。アモルファス相中に数 nm の Al 粒
子を 20％程度の体積比率で分散させたナノ結晶分散型アモルファス軽合金は、1600MPa
級の降伏強度を示す[3]。同様の現象は Mg や Ti 合金でも確認されている。 
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配線 
 溶媒中にナノメタルを分散し、分散剤の利用で長期間凝集しないナノメタル導電性イン

クおよびペースト[4]が市販されている。金属はサイズ効果により、粒径が小さくなると融

点が下がり、さらに表面活性が上昇することで、室温近傍で焼成が可能となる。また、無

数のナノ粒子接触により、電気抵抗は通常の導電性ペーストに比べて小さくなる。配線の

形成はインクジェット法や印刷法が用いられる。 
 金や銀のナノペーストは、5℃で 2 ヶ月間の保存が可能である。抵抗率は 250℃硬化で 3
μΩ・cm が得られている[5]。スクリーン印刷で 20μm ライン＆スペースが達成されてい

る。 
 インクジェット法では、市販のインクジェット方式の 1/1000 以下の体積、すなわちｆ(フ
ェムト)リットルオーダで吐出することで、1μm 径のドットが実現されている[6,7]。ただ

し、吐出量が小さくなると空気抵抗の影響を大きく受け、着弾精度が劣化するという課題

がある。しかし、配線だけではなく、貫通穴の導体化や CNT(Carbon Nano Tube)の触媒を

精度よくドット配列させることで、FED(Field Emission Display)への応用も検討されてい

る[8]。また、共鳴コイル、微小静電回転子、熱アクチュエータを作製した例もある[9]。最

大の課題は、他の直接描画法と同様にスループットであり、マルチヘッド化や高速化が必

要である。 
 
磁性 
 磁性微粒子の歴史は古く、磁性流体や磁石に応用されてきた。近年、超高密度記録を意

図した量子化磁気ディスクにナノドット配列構造の磁気的挙動が注目されている[10]。また、

平均粒径 2～5nmのγ－α相共存型Fe2O3微粒子が室温で約１kOeの大きな保磁力を持つ

ことが見出され、やはり超高密度記録への応用が期待されている[11]。一般には磁性粒子が

nm オーダの寸法になると、熱擾乱の影響で強磁性体になりにくいと考えられるが、上記は

この常識を覆す結果であり、パターンドメディアによる現行の 1000 倍の高密度記録媒体の

可能性が示唆されている。 
 ハードなナノ微粒子とソフトなナノ微粒子からなるナノコンポジット磁石は、従来のバ

ルク磁石とは異なる特性をもつ。特に残留磁束密度が高く、比較的高温でも特性劣化は小

さいといった利点を持つ。また、磁化反転方向に大きな磁界を印加しても元の磁化状態に

復帰するスプリング特性も有する。MEMS への応用の観点からは、数十μm 厚の板状加工

が容易な点が挙げられ、マイクロアクチュエータへの適用が可能である[12]。 
 
触媒等 
 貴金属ナノメタル触媒は、一般に液相法で作製される。NOx の還元は環境面から極めて

注目されている。N-イソプロピルアクリルアミドを添加ポリマーとして作製した Pt ナノ粒

子は、(100)面を表面にもつ立方体形状になる。この触媒を用いると、NOｘの還元性生成物
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は有害な CO やアンモニアを含まず、環境面でのメリットは大きい[13]。燃料電池用の触媒

としては、Pt や PtRu が候補として検討されている。触媒担持電極には、触媒が凝集しに

くいカーボンナノホーンが検討されている[14]。 
また、Pt ナノ粒子は負の表面電位を持ち、皮膚にイオン的干渉層を作ることから、皮

膚疾病用への応用も検討されている[15]。 
 
2.4.4 MEMS/NEMS への展開として期待される分野 
インクジェット方式を用いたナノメタル直描技術は、配線形成、貫通穴導体化、フィール

ドエミッションディスプレイ用触媒の規則配置等に既に検討が始まっている。課題は、フ

ェムトリットルオーダの吐出安定性、着弾制度の向上である。まずは着弾精度が不要な用

途から実用化されそうである。たとえば、貫通穴の導体化といった用途では、すぐにでも

適用可能と推測される。また、ナノメタルのペーストは既に市販されており、材料として

大きな課題はない。ただし、スループットが低いため、用途は限定される可能性がある。 
磁性応用としては、ナノコンポジット磁石がマイクロ・アクチュエータ（ローレンツ力

磁界源、ラッチ用磁石）用途に有力である。解決すべき課題として、価格、希土類磁石並

み飽和磁化向上があげられる。 
 
2.4.5 研究開発における留意事項 
 インクジェット方式やナノコンポジット磁石は、MEMS を意識した開発がなされており、

早期の実用化が期待できる。インクジェット方式に関しては、SiP(System in Package)等
の半導体への適用も可能であり、その方面からも技術の向上がなされるであろう。  
 
論文リスト 
[1] http://www.nims.go.jp/apfim/pdf/Al_3DAP_materiaJ.pdf 
[2] K.Higashi, T.Mukai, S.Tanimura, A.Inoue, T.Matsumoto and K.Ohtera: J. Alloys 
Compd. Vol.193,, p.295(1993) 
[3] Y.H.Kim, A.Inoue and T.Matsumoto: Mater.Trans. JIM, Vol.31, p.747(1990) 
[4] 松葉頼重：MATERIAL STAGE,Vol.1,No.7,pp.51-54,2001 
[5] 松葉頼重：ケミカルエンジニアリング ,No.11,pp.7-12,2001 
[6]大東良一他：MATERIAL STAGE,Vol.2,No.8,pp.12-17,2002 
[7]村田和広：MATERIAL STAGE,Vol.1,No.8,pp.23-26,2002 
[8]H.Ago,K.Murata,M.Yumura,J.Yotani and S.Uemura, Appl.Phys.Lett.,82(2003)811 
[9]S.B.Fullaer,E.J.Wilhelm and J.M.Jacobson,J.Microelectromech.Syst., 

Vol.11,No.1(2002) 
[10]S.P.Li,M.Natali,A.Lebib,A.Pepin,Y.Chen,and Y.B.Xu: J.magn.Magn.Mat.,241,447 

(2002) 
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[11]Y.Ichiyanagi,T.Uozumi,Y.Kimishima: Trans.Mater.Res.Soc.Jpn.,Vol.26,p.1097(2001) 
[12]山本日登志: 工業材料,Vol.47,No.1,p80(1999) 
[13]Balint I,A.Miyazaki and K.Aika: Applied Catalysis B:Enviromental 37,p217(2002) 
[14]携帯燃料電池への期待「日経メカニカルセミナー」2002.9.25 
[15]清水恵己、辻博文: 工業材料,Vol.50,No.10,p31(2002) 



2.5 ナノセラミックス  

2.5.1 材料分野の特徴  

 ナノセラミックスは微細構造をナノスケールレベルまで制御された材料であり、そのナ

ノサイズ効果により、従来のセラミックスにはない新しい機能の発現や、機能の飛躍的な

向上が期待されている。この制御の因子としては、結晶粒子のナノ化（数～数十 nm）、

粒界構造や組織制御等である。ナノセラミックスには粉末、多孔体、緻密体でそれぞれ形

成させるものであるが、粉末（ナノ粒子）、多孔体（ナノポア材料）は各節で述べるとし、

ここでは主に緻密体のナノセラミックスの特徴やその応用分野について述べる。  

 

2.5.2 研究開発の現状  

 ナノセラミックスの微細構造は図 1 に示されるような組織が存在し、それぞれ、(a)粒内

ナノ構造、（b）粒界ナノ構造、 (c)粒界 /粒内ナノ構造、 (d)ナノ（ナノ /ナノ）構造に分類

される [1]。  

 
 

 

 

 

 

 

 

  (a)、(b)、(c)

により残留応力

もたらすことが

脆さを改善する

が進められてい

図 2.5-2 磁性

 

 (a)              (b)            (c)            (d)

]

の構造に

が発生に

知られて

ものであ

る。  

変化と
図 2.5-1 ナノセラミックスの分類 [1
ついては第 2 相（分散相）のナノ粒子とマトリックスの熱膨張差

起因し、機械的特性（強度や破壊靱性（脆さ））の大幅な改善を

いる [2､3]。これはセラミックスの普及を妨げる一因となっていた

り、セラミックスの今後の利用につながるものであるとして研究

  
分散粒径の関係 [4]

25
図 2.5-3 感圧導電原理と構造 [5]



 

また、第 2 相を磁性材料の金属等に置き換えることにより、新規な特性を発現させる研

究も進められている。例えば淡野らはナノ磁性粒子（Ni）を Al2O3 に分散させることによ

り、図 2.5-2 に示すように応力をリモートセンシングできることを示している [4]。また、

マトリックスをポリマーとし、カーボンの導電性セラミックス粒子を分散させた材料にお

いても図 2.5-3 に示される原理と構造も持った感触センサー等の応用が進んでおり、機能

への応用が進んでいる [5]。  

一方、(d)のナノ（ナノ /ナノ）構造セラミックス（図 2.5-4）は全ての結晶粒径をナノ化

した材料であり、比較的低温で、セラミックスを金属並みの変形速度で変形させることが

可能であることが報告されている [6､7]。これは主に粒界すべり（結晶粒子間の相対的なず

れ）により起こると考えられており、難加工性のセラミックスの成形手法の一つであると

考えられる。また、このようなナノ構造からなるセラミックスは生体への適合性が優れて

いることが報告されており、骨等の医療用用途等にも適用が進んでいる [8]。  

 

 

 

 

 

 

図 2.5-4 図 2.5-5 

2.5.3 MEM

 上記に述べ

合に、有力な

ミックスに限

への展開が期

を付与できる

いセラミック

 

2.5.4 研究・

 上記に述べ

製には高温で

成温度を低下

発展や材料分

 

窒化ケイ素ナノセラミックスの
組織 [6] 

S/NEMS への展開として期待される分野  

た分野は MEMS/NEMS に対して機械的特性

手段となると考えられる。また、ナノ粒子を

らず、ポリマーや金属中でも発現が可能であ

待される。全ての結晶粒径をナノ化したナノ

変形加工が可能になれば、現在利用されてい

スを適用できる可能性がある。  

開発における留意事項  

たようにナノセラミックス分野は様々な機能

の焼成（熱処理）等のプロセスが必要であ

させる等の様々な課題があるように考えられ

野 -デバイス分野の両者が一体となった開発

26
窒化ケイ素ナノセラミックスの
塑性加工 [6] 

や耐熱性が将来、要求される場

利用したセンシング機能はセラ

ると考えられ、微少センサー等

セラミックスはより微細な形状

る Si 基板と比較して、強度の高

の発現が期待されるが、その作

り、MEMS/NEMS への適用は焼

る。そのため、材料プロセスの

が望まれる。  
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論文リスト  

[1] A. Nakahira、K. Niihara：｢Sintering behaviors and consolidation process for 
Al2O3/SiC nanocomposites｣、J. Ceram. Soc. Japan,、100 巻、P.448-53、平成 4 年５月  
[2] A. Nakahira、K. Niihara：｢Microstructures and high-temperature hardness of 
Al2O3/SiC nanocomposites｣、J. Soc. Mat. Sci.、42 巻、P502-506、平成 5 年５月  
[3] T. Sekino、T. Nakajima、K. Niihara：｢Mechanical and Magnetic Properties of Nickel 
Dispersed Alumina-Based Nanocomposite｣、Materials Letters、29 巻 ,P165-169、平成

８年 11 月  
[4] 淡野正信、山東睦夫、新原晧一：｢磁性ナノコンポジットのセンシングと駆動｣、日本
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しい有機 /無機感触センサ｣、マテリアルインテグレーション、12 巻、P47-53、平成 11 年

5 月  
[6] 三友護、Zhan G D：｢簡単に変形するセラミックス  超塑性材料｣、マテリアルインテ

グレーション、13 巻、P26-31、平成 12 年８月  
[7] 福井武久、内藤牧男：｢ナノセラミックス｣、化学装置、45 巻、P37-39、平成 15 年３

月  
[8] Webster T J：｢未来の整形外科及び歯科植込材料｣、Adv Chem Eng,、27 巻、P125-166、
平成 13 年  



2.6 ナノガラス  

2.6.1 材料分野の特徴  

 ガラスの構造をナノメータオーダで制御することにより、従来にない新機能を発現させ

たナノガラスは光学特性等の様々な機能が期待される。この機能を発現させる構造の制御

は図 2.6-1 に示すように原子・分子レベル制御、超微粒子構造制御、高次構造制御の 3 つ

に大別される [1]。以

 

下、その発現する機能について述べる。  

 

.2 研究開発の現状  

では、フェムト秒レーザーなどの高密度な短パルスレーザー光を

ガ

製されている [1]。  

 

 

超微粒子 では、図 2.6-4 に示す高周波スパッ

0nm のコバルト酸化物系ナノガラス薄膜を作製し、その

る

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

原子・分子レベル制御

ラスに照射することにより、ナノサイズの誘起活性点を形成する手法が用いられている

[2]。この手法では図 2.6-2 に示すようにガラス内部の領域の局所的な加熱によるガラスの

変質による屈折率の変化や還元による材料の変化等が観察されている。また、ガラス中の

イオンをイオン半径の大きい希土類イオンに置換することにより、圧縮強化層を形成する

ことにより高い強度を持つガラスが作

 

 図 2.6-2 フェムト秒レーザー照射に 図 2.6-3 

構造制御

真 [2]  

図 2.6-1 ナノガラスの構造制御の分類  

よる表面 (a)と内部 (b)の写

 

1

ことにより、屈折率や消衰係数の変化を示すことが知ら

 28
希土類イオン含有と母ガラスの

組成の調整によって実現した高
タリング法により、平均粒径約

膜に各種のレーザー光を照射す

強度ナノガラス [1] 

れている [3]。  
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はレー

.6.3 M の展開として

上記のナノガラス材料は、MEMS の て期待されるフォトニクス結晶や三次

、実用化に向けた開発の進展が更に

開発における留意事項  

上記材料を開発するにあたり、より高精度な計測、加工技術が必要になると考えられる。  

]内藤孝、山本浩貴：｢ナノガラス技術とその応用展開｣、工業材料、51 巻、P.56-61、平  
月  

[2]平尾一之：｢酸化物ガラスの光物性と三次元回路応用｣、光学、32 巻、P.290-293、平成  

[3 中修平、平尾一之：｢レーザー照射によるナノガラス薄膜の可逆的屈折率  

[4 ナノガラス｣、工業材料、50 巻、P.48-49、平成 14 年 1 月  

平

高次構造制御は上記の原子・分子レベルの構造制御、超微粒子構造制御を 2 次元、或いは

3 次元的に拡張し、構造制御したものである。原子・分子レベル制御の拡張として

ザー照射を２次元、3 次元的に行うことにより光導波路やフォトニクス結晶の作製が可能

であることが報告されている [1]。また、超微粒子構造を利用した高次構造制御では、陽極

酸化法により、アルミの表面に発生した Al2O3 の自己組織化ナノサイズ多孔体をテンプレ

ートとして利用し [4]、組織化された超微粒子構造を図 2.6-6 に示すように発現させた材料

が開発されており、次期大

容量光ディスク等への応用が進んでいる [5]。  

 

 

2.6-4 Co3O4 薄膜の  

TEM 写真 [3] 

図 2.6-5 フェムト秒レーザに

よ っ て 作 製 さ れ た

図 2.6-6 次世代大容量光デ

スク [5] 

 

図 ィ

期待される分野  

利用分野とし

光導波路 [2]  

2 EMS/NEMS へ

 

元集積回路、光ディスク等への応用展開が進んでおり

望まれる。  

 

2.6.4 研究・

 

 

論文リスト  
 
[1

成 15 年８

15 年 5 月  
]山本浩貴、田

変化とその応用｣、マテリアルインテグレーション、16 巻、P.17-22、平成 15 年８月  
]井上悟：｢

[5]中村道治：｢大容量情報ストレージとナノテクノロジー｣、学術月報、55 巻、P.758-763、
成 14 年 8 月  



2.7 ナノ粒子（ナノクラスター） 
2.7.1  概要 

1980 年代より、超高真空での分子ビーム実験に様々な材料をレーザー蒸発させて生成されたナノ

クラスターが加わり、質量分析装置などを用いたガスフェーズクラスターの研究が進んだ。とくに、

炭素クラスターの研究がフラーレンの発見とつながったことはよく知られている。また、触媒やセラ

ミックスなどの開発と関連した超微粒子の生成も同時期に進められてきている。さらに、1990 年代

の中頃から、TEMやSTMなどの観測技術の発展とともに、固体表面に保持された、粒子・ナノクラ

スターに関する画期的な研究報告が相次ぎ、現在ではナノテクノロジー分野の代表材料の一角を占め

るに至っている。 
 
2.7.2  材料分野の特徴 

ナノ粒子が注目されている理由として、含まれる原子のうち多くの割合が表面を構成し、またその

サイズも波動関数の広がり程度となる為、バルクとは異なる興味深い物性が出現する点が挙げられる。

大まかに分類して、1) バルクでは起こり得ない物性のサイズ依存性（物性がサイズ制御によりチュー

ン可能である事）、或いは2) 微小であるが故の物性的優位性、と大別できると考えられる。具体的に

は、前者については電子閉じ込めに起因するバンドギャップの出現（量子ドット）の他に、隣接ナノ

粒子との距離（配置間隔）に依存する金属-半導体可逆転移[1]、また後者については、磁性サイズ効

果による超常磁性の発現[2]、或いは高い比表面積を活かした高触媒作用[3]などが挙げられる。すなわ

ち各文献において想定されている応用は様々であり、例えば非線形光学材料[1]、超高密度磁性記録材

料[4-6]、ナノカーボン合成用触媒[7-9]等と多彩なのが特徴的である。 
またこれら論文に共通する点として、透過型電子顕微鏡(TEM)を駆使したナノ微粒子のキャラクタ

リゼーションが挙げられ、種々の方法で析出された僅か 2～10 nm 程度の金属コロイド粒子の直接観

察において TEM 技術の進歩が大きな役割を果たしている点が特徴である。以下では応用として超高

密度磁気材料とナノカーボン合成に絞り現状の研究動向を報告し、個々については選択元素・製法・

結果などについての概要を述べる。 
 
2.7.3  研究開発の現状 
A. 超高密度磁性材料 

ナノ粒子における磁場サイズ効果の理論については文献2に詳しい記述がなされている。産業的背

景としては、現在も急速に進んでいる磁気記録媒体の高密度化が挙げられる。現在用いられている粒

状磁気薄膜における粒界サイズは年々縮小しており、いずれ現行技術におけるスケーリング・リミッ

トに達すると予想されている[4]。 
 
 磁性材料を視野に入れた場合、強磁性体である Ni, Fe, Coなどの遷移金属を用いることが望ましい

が、磁気相互作用の為にこれらの微粒子を安定に単分散状態に留めておくことは難しい[4]。一方、
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Au, Ag, Pd, Ptなどの貴金属ナノ粒子の単分散化・微細化に関する研究は相当に進んでおり[4]、例えば

Pdでは直径1.8 - 3.5 nm [10, 11]、Agでは2.7 nm [1]の良好な単分散が達成されている。ごく最近Coの
みで2-3 nm程度[4]、或いはFeのみで6 nm程度 [12]の微細化単分散を達成したとの報告がなされて

いるが、以下では分散安定性・対酸化性に優れている貴金属と遷移金属の共析合金ナノ粒子を用いた

報告[5, 6]について示す。 
 
 貴金属と遷移金属の合金ナノ粒子に関しては、Fe/Pt を用いた Sun らの報告[e]、或いは Co/Pt 及び

Fe/Pd を用いた Chen らの報告が[6]がある。製法として、Sun らは白金アセチルアセトネート

[Pt(CH3COCHCOCH3)2: Pt(acac)2]を 1,2-ヘキサデカンジオールを用いて還元すると同時に、鉄ペンタカ

ルボニル[Fe(CO)5]の熱分解を行うことで、オレイン酸とオレイルアミン混合溶液中に安定な Fe/Pd 単

分散ナノ粒子の合成することに成功している。Chen らの製法もほぼ同様であり、Pt(acac)2 或いは

Pd(acac)2を 1,2-ヘキサデカンジオールにより還元すると同時に、Co(CO)3NO 或いは(Fe(CO)5)の熱分解

の同時進行により同じく単分散された合金ナノ粒子を得ている。 
 これらを500 °C以上でアニールすると、原子配列が面心立方配列(fcc)から面心正方配列(fct)に変化し、

極めて高い結晶磁気異方性（Ku ~ 6 × 106 J/m3）を有する超常磁性ナノ結晶が得られる。この結果から

Sun らは、さらに最適化されたナノ粒子を用いた場合には、１[Tb/in2]の超高密度記録が達成できる可

能性を示唆している[5]。 
 
Ｂ. ナノカーボン合成用触媒 
近年ナノテクノロジーの基盤材料として注目されているカーボンナノチューブ(CNT)を化学気相成

長(CVD)法により合成する際、炭素源ガスを分解し CNT の成長開始点となる触媒微粒子（主に遷移

金属）が必要とされる。CNTはその層数から多層カーボンナノチューブ(MWNT) [13]及び単層カーボ

ンナノチューブ (SWNT) [14]に分類され（本報告書第1章参照）、典型的な直径はSWNTとMWNT
でそれぞれ 0.6~2 nm、5 nm~数十nmと範囲となる。CNTのCVD合成には目標とするCNT直径に

近い触媒微粒子を調製する必要があるが、特に直径が2 nm以下と極めて小さいSWNTの場合には、

最適な触媒微粒子をいかに調製するかが鍵となる。 
 SWNT 合成用の触媒として、単分散されたナノ粒子を用いた研究としては、Stanford 大学の

Yiming Liらによるもの[7]と、Duke大学のYan Liによるもの[8]によるものが挙げられる。 
 

前者[7]は、シリコン基板上に触媒となる鉄を微粒子状態で配置させるため、フェリチン(ferritin)と
いう鉄貯蔵タンパク質の内部に鉄を貯蔵させた後、このタンパク質をシリコン基板上に分散配置し、

酸化雰囲気中で加熱してタンパク質部分を分解し、内部に蓄えられていた鉄のみをシリコン基板上に

配置するという方法が示されている。この方法によって 1-2 nm 程度と非常に微細な鉄ナノ粒子を調

製することが可能であり、少量ではあるが同程度の直径を有するSWNTの合成に成功している。 
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後者のグループ[8]では、鉄ペンタカルボニル[Fe(CO)5]とモリブデンヘキサカルボニル[Mo(CO)6]をオ

クタン酸とビス-2-エチルヘキシルアミン混合液中で熱分解させることで、直径 3.5 nm 程度まで微細

化した Fe-Mo の合金ナノ粒子を合成している。SWNT の直径よりも大きいにも関わらず、この場合

にも少量ながらSWNTの合成に成功している。 
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[1] C. P. Collier et al., “Reversible tuning of silver quantum dot monolayers through the metal insulator 

transition,” Science 277 (1997) 1978. 
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catalysis of the heck reaction,” J. Am. Chem. Soc. 119 (1997) 10116. 
[4] S. Sun and C. B. Murray, “Synthesis of monodisperse cobalt nanocrystals and their assembly into magnetic 

superlattices,” J. App. Phys. 85 (1999) 4325. 
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287 (2000) 1989. 
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2.8 フォトニック結晶 
2.8.1 概要 
フォトニック結晶は、光の波長程度（数百 nm 周期）の空間周期で屈折率を持つ媒質を

配置した人工誘電体周期構造をもつ新しいナノ構造体、ナノ材料となっている。このよう

な構造をもつ材料は、固体結晶中の電子がバンド構造をもつように、光に対してバンド構

造をもつようになる。つまり、空間周期構造を設計することにより、光の透過・散乱を人

工的に制御することが可能となる。フォトニック結晶を用いて光 add-drop フィルタ、光

導波路、高効率光変調素子、無閾値レーザーなど、今までにない新しい光デバイスの創出

や、これらを集積した光回路の実現に向け

ての研究が行われている。 

光絶縁体 光絶縁体

260 nm

Si　200 nm

SiO2 1 µm光導波路

図 2.8-2 ２次元フォトニック結晶スラブ

を用いた導波路の例[2] 

図 2.8-1 スラブ型 2 次元フォトニック結

晶の例。面外方向は空気との屈折率差に

より、面内方向ではフォトニック結晶の

性質から光の閉じ込めが発生する。 

 
2.8.2 材料の特徴 
 フォトニック結晶の形成には多くの方法

が考えられているが、作成された結晶はい

ずれも、フォトニック・バンドギャップ（光

の透過の禁止帯）の形成、人工的な欠陥の

導入、バンドギャップ端での光波の特徴的

な性質の利用、発光体の作りこみ、電流注

入による動作制御が可能などの特徴的な性

質を有している。 
また、光の伝播域でも大きな異方性、強

い分散特性をもち、これらを積極的に利用

することにより波長選択性や偏波選択性に

優れた発光素子を光集積回路内に組み込む

ことができる。 
一方、波長がちょうど禁制帯にある光は

結晶中を伝播できないが、人工的に線欠陥

等を導入すると、局所的にそれらの光の導

波が可能となる。 
このようにフォトニック結晶は光デバ

イスへ応用、特に光による小型大規模集積

回路の実現のためのブレークスルーになる

と期待されている。 
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2.8.3 研究開発の現状 
大きく分けて、２次元結晶と３次元結晶の２種類がある。 
 

（１） ２次元の例 
図 2.8-1 のようにシリコン SOI 基板上

で EB 露光とドライエッチングを組み合

わせて作成するスラブ型 Si フォトニッ

ク結晶の例や、同様に GaAs 基板上にピ

ラー構造を作成した例がある。 
また、強誘電体(ランタン添加チタン酸

ジルコン酸鉛結晶)を用いてピラー構造

を成長させ(レジストモールド・ゾルゲル

法)、電圧による屈折率のコントロールを

可能にしたフォトニック結晶の例がある

[1]。 
一方、図 2.8-2 のように２次元フォト

ニック結晶に線欠陥を導入して導波路を

作成した例[2] や、導波特性の異なるい

くつかの２次元フォトニック結晶を結合

した面内へテロフォトニック結晶も実現

されており、分光素子の微小化が図られ

ている[3]。 
（２） ３次元の例 
図 2.8-3 は、スパッタの成膜条件を最適

化することで、表面に凹凸を有する基板上

に、表面形状を維持したまま多層膜を形成

する方法（自己クローニング法）を用いて

作成されたフォトニック結晶の例[4]であ

る。図 2.8-4 のような Woodpile と呼ばれる

空間周期構造[5-7]や、Syntheic Opal と呼

ばれる SiO2 の球体を溶媒中で堆積させて

形成したもの[8]、InAs 量子ドットを埋

め込んだフォトニック結晶スラブ構造

[9]の例がある。 

図 2.8-4 Woodpile 型 3 次元フォトニック結

晶を利用した光導波路の例[6] 

図 2.8-3 自己クローニング法によるフォトニッ

ク結晶の作成例[4] 
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図 2.8-5 フォトニック結晶ファイバの

SEM 写真[10] 

これら以外にも、光の伝播方向に周期

性がないフォトニック結晶導波路の研究

も行われている。これは非常に細いファ

イバを多数束ねた構造（図 2.8-5）にな

っており、従来の光ファイバでは実現で

きなかった特性、例えば、任意の波長で

単一モード伝送、高い屈折率比の実現、

大きな開口数などが得られる。 
最近では多数の空気穴が規則正しく配

列した構造のクラッドを有する光ファイ

バは、すべてフォトニック結晶ファイバ

と呼ばれるようになっており、フォトニ

ックバンドギャップを持たないようなフ

ァイバの例もある。 
 
2.8.4 MEMS/NEMS への展開として期待される分野 
光の波長がナノスケールであるため、フォトニック結晶の研究開発は既に NEMS 研究

の一分野として大きな地位を占めている。また、フォトニック結晶の加工技術はナノレベ

ルであるため、これらの微細加工技術はそのままナノピラーやナノホール等の加工へ転用

可能となる。 
 
2.8.5 研究・開発における留意事項 
光の制御に必要な結晶構造には、ナノスケールでの精度が要求されるため、構造物の加

工精度が常に問題となる。そのため、自己組織化、自己クローニング法などの NEMS 構

造物作成に関する新しい手法の確立が、高精度のフォトニック結晶作成のための条件とな

る。 
光学設計には従来行われてきた幾何光学的な方法ではなく、波動光学的なアプローチが

必要となる。フォトニック結晶では系の大きさが光の波長オーダーになるため各種近似法

が成り立たない場合が多く、また最近になって、大規模な計算資源が比較的容易に得られ

るようになったこともあり、Maxwell方程式を直接離散化した時間領域有限差分法（FDTD
法）[11-12]を用いた数値計算による設計支援が積極的に行われている。 
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2.9  ナノポア材料  

2.9.1 材料分野の特徴  

ナノポア材料は材料中に構成される細孔構造が、ナノサイズからなる材料を指す。ここ

では、その代表的な研究開発の現状やその応用用途について述べる。  

 

2.9.2 研究開発の現状  

ナノポアを持つ代表的な物質としては石油化学触媒としてのゼオライトや、乾燥剤、脱

水材、触媒担体として使用されるシリカゲル等があげられる [1]。  

最近の研究で注目されている材料として、分子設計により細孔空間を制御した無機－有

機ハイブリット細孔体がある [2]。これは金属錯

体からなる 2 次元シートが有機架橋配位子によ

り架橋された構造をもつ結晶性の化合物である。

この材料は熱的安定性が低い金属錯体を構造安

定化できることと有機配位子を選択することに

よってナノポアの物理的及び化学的環境を制御

できること、更には有機配位子の分子サイズと

構造を制御することにより細孔空間の大きさを

制御することが可能である。このような材料で

はある相対圧で著しい吸着が誘起されることが

知られており、センサーやガス分離用の材料と

しての応用が期待されている。また、界面活性

剤がつくる分子集合構造を鋳型として細孔形状

を持たせる図 2.9-1 のメソ細孔性のメソポーラスシリカ膜 [3, 

法で作製されたメソポーラス膜は孔径 2～4nm の大きさで、均

り、分子篩い等の特性が期待されている。カーボン系の細孔と

表面積が 1000～2000m2/g の活性炭素繊維や、チューブの一

CNT 等もナノポアとしての機能を示すことが期待されている

種である先端が角状の形状を持つシングルウオールカーボンナ

部と外部への分子吸着が異なるとの報告があり、ガス分離膜等

応用が期待されている [6]。  

図 2.9-1 組

 

2.9.3 MEMS/NEMS への展開として期待される分野  

このようなナノポア材料の MEMS への応用で期待されてい

路を用いた DNA チップへの応用が進んでいる。この一つにシ
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メソポーラスシリカ膜の
4]も注目されている。この手

一な円筒状細孔を持ってお

して、1nm 程度の細孔径と

端または両端を開口させた

[5]。また、カーボン材料の 1

ノホーンでは、チューブ内

の「新たな吸着剤としての

織 [4] 

るものとして、マイクロ流

ークエンシング技術が上げ



られる。これは図 2.9-2 のようにナノポアに一本鎖 DNA を通過させ、その核酸塩基の違

いをモニターする技術である [7]。具体的にはα－ヘモリシンによって 2 分子膜状に形成さ

れたナノポアの両側に電解質を配し、一本鎖 DNA を入れておくと DNA はナノポアを通っ

て泳動する。その際の泳動時間と電流値変化によりシークエンシングさせる手法が提案さ

れている。また、図 2.9-3 にように長鎖の DNA を電気泳動法を用いて異なるサイズのナ

ノポアに通すことにより、様々なレオロジー特性が測定可能となることが報告されている

[8]。  

 

 

 

 

2.9.4 研究・開発における留意事項  

本応用で述べた DNA チップは今後ますます開発が進む分野であると期待される。今後

の発展には、材料－デバイス－生体分野の密接な協力体制が必要である。  

図 2.9-2 ナノポアを利用した一分子

DNA シークエンシング [7] 

図 2.9-3 ナノポアのサイズと通過す

る長鎖 DNA の関係 [8] 
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2.10 生体高分子 
2.10.1 概要 

DNA は、糖－リン酸骨格からなる２本鎖が水素結合によって 2 重らせん構造をとり、

その内側に核酸塩基がスタッキングする構造を持った高分子である。塩基のスタッキング

によるπ電子相互作用が電荷を移動させる可能性については、Barton と Turro ら[1]が電

子供与性と電子受容性の DNA 結合性金属錯体を DNA の両末端に修飾し、光励起するこ

とで分子ワイヤーになることを示唆してから盛んに議論されてきた。また最近、DNA は

自己組織化により DNA ネットワークを形成させることができ、ナノスケールの配線分子

ワイヤーとして DNA を利用した DNA 回路形成が試みられており、その電気特性の評価

も報告されている。基板電極上に伸長固定された DNA の電気測定も行われているが、研

究者により結果が様々であり結論に至っていない。  
また、たんぱく質にも自己組織化特性があり 2 次元結晶化膜を作成することができる。

この膜の性質は、たんぱく質の表面性質(電荷分布や分子間の相互作用)をコントロールす

ることで制御でき、集合形態の制御およびたんぱく質への二次物質(ナノ(金属)粒子)の付与

などのタンパク質を用いたナノ機能材料への展開が可能である。また、特性の化学物質と

反応することで酸化反応を生じ、電子を放出するなどの個々のたんぱく質の性質を利用し

たセンシングも実用化されている。 
 
2.10.2 材料の特徴 
 DNA は塩基間隔（0.34nm）を一定間隔として分子軸方向に塩基によってアドレス化さ

れた有機高分子であり、塩基の相補的性質に起因する自己組織化機能を有することが特徴

である。また、DNA は各塩基対のπ電子が分子軸方向にスタッキングしていることから、

それ自身が導電性高分子となることが期待されている。分子軸方向にならんだ塩基を利用

して、ナノ金属粒子などを一次元上に、ナノ間隔で配列するといったナノ分子配列用テン

プレート材としても活用することができる。 
 DNA と同様にナノ材料として使用する時のタンパク質の特徴は、それ自身で酵素や抗

体など特定の分子を認識する機能を持つことや自己組織化機能を持つことである。 
 
2.10.3 研究開発の現状 

DNA に結合させた電子供与体と電子受容体間の光電子移動に対して、超交換機構を仮

定した議論が多く報告されている。Barton と Turro ら[1]は電子移動速度の距離依存性を

表すβ値として、非常に小さな値(0.2Å-1)を得たとして DNA は導体であると報告した。こ

れに対して、Frienser[2]は理論計算でその妥当性を支持する結果を報告している。他方、

DNA が絶縁体に近いことを示す実験データ[3]、理論計算結果[4]も報告されており、導体

／絶縁体の双方の実験データがそれぞれ複数提出されている[5、6、7]。Lewis ら[8]は、
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Barton らが行った実験において DNA が任意に湾曲し、電子供与体と電子受容体が近接す

ることで導電性が生じていると仮定し、構造的に明らかなスチルベンヘアピン DNA を開

発し実験を行った結果、0.64Å-1を報告している。田中ら[9]は、DNA 中に固定されたアク

リジンに対して、グアニンによる距離依存性を 1.47Å-1と報告している。 
岡本ら[10、11]は、連続したグアニン配列がスタッキング効果によって、DNA 中で電子

を与えやすい働きをすることを実験的にも理論的にも報告している。DNA 中のホール移

動効率はグアニンの酸化損傷から評価できる[12-14]。ホール移動効率の塩基配列依存性の

実験から、グアニンホッピング機構が示唆されている[15、16]。また連続アデニン配列で

のホール移動を示唆する実験データ[17、18]も報告されている。 
Fink[19]らはネイティブなλ-DNA 分子の電気測定を行い、DNA は導電性高分子に匹敵

する抵抗値を持ち、半導体と同程の効率で電流を流すと報告している。測定は、図

2.10-1-(a) に 示 す low-energy 
electron point source(LEEPS) 
microscope が用いられている。λ

-DNA は図 2.10-1-(c)に示す穴付き

試 料 台 に ネ ッ ト ワ ー ク 状 ( 図
2.10-1-(b)) に 架 橋 す る 。 tip( 図
2.10-1-(d))は DNA 束を機械的に切

断し、GND されている試料台に対

して電子ポテンシャル差が与えられ

る。図 2.10-2-(a)は 600nm 長の切断

λ-DNA の I-V 特性であり、2.5ＭΩ

の抵抗値が得られている。切断DNA

図 2.10-2 λ-DNA の I-V 特性[19] 

スケールバーは 200nm。 
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30 基対からなる長さ 10.4nm の 2 重鎖オリゴ

の双方にチップが接触している状態での I-V 特性を図 2.10-2-(b)に示す。 

Porath ら[20]は、グアニンとシトシン

D

 
塩

NA 分子を、2 つの金属性ナノ電極間に架橋して電気特性を測定している。大気中での測

 



定結果(図 2.10-3)では非線形な I-V 特性が得られている(ギャップが 2V、抵抗は 4V に対し

て 3GΩである)。また、真空中(～10-6mbar)、-20℃以

下の測定においても、DNA に電流が流れたと報告し

ている。 
P.J. de Pablo ら[21]は、λ-DNA の電気特性につい

て

二重鎖 DNA(混合塩基)
を

構造が規定された DNA
分 形成し、伝導性探 で電気測

、第一原理電子構造計算と実験の双方から検証して

いる。鎖中に存在するシーケンスの変動によって電気

特性が強く減少することを計算より示唆している。ま

た、マイカ基板上でのλ-DNA 分子の電流測定(図
2.10-4、バイアス 10V、計測感度 1pA)を、電極までの

距離を変え繰返し行ったが、電流は計測されなかった。

DNA 鎖長 15μm の測定でも、12V のバイアス電圧を

加えたが、観測電流値は 1pA のノイズレベル

であった。以上より、抵抗率の下限値は 106

Ω･cm であり、計算結果と良い一致が得られ

たと報告している。 
A.J.Storm ら[22]も
ナノ電極間に配置し、電気特性を測定して

いる。図 2.10-5 に 300nm 間隔の金電極間に

固定された DNA の AFM 像を示す。10V の

バイアス電圧に対して観測された電流値は

1pA 以下であり、40nm のギャップを横切っ

て配置される DNA に対しても 10TΩの高い

抵抗値が観測された。この他、塩基対の組合

せや(混合塩基対、Poly(dG)-Poly(dC))電極と

DNA の接触点間距離(40-500nm)、基盤の種

類(SiO2、Mica)、電極材料(Au、Pt)、電界制

御場などのキーパラメータを変化させ同様の

測定を行っているが、いずれも高い抵抗値が

得られており、絶縁体であることを実験から

結論付けている。 
川合ら[23、24]は
子(50 塩基対)を用いて DNA ネットワークを

定を行っている。DNA は、連続 A（アデニン）と連続 T（チミン）の組合せである

Poly(dA-dT)・Poly(dA-dT)と ATAT･･と TATA･･の組合せである Poly(dA)・Poly(dT)、お
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.

スケールバーは 200nm。 
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よび、連続 G（グアニン）と連続 C（チトシン）からなる Poly(dG-dC)・Poly(dG-dC)お
よび GCGC･･と CGCG･･からなる Poly(dG)・Poly(dC)の 2 種類である。絶縁性基板であ

るマイカ上に形成した DNA 分子ネットワークを図 2.10-6 に示す。ネットワーク上の DNA
束は数本からなっている。 
電気測定(図 2.10-7-(a))は、

C･･と CGCG･･からなる Poly(dG)・Poly(dC)の 2 種類である。絶縁性基板であ

るマイカ上に形成した DNA 分子ネットワークを図 2.10-6 に示す。ネットワーク上の DNA
束は数本からなっている。 
電気測定(図 2.10-7-(a))は、AFM 伝導性探針へフォース(50nN)を掛けながら行われていAFM 伝導性探針へフォース(50nN)を掛けながら行われてい

1 画像の横のスケールは約 1.8μm。 

る

られたという報告は、電界効果ドーピング、化学

ド

る

られたという報告は、電界効果ドーピング、化学

ド

。高い確率でオーミックな I-V 特性(図 2.10-7-(c))が得られるが、G と C の DNA におい

て、約 20-30%の確率で図 2.10-7-(d)のような p 型の電気特性を得ており、G が４塩基中で

イオン化ポテンシャルが小さいこととの関連が示唆されている。一方で、川合らは Si 基板

上に形成した DNA ネットワーク(Poly(dA)・Poly(dT)、Poly(dG)・Poly(dC))のフェルミレ

ベル近傍の電子状態を光電子分光と X 線吸収分光を用いて調べている。また、川合らは

DNA ネットワークの電気抵抗に及ぼす DNA 分子鎖長の影響を図 2.10-7-(a)の方法で調べ

ている。図 2.10-7-(b)に示すように分子長が 100nm では、非常に高い確率でオーミックな

電気伝導が得られた報告している。  
ドーピングによって電気伝導特性が得
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ーピング（ヨウ素）、蛍光分子ドーピングの例がある。Si 基板上に形成した電極間に DNA
を伸長固定し、裏面から電界を印加した時の FET 特性が、A－T、G－C の組み合わせに

ついて調べられている。A－T－FET では、ゲート電極に正のバイアスを印加するとドレ

イン電流の増加が見られ、ｎ型の特性が認められたのに対して、G－C－FET ではｐ型の

電気特性が認められたと報告されている。G と C が交互に並んだ合成 DNA(dG-dC)にヨウ

素ドーピングを行った

結果、ドーピング前後

で電気抵抗が 1011Ωか

ら３×107Ωに減少し

たことが報告されてい

る。DNA には様々な

蛍光色素が修飾可能で

あることから、これら
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の付与が試みられている。塩基スタックの間にインターカレートする DNA 蛍光マーカの

一つであるアクリジンオレンジ(AO、約 10 塩基対毎に 1 分子がインターカレート)によっ

て修飾された DNA(dG-dC)をマイカ上に形成、光照射(Xe ランプ(12mW/cm2))を行い、図

2.10-7-(a)に示すような金コートした導電性AFMチップ－DNA－金電極間で I-V特性を測

定することで、光電流の増大が確認されたと報告している。 
 導電性を期待される生体高分子としてはタンパク質が他にあり、自己組織化特性を利用

したドランジスタの概念が提案されている。フェリチンと呼ばれるたんぱく質は籠のよう

な構造を持ち、その内部に鉄を酸化鉄の状態で溜め込む性質をもっており、生体内で鉄を

貯蔵する役割を担っている。フェリチンは、遺伝子工学やタンパク質工学を利用すると分

子表面の電荷を調整することができ、配列(自己組織化)することができる[25]。ファリチン

は鉄を貯蔵することができるため、内包鉄粒子を量子ドットと見なして、フェリチンに配

列させることでトランジスタが形成できる。 
 
2.10.4 MEMS/NEMS への展開として期待される分野 
生体分子の従来知られていない性質を発見し、それを利用して新しい機能システムを構

築するためには、まず生体分子を計測する手段を確立しなければならない。それも従来の

ような分子の集合としての統計的性質でなく、21 世紀のナノテクノロジー時代では単一分

子、あるいは数分子の性質をそのまま利用することが期待されている。走査型プローブ顕

微鏡をベースとした各種プローブ技術は、ナノ物質へ物理的に直接触針できる技術である

ため、ナノ物質計測技術として確立されているが、生体分子の計測に関しては確立された

ものがない。生体分子の計測に関しては、それに適したプローブを開発する必要があり、

MEMS/NEMS 技術の適用が不可欠である。プローブ自体は従来の走査型プローブ顕微鏡

のプローブのような単一のプローブでなく、複数のプローブを有するマルチプローブの開

発が期待されている。マルチプローブも従来開発されているような同一の機能を有するプ

ローブが多数形成されているようなものでなく、計測やマニピュレーション等の機能によ

って異なった形、機能のものを集積する必要があると考えられる。生体分子計測に関して

重要なことは特性の再現性、統一性ということであり、MEMS/NEMS 技術で是非標準的

な計測技術を開発したいところである。 
生体分子の機能解明により期待されている分野には下記のものが挙げられる。 

 
DNA を用いた応用分野： 
・自己組織化特性を利用した電気回路、トランジスタ 
・化学物質との吸着特性を利用したバイオセンサー 
タンパク質を用いた応用分野： 
・トランジスタ 
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・バイオセンサー 
 
2.10.5 研究・開発における留意事項 
 DNA の自己組織化特性を利用した回路作製法には、真空雰囲気や高電圧等の設備や装

置が必要となる高価な電子線リソグラフィー法に対して、安価で容易なデバイス作製が可

能となる利点がある。しなしながら、現在のところ DNA の基礎的な電気特性すらまだ完

全に明瞭になっておらず、実用化には時間を要すると思われる。また、研究組織・開発方

針としては、複数の大学・研究組織、複数の分野(生物・電気・機械など)にまたがった学

際的な研究/開発体制が必須である。 
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2.11 強誘電体 
2.11.1 概要 
 強誘電体は自発的分極を持ち、かつ外部電場によりその方向性が反転可能な物質であり、

最初の発見は、1921 年のＪ.Valasek によるロッシュ塩まで遡る。強誘電性は発生の機構に

よって変位型と規則･不規則型に分かれ、変位型の代表にはペロブスカイト酸化物の BaTiO

３、Pb(Zr,Ti)O３（PZT）、SrBi２Ta２O９（SBT）などがある。規則･不規則型ではロッシュ塩

などがある。また､強誘電体液晶、強誘電体ポリマーも見出されている。 
 
2.11.2 材料の特徴 
 強誘電体は、分極履歴現象（ヒステリシス）を持ち、この分極が温度、圧力など外部摂

動によっても変化し、強誘電体では圧電効果、焦電効果が顕著である。また、電場印加に

よる光学定数が変化する電気光学効果も顕著である。高い誘電率を利用して固体コンデン

サ素子に、圧電性を利用して各種のトランスデューサや記憶素子に、圧電性光学結晶とし

て電気光学素子や非線形光学素子に、焦電効果を利用して赤外線素子にと広い分野に適用

されている。 
 
2.11.3  研究開発の現状 
 近年、強誘電体薄膜を用いた半導体超集積化メモリが注目され、研究開発が非常に盛ん

である。大きな誘電率や分極履歴現象を有する強誘電体を蓄積キャパシタやトランジスタ

ゲート絶縁膜部に用いることにより、DRAM メモリの更なる高集積化や、不揮発メモリが

低駆動電圧で高集積化・高速化でき、従来の素子限界のブレークスルーが可能となる[1,2,3]。
数百ｋビット以下の小さなメモリーについては、非接触ＩＣカード用やゲーム機器用とし

て既に大量生産され始めている。しかし、強誘電体材料は一般に複数の金属元素を含む酸

化物からなり、従来の半導体デバイス工程においては汚染物として嫌われていた元素も含

まれているので、メモリーをさらに大容量化するためには長期信頼性の問題など解決すべ

き課題も多い。 

 

 

 

図 2.11-1 強誘電体薄膜メモリの基本構造
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 アクチュエータへの応用についても研究が盛んである。特に、MEMS 用には薄膜化技術

が重要である。厚さ方向の分極が得られる強誘電体 PZT 膜を Pt バッファーを有するシリ

コン上に作成し、面内分極用の膜を ZrO2 で不動体化した強誘電体および反強誘電体薄膜が

製作されており、d31 モードでなく、d33 モードの曲げ素子を可能にし、デバイス性能を２

倍に向上した例がある[4]。また、d33 モードで動作する片持梁アクチュエータも作成され、

100Ｖで駆動すると、長さ 280μm の片持梁は 30μm の大きな下向きチップ変位を示した

[5]。シリコンをベースとしたデバイスに PZT を組み入れる際に、エッチストップ層、およ

びシリコンへの鉛拡散を防止する工夫として、白金電極とストップ層 Si3N4 との間に TiO2
層を挿入し安定な電極構造を作成した例がある[6]。低温成膜には、ゾルゲル法をはじめと

する化学溶液から微粒子や薄膜を形成する方法、いわゆる CSD（Chemical Solution 
Deposition）法などが注目され多くの研究がなされている[7]。 
 
2.11.4  MEMS／NEMS への展開として期待される分野 
 強誘電体材料の MEMS／NEMS への応用は、Si モノリシック超音波センサ、焦電型赤

外線 FET、光変調素子、光スイッチ、光偏向素子、マイクロモータ、マイクロカンチレバ

ー・ダイアフラムなどが挙げられる。これらは薄膜化技術の進歩により優れた性質を持つ

強誘電体薄膜が種種の基板上に製作できるようになったために実現できた。しかし、現在

の薄膜化法でも、高基板温度、基板へのダメージ、配向性制御、膜厚低減など克服すべき

点も多い。これらの問題が解決され、用途に応じた最適の強誘電体薄膜ができれば、その

発展が飛躍的になると期待される。 

    

図 2.11-2 ﾏｲｸﾛ超音波ｾﾝｻ / ｱｸﾁｭｴｰﾀ         図 2.11-3 光変調器 
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2.12 low-k 材料 
2.12.1 概要 
 low-k（低誘電率）層間絶縁膜材料は次世代の LSI 配線用材料として開発が盛んに行われ

ている。半導体マイクロプロセッサのような高性能デバイスでは、130ｎｍノードを境にし

て、配線遅延が LSI の動作速度を大きく左右し、製造プロセスの主役が配線技術に移行し

ている[1]。ITRS Loadmap[2] によれば、65ｎm ノードの配線技術は 2007 年に開発を完了

し、先端デバイスへの適用が始まると予想されており、これに向け、ｋ＜2.5 の low-k 膜の

開発が目標となっている。 
 
2.12.2 材料の特徴 
 low-k 材料としては、従来の SiO2 膜に元素を添加する方法では低誘電率化は困難なため、

パリレン製法やテフロン系、ポリイミド系のような新たな有機材料を選択するか、SiO2 系

膜に空孔を形成する多孔質化の方向が検討されている。一般にパリレンなどの有機膜は機

械的強度や接着性が弱いため、配線プロセスとの整合を取るのが課題となる。多孔質化に

ついても、低誘電率化のためには膜中にナノスケールの空孔を有することが必要で、機械

的強度は従来の SiO2、SiOF 膜に比べて低く、密着性も弱いという同様の課題がある。 
 
2.12.3  研究開発の現状 
 半導体 MIRAI プロジェクトの 2003 年度成果報告[3]では、①プラズマ重合成膜技術、②

ポーラスシリカ材料技術の成果が報告されている。プラズマ重合リアクタは 300mm ウエハ

成膜対応で、広範な原料対応可能な供給系を装備し、In-situ プラズマ分析用に質量分析装

置を備えている。低エネルギー電子で原料を活性化し、骨格分子を結合させて高分子化す

る。同時に修飾分子を供給することで特性制御を図っている。DVS-BCB/DVB 共重合を実

証し比誘電率 2.7 を得ている。周期構造ポーラスシリカ膜の製造に関しては、界面活性剤に

よる空孔径の制御やテトラエトキシシラン(TEOS)処理による膜収縮の制御を行い、低誘電

率膜（比誘電率 2.0）を得ている。米国の半導体研究コンソーシアムである International 
SEMATECH は有機シリカ系 low-k 材料（比誘電率 2.2）を用い配線パターンを形成したテ

ストウエハを販売している[4]。このテストウエハを用いることで半導体製造工程の検討が

容易になる。比誘電率 2.25、弾性率 10Gpa のポーラスシリカ系 low-k 材料を用いた 65ｎ
ｍ世代 LSI 用の Cu 多層配線プロセスの開発事例として、４層配線の信頼性実証の報告も

出てきている[5]。 
 
2.12.4  MEMS／NEMS への展開として期待される分野 
 NEMS プロセスの構築に半導体プロセスの応用を考えるとき、多層配線材料として、将

来、low-k 材料が有用になると考えられる。 
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          図 2.12-1 プラズマ重合成膜装置 
 

 
          図 2.12-2 ポーラスシリカ膜製造方法 
論文リスト 
1) 小林 伸好：電子材料 12 月号別冊 pp.61-67（2003） 
2) ITRS Roadmap, 2001 Edition, pp.263 
3) http://www.miraipj.jp/ja/result/030704/05.pdf 
4) http://www.jsr.co.jp/wnew/wn020603.html 
5) http://www.pr.fujitsu.com/jp/news/2003/06/25-2.html 
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2.13 スピントロニクス材料 
2.13.1 概要 
 従来のエレクトロニクスは、電子の電荷のみを利用するものであった。しかし、電子は

電荷のほかにスピン量子数を持つため、伝導電子は磁化と相互作用を持つ。この相互作用

を積極的に利用しようという研究分野をスピントロニクスと呼び、ナノテクノロジーの代

表的分野となっている。1988 年に GMR(Giant Magneto-Resistive)効果が A.Fert[1]らによ

り発見されて以来、研究開発は一気に加速し、各国で国家プロジェクトとして開発が進め

られ巨額の研究費が投じられている。素子の磁気構造はその電気伝導性にあまり大きな影

響を与えないというのがエレクトロニクスでの共通の認識であったが、この現象の発見に

よってその認識は覆されることになった。1997 年の IBM による GMR ヘッドの導入は、現

象が発見されてから９年という速さであり、この分野へのリソース投入がいかに大きかっ

たかを物語っている。現在は、不揮発性半導体メモリーや磁気 FET(Field Effect Transistor)
へと応用分野も広がりを見せている。 
 
2.13.2 材料の特徴 

GMR 膜[2]は数 nm 厚の金属磁性層（FM）と 0.9～3nm の非磁性金属層（NM）を多層

化した構造である。金属磁性膜としては、Co や CoFe、パーマロイが代表的な材料であり、

非磁性層としては Cu が用いられる。さらに詳しく述べると、GMR 膜は２種類に分けるこ

とができ、人工格子膜とスピンバルブ膜がある。前者は、FM と NM を交互に数十層積層

した構成を持ち、磁気抵抗変化率が最大で 70％と大きいが、飽和磁界が数ｋ～10kOe 以上

と大きく、大きな磁界を印加できる一部のセンサ等のみに用いられる。一方後者は、反強

磁性層(AF)/FM1/NM/FM2 という基本構成である。AF/FM の磁化反転磁界は大きく、使

用磁界範囲内では磁化は向きを変えない。一方、FM2 はソフト磁性を有し、印加磁界によ

り、その磁化の向きを変えることができる。そのため、磁界感度は良好で磁気ヘッドに利

用されている。GMR 膜の抵抗率は、隣り合う磁化の相対角度で決まり、平行の時に抵抗率

は最小になり、反平行の時最大の抵抗率となる。 
最近では、 GMR 膜よりもさらに大きな磁気抵抗変化率を示す TMR(Tunnel 

Magneto-Resistive)膜が開発され、この分野の研究の中心になっている[3,4]。TMR 膜の構

成は、GMR スピンバルブ膜の非磁性金属膜を絶縁膜で置き換えた構成である。絶縁膜は、

Al を種々の方法で酸化させた Al 酸化膜で、0.7～2nm 程度の厚さである。GMR スピンバ

ルブ膜の抵抗変化が 10％程度であるのに対し、TMR 膜では 50％以上の抵抗変化が報告さ

れている。 
以上は、金属強磁性体スピントロニクス材料であるが、近年、化合物半導体へと材料面

でも広がりを見せている。Ⅲ－Ⅴ族の GaAs や InAs に強磁性の Mn をドープする。Mn は

アクセプタとして働き、正孔を生じる。低温分子線エピタキシー法により、Mn を固溶度以

上に且つ一様にエピ成長させると、強磁性を生じる。Mn は反強磁性的に配置するので、こ
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の強磁性は、正孔に誘起されたものと考えられる。したがって、電場や光で正孔密度を変

えることで、磁性を変化させることができる。実際に、(In,Mn)As をチャンネル層とする

FET を作製し、電界により正孔密度を変化させ、飽和磁化、キュリー温度および保磁力を

制御できることが示された[5,6]。従来の半導体プロセスと融合しやすいことから、メモリ

やセンサ、光デバイスへの応用の期待が大きい。 
 
2.13.3 研究開発の現状 
磁気ヘッド、センサ 
 ハードディスク（HDD）の容量トレンドは 1990 年まで年率 50％であったが、90 年代前

半から増加率は上昇傾向にある。DRAM(Dynamic Random Access Memory)のトレンドが

減速傾向にあるのと対照的である。  
ハードディスクのデータ密度増加をもたらしたブレークスルーは 1997 年に IBM が導入し

た GMR ヘッドである。GMR ヘッドを読み出しに使うことで、100Gbit/平方インチ の記

録容量が可能となった。このように GMR ヘッドは、今ではもっとも最初に成功したスピン

デバイスと見なされるようになった[7]。HDD 用のヘッドだけではなく、磁気テープ用の読

み出しヘッドや車載センサへの応用も検討されている[8,9]。さらに TMR 膜の HDD 読み出

しヘッドへの応用も検討されている。TMR 膜は GMR 膜よりも抵抗変化率が大きいが、抵

抗値を小さくすることが難しいことが課題である[10,11]。抵抗値が大きくなるとカットオ

フ周波数が小さくなり高転送レートが実現できず、さらにショットノイズが大きくなり S/N
が小さくなる。例えば、100Gbit/平方インチ の記録密度を実現するためには、数Ω･μm2

の抵抗値が必須である。TMR 膜の抵抗値は、トンネル絶縁膜である Al 酸化膜の厚さに指

数的に比例し[12]、Al の酸化方法にも大きく依存する。自然酸化や各種のプラズマ酸化、

ラジカル酸化法が検討されている。数Ω･μｍ2 の抵抗値を実現するためには、0.7～0.8nm
の絶縁膜厚を実現する必要があるが、このような極薄膜になると膜を作製する面の表面粗

さを良好にする必要があり、ガスクラスタイオンビームを用いた平坦化も行われている[13]。 
メモリ 
 TMR 素子をメモリとして用いる MRAM(Magnetic Random Access Memory)は、次の点

で従来の半導体メモリよりも優れていると考えられる。まず、読み書きの速度は DRAM 同

等であり、磁気メモリゆえの不揮発性という大きな特徴を有している。さらにスピン反転

による書き換えのため、1015 回にもおよぶ高い書き換え信頼性を有している。すなわち

DRAM とフラッシュメモリの両方の利点を兼ね備えた夢のメモリである。IBM やモトロー

ラにより既に試作品の発表があり[14,15]、特にモトローラは 2004 年までに 256Mb の開発

を行うと発表している。しかし、課題は多く、薄いトンネル絶縁膜の信頼性、熱揺らぎや

耐熱性、書き込み磁界低減等、課題は多い[16]。さらに TMR 膜加工時に酸化膜壁面に再付

着が生じ、電流リークの原因となっており、不揮発性金属の RIE(Reactive Ion Etching)法
が提案されている[17]。 
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トランジスタ 
 DRAM やハードディスク以外にも多くの先進的な研究が行われており、ここでは、スピ

ン電界効果トランジスタ（FET）を紹介する。スピン FET は 1990 年に、S.Datta と

B.A.Das(当時は Purdure 大学)によって提案された[18]。スピン FET ではソースとドレイ

ンが強磁性体になっている。半導体２次元ガスチャネルは、強いスピン軌道相互作用を示

す材料であり[19]、ゲート電圧の強弱で伝導電子のスピン回転を制御することができる。ゲ

ート電圧を加えていない場合は、ソースから電子がスピンの向きを保ったままチャンネル

を通過しドレインへと移動する。このように電流が流れるのはチャンネル内の電子スピン

の向きとソースの電子スピンの向きが一致しているおかげである。一方、ゲート電圧を加

えた場合は、生じた電場によりチャンネル内の電子スピンの向きがドレインとは逆になる

ので電子の移動が起こりにくくなり、電流が流れにくくなる。半導体中のスピン反転速度

は速く、10-12sec オーダの超高速トランジスタが原理的に可能である。現在の技術では、オ

ール金属で集積回路を実現することは困難であり、スピン FET のような半導体ベースの技

術は応用上重要である。しかし、スピン FET は室温で動作可能なものは実現していない。

スピン FET を実現するためには、スピン注入に関する問題を解決する必要がある。金属磁

性体から半導体へスピンを注入する時、界面で大きな散乱が起こり注入効率を上げること

が難しい。この解決のために、界面にトンネル絶縁膜を設ける方法が提案されている[20]。 
 
2.13.4 MEMS/NEMS への展開として期待される分野 
 スピントロニクス材料は、ほとんどの場合、先進の微細加工技術の適用が必須であり、

ナノテクノロジーのドライビング・フォースとしての役割を担っているが、狭義での

Si-MEMS への適用例は今のところ無い。もちろん広義の MEMS としては磁気ヘッドがあ

り、GMR ヘッドは既に廉価版の PC にも搭載されている。スピントロニクスの分野は

DRAM の最先端技術と比較しても見劣りしない技術がたくさん使われており、ナノテクと

いう観点からは重要であるが、材料や必要な加工技術が高度すぎるため、MEMS には適用

しづらい面があるようだ。 
 
2.13.5 研究開発における留意事項 
 TMR 素子の加工に新しい方法があることを示したが、既にそれらの技術は実用化レベル

にある。薄膜の表面粗さを小さくするガスクラスタイオンビーム、磁性遷移金属ノンボラ

タイル材料の RIE、1nm という極薄酸化膜の形成方法といった先進の加工技術は、将来の

NEMS デバイスへ適用できる可能性があり、技術動向を注目する必要がある。 

 54



 55

 
論文リスト 
[1] M.N.Baibich, J.M.Broto, A.Fert, J.Nguyen Van Dau, F.Petroff, P.Etienne, G.Creuzet, 
A.Friederich and J.Chazelas: Phys.Rev.Lett. 61(1988)2472 
[2] 巨大磁気抵抗効果の新展開、特集号：固体物理、32(1997) 
[3] T.Iyazaki and N.Tezuka: J. Magn.Magn.Mater.,139(1995)L231 
[4] 宮崎照宣：日本応用磁気学会誌、Vol.20, N0.5, (1996)896 
[5] 大野裕三、大野英男: FED Review, Vol.1,No.23(2001) 
[6] Hideo Ohno: J.Magn.Magn.Mater., 200 (1999)110 
[7] 松崎 幹男：応用物理、 第 68 巻、第１号、 pp.0062-0067（1999） 
[8] P.P.Freitas, F.Silva, N.J.Oliveira, L.V.Melo, L.Costa, N.Almeida:Sensoers&Actuators 
81(2000)2-8 
[9] M.Taguchi, Y.Kawano, 
[10] K.Shimazawa, O.Redon, N.Kasahara, J.J.Sun,  K.Sato, T.Kagami, S.Saruki, 
T.Umehara, Y.Fujita, S.Yarimizu, S.Araki, H.Morita  and M.Matsuzaki, IEEE Trans. 
Magn. MAG-36 (2000)2542 
[11] K.Shimazawa, J.J.Sun, N.Kasahara, K.Sato, T.Kagami, S.Saruki, O.Redon, 
Y.Fujita, T.Umehara, J.Syoji, S.Araki and M.Matsuzaki, IEEE Trans. Magn. MAG-37 
(2000)1684 
[12] 例えば、矢尾崎和也、上条誠、新関智彦、山本直志、久保田均、安藤康夫、宮崎照宣：

日本応用磁気学会誌、Vol.25, (2001)771 
[13] J.J.Sun, K.Shimazawa, N.Kasahara, K.Sato, T.Kagami, S.Saruki, S.Araki and 
M.Matsuzaki: J.Appl.Phys. 89(2001)6653 
[14] M.Durlam, P.Naji, A.Omair, M.DeHerrera,  J.Calder, J.M.Slaughter, B.Engel, 
N.Rizzo, G.Grynkewich, B.Bucher, C.Tracy K.Smith, K.Kyler, J.Ren, J.Molla, B.Feil, 
R.Williams and S.Tehrani: 2002 Symp. On VLSI Circuits Digest of Technical 
Papers(2002)158 
[15] S.S.P.Perkin, K.P.Roche, M.G.Samant, P.M.Rice, R.B.Beyers, R.E.Scheuerlein, 
E.J.O’Sullivan, S.L.Brown, J.Bucchigano, D.W.Abraham, Yu Lu, M.Rooks, 
P.L.Trouilloud, R.A.Wanner and W.J.Gallagher: J.Appl.Rhys.,89(1999)5828 
[16] 宮崎照宣：電子技術,2003-5,p34,（2003） 
[17] 小林明子、前原大樹、長田智明、原市聡、長浜太郎、福島章雄、鈴木義茂：日本応用

磁気学会学術講演、18pA-1(2003) 
[18] Datta and B.Das: Appl.Phys.Lett., 56(1990)665 
[19] Y.A.Bychkov and E.I.Rashba: J.Phys.C,17(1984)6039 
[20] E.I.Rashba: Phys.Rev.,B62(2000)R16267 

http://www.nims.go.jp/apfim/pdf/Al_3DAP_materiaJ.pdf


2.14 導電性ポリマー 
2.14.1 概要 
導電性ポリマーは共役二重結合を持つ高

分子材料で、電解液中の酸化・還元反応に

伴うイオンの移動で生じる可逆的な体積変

化を利用したアクチュエータが作成されて

いる。代表的な材料として図 2.14-1 に示す

ように、ポリアセチレン(PA)、ポロパラフ

ェニレン(PPP)、ポリピロール(PPy)、ポリ

チオフェン (PT) およびポリアニリン

(PANi)等があげられる。 
導電性ポリマーはその動作原理から、電

気化学的な酸化還元反応で動作するタイプ

と、化学的な酸化還元反応で動作するタイ

プの２種類がある。電気化学的な酸化還元

反応で動作するもの（例えばポリアニリン）

は、フィルムを酸化すると伸び、還元する

と収縮する。酸化還元によるドーパントの

出入りにより伸縮が起こる。 
一方、化学的酸化還元反応で動作するも

の（例えばポリピロール、ポリエチレン、

ポリチオフェンなど）には、浸漬している

溶液に対しての酸化還元反応によりドーパ

ントの出入りが発生して膜の伸縮が起こる。 

n

n

N
H

n

S n

N
H n

図 2.14-1 主な導電性ポリマーの分子構造。

上から、ポリアセチレン(PA)、ポリパラフ

ェニレン（PPP）、ポリピロール(PPy)、ポリ

チオフェン(PT)、ポリアニリン(PANi)。 

 
2.14.2 材料の特徴 

導電性高分子は電気化学的、または化学的な酸化還元反応により可逆的に体積変化を発

生させることが可能、すなわち単体で可逆動作を行えるため、形状記憶合金をアクチュエ

ータに応用する際に必要なバイアスバネ等の復元機構を別に組み込む必要がない（二方向

性素子）。さらに、動作のために必要な外部電圧も数 V 程度と他の静電アクチュエータ等

と比較して大変低いという特徴がある。ただし、動作速度が緩慢なため、高速動作を要す

るアクチュエータには適さない。 
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導電性ポリマー

下部基板に固定した板

可動板

電圧印加前 電圧印加中

図2.14-2 立方体を導電性アクチュエータで組上げるデバイスの例[1]

 

2.14.3 研究開発の現状 
（１） アクチュエータ応用 

導電性ポリマーの MEMS アクチュエー

ターへの応用には、PPy-Au バイモルフを

用いた自己組み立て可能な微小構造体の例

がある[1]。図 2.14-2 のように一面がシリ

コン基板に固定され、残りの５面が可動面

になっている。各面は PPy-Au バイモルフ

で結合されており、対向電極には ITO 透明

電極を用いている。これら全体をドデシル

ベンゼンスルホン酸ナトリウム水溶液中に

浸漬し、電圧印加することで PPy の酸化還

元をコントロールし、初期状態（酸化状態）

から立方体を組み上げる（還元状態）。印加

1 あり、組み立て時間は 0.5～10 秒程度である。この他にも、２

イモルフ型マイクロピンセット[2]の例や、PPy/PE バイモ

ル

図 2.14-3 PPy/PE バイモルフ素子の動作曲

線。片端自由のはり構造で、厚さを変えた

場合の電圧印加時間とはりの曲率を示し

ている[3]。 

電圧は- .0～0.35 V の間で

組の導電性ポリマーを用いたバ

フ素子[3 ]の作成例がある。いずれも動作には分単位の時間がかかり速度は遅い。[3]の
例では図 2.14-3 に示すように動作に分単位の時間を要している。 
 またパーフルオロカルボン酸イオン交換ポリマーのフィルムの両側に、めっきによるAu
電極を形成したアクチュエータも作成されている[4]。電極に電圧印加すると陽イオンの移

動によりフィルムが水で膨潤し、体積変化が起こり、屈曲動作を行う。 
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導電性ポリマーのうち、ポリアニリンについて溶媒の種類によって変形動作がどのように

変化するかを調べた研究もある[5]。これによると変形の大きい順に HClO4 = HBF4 > 
H2SO4 = HCl という結果が、また変形速度の大きい順に HClO4 = HCl < HBF4 < H2SO4 =
HCl という結果が得られている。 
 

 

とで、バッテリーのエネルギー密度の向上を目指した

発も行われている。 
高分子 EL（Electroluminescent）の開発も盛んで

あ

レイの開発が行われている[7]。 
 

るか等の問題がある。また比較的微小な電圧で動作し、また柔軟

材

2.14.3 でも述べたが、アクチュエータ応用以外にも、誘電率の高い（10～100 S/cm）ポ

子コンデンサの例や、ポリアセ

（２）アクチュエータ以外への応用 
アクチュエータ以外への応用は非常に活発に行われている。どれも導電性、柔軟性、そ

して軽さを生かした応用になっている。 
例えば、スーパーキャパシターの電極材に電子導電性ポリマーを使用することにより、

従来より 10 倍弱の容量増が期待されている[7-8]。また、2 次電池のリチウムイオン電池

の電解質をイオン導電性ポリマーに置き換えることで液漏れを防ぐ応用や、さらに、電極

材を電子導電性ポリマーに変えるこ

開

一方、電子導電性ポリマーを用いた

る。既に発光色に関しては赤、緑、青の三原色が得られているので、大型で、かつ真空

室を必要としない高密度、高精彩ディスプ

2.14.4 MEMS/NEMS への展開として期待される分野 
 導電性ポリマーは駆動原理が分子レベルであるので、MEMS、NEMS オーダーの構造

物への応用の点において原理的な困難はない。ただ実装上では、ポリマーに Au 等の電極

をどのようにスパッタす

料であるという点も重要である。導電性ポリマーのこのような生体適合性の高さにより、

生体内での MEMS アクチュエータ材料としての展開が期待されている。実際マクロな系

では人工筋肉への応用等[8]がなされている。 
 

リピロールをコンデンサの誘電体として用いた機能性高分

ン（PAS）の高い導電率を利用した携帯端末用の 2 次電池への応用例など、既に実用域に

達しているもの、またポリフェニレンビニレン（PPV）のエレクトロルミネッセンスを利

用した有機 EL ディスプレイ（OEL）の例、ポリチオフェン、ポリフェニレンビニレン等

を利用した有機トランジスタ、プリンタブル集積回路等への応用など、アクチュエータ応

用以外についても、実用化に向けての展開は幅広い。 
 
2.14.5 研究・開発における留意事項 
 MEMS 応用で使用されている導電性ポリマーは、基本的に溶液中、あるいはドーパント

気体内でのみの動作という制限がある。動作速度については、化学的酸化還元で動作する
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アクチュエータは動作速度が遅く（文献[1]の例では秒のオーダー）、高速動作に適さない。

一方、電気化学的酸化還元で動作するアクチュエータは比較的動作が速い。 
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2.15 超塑性材料 
2.15.1 概要 
超塑性とは、ある種の多結晶固体材料が、融点よりもかなり低い温度で力を加えると、

基本的特性を損なうことなく大幅に変形し、あたかもチューインガムのように伸びる性質

のことである。多結晶の結晶粒が数μm 以下で、高温変形中に結晶粒成長を阻止するため

に２相組織か微細分散粒子が存在すると、適当な高温で一定歪速度のもとで超塑性現象は

発現する。超塑性材そのものを金型で部品に加工するような用途と、超塑性材を金型にす

る用途があり、MEMS/NEMS の観点からはインプリント法の金型としての期待が大きい。 
 
2.15.2 材料の特徴 
 超塑性は金属やセラミックスが水飴のように巨大伸びを示す現象として知られており、

現在では 8000%以上の伸びを示す超組成合金が見出されている[1]。超塑性は微細結晶粒

超塑性と動的超塑性とに大別され、一般に超塑性と呼ぶときは前者をさすことが多く、そ

のときの流動応力σとひずみ速度εの間には 
mKεσ =  

という関係がある。超塑性材の m 値は 0.3 以上であり、実用超塑性材では 0.5 程度である。

下表に今まで開発されている超塑性材をまとめておく。 
 種類（(かっこ内の元素のあとの

数字は混合割合) 
超塑性温

度(℃) 
伸び率 備考 

AA2004Supral(Cu6,Zr0.5) 
Al3Zr 微細分散粒子 

420-450  未再結晶組織を高温で

加工中に超塑性が発現 
A5083(Mg4.5,Mn0.7,Cr0.15
) Al3Zr 微細分散粒子 

450-530  高耐食性 
ア
ル
ミ
合
金 A7475(Zn4.5,Cu1.6,Mg2.3) 

Al18Mg3Cr2微細分散粒子 
516 780% （商品名 KS7475）神戸

製鋼 
Ti-6Al-4V 890-920   

Ti6242(Al6,Sn2,Zr6,Mo2) 900-930   

金
属 

Ti

合
金 

SP-700(Al4.5,V3,Fe2,Mo2) 750-800  NKK にて開発。 

ジルコニア 1450℃ 
1200℃ 

150％ 
200％ 

不純物添加で温度、加工

時間を改善した場合 
アパタイト 1000℃ 200％ 高温で分解 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス 

窒化ケイ素 ＋ 
 炭化ケイ素 

1600℃ 200％ 高温で昇華 
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ジルコニア ＋  
 アルミナ 

1450℃ 200％ アルミナ 90%でも超塑

性が発現 
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス 

アルミナ 
 

1300℃ 60％  

 硬度に関しては、ニッケルの無電界メッキでも添加物によって硬度Ｈｖ750 程度（熱処

理によっては硬度Ｈｖ1000 程度）と硬いものができるが、超塑性材はセラミックス系で

Hv1400程度とさらに硬く、Ti合金系Ti-６Al-４Vは超硬合金として知られているもので、

金型用途などではメッキ金属よりも耐久性に優れたものを作製することができる。ただし

超塑性変形の条件によっては強度が落ちることもある。 
 
2.15.3 研究開発の現状 

ナノインプリント用金型 • 

• 

 Si(001)基板に幅 0.1～10μｍの V 溝を異方性エッチングで作製した Si 母型に対して、

Ａｌ-78Zn 合金を超塑性加工することにより、その充填率と V 溝底部の曲率半径を評価し

た研究が報告されている。平均粒径は 1.2μm のもので行った実験では、V 溝幅と粒径が

接近するにつれて成型が不均一でほとんど困難になることが報告されている。微細結晶粒

超塑性合金の変形機構は、結晶粒界すべりとそれに付随する粒の回転、粒界近傍の動的挙

動であり、加工精度は基本的には粒径に依存している。一方 La 基や Pd 基の金属ガラスに

よる同様の実験では、V溝幅1.5μmおよび0.2μmにおいてそれぞれ充填率96.1％、72.8%、

先端曲率 400nm,170nm が得られており[2]、金属合金超塑性材よりも良好な微細成型性を

示した。金属ガラスではガラス遷移温度において急激な粘性低下を起こし、低応力下で完

全ニュートン粘性流動を示すため良好な巨大伸び変形が得られることが分っている。しか

しながら、インプリント用金型として利用する場合には、充填率を 100%に近づける必要

があり、さらなる材料、加工条件の改良が必須である。 
 

超塑性材による微小部品・成形加工 
 超塑性材を金型によって成型し、直径 1mm の歯車を加工した例が報告されている[3]。
ワイヤ径 0.05mm の放電加工機を用いて作製した金型に対して、超塑性材を鍛造によって

加工する。この程度の大きさでは、金型側の加工精度が問題であり、結晶粒径の小さい材

料で金型を作製することが要求される。超塑性材による成形加工は、従来の切削加工や放

電加工に比べて生産性、コスト、省エネルギーの点で優れており、今後応用の拡大が期待

される分野である。しかしながら、作製できる形状や寸法が金型加工に依存しており、マ

イクロ金型をどのように作製するかが重要な課題である。 
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• 超塑性材による導波路用マイクロ金型 
 超塑性材をポリマー系導波路の金型として利用する研究が行われている[4]。ここでは

Si 基板を深堀 RIE により導波路の形状にエッチングし、それを母型として Ti 合金ベース

の SP700 に転写している。転写する際に Si と Ti の反応をさけるため TiN 膜をあらかじ

め Si 母型上に形成している。導波路はマルチモード用で断面形状が幅 50μm、高さ 50μ
m の長方形である。充填率は 90%以上と高い。導波路の場合、長方形断面の角部曲率が波

長に対して十分小さければ伝送損失にはそれほど影響を与えないため、超塑性材による金

型応用としてよいターゲットであろう。 
 
2.15.4 MEMS/NEMS への展開として期待される分野 

超塑性材料は、マイクロ部品構造材料として、マイクロタービンや燃料電池用の構

造材として期待されている。実用化のためには、ミクロンオーダーの金型を作製する

ことがブレークスルーとなる。従来のワイヤ放電加工などではミリメートル加工が限

界であるので、シンクロトロン放射光あるいは紫外線を利用した LIGA プロセス[5]や
エキシマレーザーによる直接加工が検討されている。LIGA プロセスはレジスト型に

対してメッキを行うものであるが、メッキできる材料は比較的柔らかく耐熱性に劣る

ことが問題であろう。金属ガラス系超塑性材を利用することが一つの方向である。 
またナノインプリント用金型としても期待はあるが、こちらは 1μm 以下の構造に

対する充填率を向上させる必要がある。そのためには粒径が小さいことが必要で、金

属ガラス系超塑性材が候補であろう。 
さらに導波路やバイオ用微細流路の金型としても期待でき、こちらは寸法的に制約

がゆるいので、実用化の第一の候補と言える。 
 
2.15.5 研究・開発における留意事項 
超塑性材を MEMS/NEMS に適用するには材料自体の研究が重要であり、さらなる粒径

の微小化が必要である。ただし粒界すべりのため、条件によっては材質内に空孔ができて

強度を小さくすることもあるので、プレスの条件だしも重要である。 
 
論文リスト 
[1] 早乙女康典：マイクロマシン技術総覧、産業技術サービスセンター、pp.127-135。 
[2] Y.Saotome, T.Zhang, A.Inoue: Proc. of  Mat. Res. Soc. Symp.,vol.554,p.385(1999). 
[3] 早乙女康典、秦誠一、坂口幸二：塑性と加工、vol.40、pp.49-53(2000). 
[4] 吉村英徳 他：電学論 E、2004 年 4 月号,in press. 
[5] Guckel et al.,:Proc. of MEMS’91, pp.238-243(1999). 



2.16 圧電材料 
2.16.1 概要 
 圧電材料とは電圧を印加すると誘電分極の他に歪を発生する材料である。圧電性は結晶

の非対称性に由来する電気双極子（分極）と外部電界、応力との相互作用に基づく。圧電

体に応力Ｔを加えた時に応力に比例した分極Ｐを生じる。これを圧電効果といい、逆に電

界Ｅを加えると弾性的な歪Ｓを生じる。これを逆圧電効果という。重要な評価項目として

は電気的結合係数ｋがあり、電気系と機械系の線形結合の大きさの目安として用いられる。 
 
2.16.2 材料の特徴 
 圧電効果の利用により①機械系から電気系への変換が行え、加速度センサ、ジャイロ、

マイクロフォン等のセンサ類への応用が可能である。また、逆圧電効果の利用により②電

気系から機械系への変換が行え、振動子、圧電アクチュエータ、超音波モータ、圧電スピ

ーカ等への応用が可能である。さらに、圧電効果と逆圧電効果を組合せ、電気系から機械

系を経て再び電気系へ変換することができ、フィルタ、レゾネータ、ＳＡＷデバイス､圧電

トランス等への応用が可能である。 
 
2.16.3  研究開発の現状 
 圧電性は非対称な結晶構造を有する物質においては必ず発現する物性であるが、実用的

な材料は限られている。その理由は圧電性の大きさと温度安定性である。アクチュエータ

などの応用に際しては圧電性の大きさが重要であるが、振動子への応用については圧電性

よりも機械的特性を加味した圧電特性が使用温度範囲で安定であることが重要となる。 
 大きな圧電特性を有する材料の代表は PbTiO３-PbZrO３系固溶体のＰＺＴであり、ペロブ

スカイト構造を有す多結晶材料（セラミックス）に分類される。さらに第３番目のペロブ

スカイト構造化合物を加えたものは、ＭＰＢ（組成相境界）が点から線に拡張され、多様

な特性要求にも対応できるようになってきている。近年、リラクサ系材料のひとつであり

極めて高い圧電特性を有することが明らかになったＰＺＮ－ＰＴ系（亜鉛二オブ酸鉛－チ

タン酸鉛系固溶体）も積極的に検討されている。単結晶材料としては水晶の発見後の実用

レベルの物質は LiNbO３と LiTaO３程度である。これらは安定な振動特性が得られる。しか

し最近、これらに加えて機械的結合係数が水晶の２～３倍ある La２Ga２Si４Ｏ１４が注目され、

この変成も積極的に検討されている。その他、環境対策の一環として酸化鉛を全く含まな

いいわゆる非鉛系圧電材料開発の試みも活発に行われている。ビスマス層状酸化物系材料、

二オブ酸系材料、タングステンブロンズ型系材料等が候補として研究されている。 
 圧電性のアクチュエータは、電気入力に対する出力の線形性が高い、消費電力が小さい、

熱的影響が小さい等多くの利点を持つ。しかし、MEMS においては静電型や熱型に比べ、

圧電アクチュエータの報告は少ない、その理由としては、静電型や熱型が材料も含め、そ

の製法が確立していることに比べて、圧電膜の成膜および加工法などの製造技術に課題が
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あるためである。センサ、アクチュエータなど MEMS 素子への応用としては厚さは１μm
から 100μm 程度が必要とされており、これらの寸法領域は従来の成膜技術では、圧電特

性の優れた膜形成が極めて困難である。これらの対応として、エアロゾル式ガスデポジシ

ョン法[1]、ゾルゲル法による厚膜形成、バイモルフ型構造体、スプレー法等の検討[２]、ゾ

ルゲル法とレーザーアブレーションの組合せ[３]、などが研究されている。 
 
2.16.4  MEMS／NEMS への展開として期待される分野 
 圧電材料を MEMS／NEMS へ応用する利点として、圧電効果と逆圧電効果を同時に利用

することができ、センシングおよびアクチュエーションを同時に行うことができるため、

MEMS／NEMS 構造の簡略化に大きく貢献することが期待される。 
 実用化に近い研究開発では、次世代高速プリンタの高密度インクジェットヘッドや超高

密度ストレージメモリ用磁気ヘッドの精密位置制御、携帯型医療分析機器などで必要とさ

れるマイクロポンプ等[4]の実現に圧電材料を応用した微小アクチュエータが盛んに研究さ

れている。その他、高速 RF スイッチ[5]、ジャイロセンサ、加速度計[6]、マイクロミラー

デバイス、ＡＦＭカンチレバーデバイス、マルチチップカンチレバーアレーを応用した次

世代高密度情報記録システム、生体適合圧電アクチュエータなど多方面の応用が期待され

ている。 
 

    
         図 2.16-1 圧電アクチュエータ応用磁気ヘッド 
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             図 2.16-2 マイクロ流体素子 
 
論文リスト 
1) 明渡 純：機械設計 Vol.45, No.6 pp.92-96（2001） 
2) 一木 正聡、J.J.Tsaur、L.Zhang、前田 龍太郎、Z-J.Wang：電気学会論文誌 E Vol.123, 
No.12  pp.560-564 (2003) 
3) 一木 正聡、J.J.Tsaur、L.Zhang、前田 龍太郎、Z-J.Wang：電気学会全国大会講演論

文集 Vol.2003, No.3  pp.3.S22(3)-3.S22(6) (2003) 
4) S.Trolier-Mckinstry：日本セラミック協会学術論文誌 Vol.109, No.1269  pp.S76-S79 
(2001) 
5) (Geospace Reseach, Inc., E.I.Segundo): AD Rep. AD-A-390496 pp.57p (2001) 
6) H.G.Yu, R.Wolf, S.Tadigadapa, S.Trolier-Mckinsstry, L.Zou, K.Deng  Sens. Actuators 
A Vol.A107, No.1 pp.26-35 (2003) 
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2.17  超磁歪材料 
2.17.1 概要 
 磁歪とは磁気を与えると形状が変化する現象である。磁歪現象自体は、1847 年にフラン

スのジュールによって発見され、古くから知られていた。しかし、寸法変化は数 ppm と小

さなものであった。しかし近年、3000ppm(=0.3%)にも達する大きな寸法変化を生じる材料

が見出され、「超磁歪材料」と名づけられ注目を集めている。 
 超磁歪材料は微小な結晶ドメインから構成され、それぞれのドメインは容易軸方向が異

なる磁区に対応している。磁界を加えると磁化方向が揃い、そのためにドメインが変位し、

寸法変化が生じると考えられる。 
 一方上記の相反的な効果として、「超磁歪材料」に外部応力を与えると磁化の大きさが変

化する。これはビラリ効果と呼ばれ、既に応力検知に応用されている。 
 
2.17.2 材料の特徴 
 「超磁歪材料」の特長としては、発生応力や寸法変化率が大きく、高速駆動が可能であ

る点があげられる。また、数 V の低電圧駆動が可能であるとともに、駆動源が磁気である

ため、コイルにより非接触駆動が可能である。これらの特性は、特に圧電材料と比較され

ることが多く、代表的な圧電材料との比較を表 2.17-1 で行う。 
                                  表 2.17-1 

 最大寸法 
変化率 

（ppm） 

発生応力 
(kgf/cm2) 

応答速度 
（sec） 

駆動電圧 
（V） 

結合係数 
（％） 

超磁歪材料 1000～3000 300～400 ＜μ秒 ＜10 70～80 
PZT 100 150 1ｍ秒 ＞100 65 

 
 
2.17.3  研究開発の現状 

1960 年代に Sadovsky[1]らによる研究が行われ、磁場がマルテンサイト変態に及ぼす影

響が検討されている。マルテンサイト変態とは、温度や応力の影響を受けることによる固

相-固相変態であり、現在、形状記憶合金にも応用されている。マルテンサイト相は微細な

結晶ドメインからなり、このドメインが磁場により制御される結果として、大きな歪が生

じることが NiMnGa において 1996 年に見出された[2]。その後、FePt 系[3]や FePd 系[4]
においても最大 0.3％もの大きな寸法変化が得られている。これらの現象は、結晶ドメイン

が磁区（磁気的なドメイン）に対応している、あるいは深く関連することから生じる（格

子系-電子系相互作用）。この相互作用について、基礎的な研究が活発に進められている。一

方、材料およびそれを用いたデバイスの商品化も進んでいる。米国 ETREMA 社は、TbDyFe
合金からなる超磁歪材料を Terfenol-D の商品名で販売し [5]、既に様々なアクチュエータ
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に応用されている。旋盤の回転に同期して切り込み深さを変えることで非円形物を作製で

きる加工用ホルダー、航空機の翼の形状が、速度に応じて最適形状に変形する Smart-wing、
油圧アクチュエータ等である。作製方法は、結晶引き上げが一般的であるが、粉末冶金法

による作製も可能となり、材料コストの大幅な引き下げが可能となり[6]、電動アシスト自

転車のペダル用トルクセンサに採用されている。さらに、DC スパッタリングによる薄膜材

料も検討されており、1μｍ厚の TbFe で最大変位 702ppm が得られている[7]。 
 
2.17.4  MEMS/NEMS への展開として期待される分野 
 MEMS/NEMS アクチュエータへの応用は、もっとも期待される分野である。高出力、大

変位という特性からは、光スイッチや高周波MEMSスイッチへの応用が考えられる。また、

高速性という観点からも、様々な用途が考えられる。例えば、振動ジャイロを高速駆動す

ることで高 SN 化が図れるし、プリンターヘッドの高速化も大市場が期待される用途である。

アクチュエータへの応用の課題は、材料コスト、薄膜化等であろうが、2.17.3 で述べたよ

うに、いずれも既に開発が進み、実用化に大きな障害はないと思われる。また、微細位置

決めアクチュエータに用いる場合には、ヒステリシスが精度劣化要因となるため、ヒステ

リシスを相殺する制御方法が提案されている[8]。 
 一方、センサ用途としては、上記のジャイロ以外に、圧力センサ、トルク等の力センサ

が有力である。課題は、ヒステリシスの改善や、感度の向上である。特に感度の向上のた

めには、基本的な感度指数であるビラリ効果の向上以外に、磁気回路面での設計技術向上

が必要である。また、コスト低減のためには、ビラリ効果の温度特性改善も必要であろう。 
 その他にも、機械エネルギーを電気エネルギーに変換する高効率エネルギー変換素子と

しての用途も考えられ、ユビキタス・センサシステム等への適用可能性も考えられる。 
 
2.17.5  研究・開発における留意事項 
 超磁歪材料は、圧電素子に比べて優れた特性を有するため、今後 MEMS/NEMS への適

用が進むことは確実と考えられる。ただし、1990 年代になって、急速に進歩した材料であ

るため、MEMS/NEMS の研究者にとって極めてなじみの薄い材料であることも事実である。

今後は、両分野の技術者の交流が必要であり、お互いの学会や研究会での相互の情報提供

等を進めていく必要がある。 
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2.18 形状記憶合金 
2.18.1 概要 
普通の金属材料は、外力を加えると変形前の形に戻らないが、ある種類の金属材料では、

最大 20%の変形歪を加えても、ある一定の温度以上に加熱すると元の形状に回復する性質

をもつ合金がある。これを形状記憶合金と呼び、この現象を形状記憶効果と言う。また、

変形後に除荷するだけで瞬時に元の形状に回復する性質をもつ合金もあり、これを超弾性

合金呼ぶ。これらの性質は熱弾性型マルテンサイト変態（図 2.18-1）に起因しており、温

度、応力および磁場変化による相変態を利用した形状変化が起こる。また形状回復応力は

数百 MPa と大きい値になっている。 
 

 
図 2.18-1 形状記憶合金を用いたアクチュエータの動作原理[1]  

 
2.18.2 材料の特徴 
形状記憶合金材料には Ti-Ni（チタン－ニッケル）合金が主に使用されている。Ti-Ni

合金は大変優れた形状記憶特性、超弾性特性、疲労特性を有し，熱処理によりこれらの特

性の制御が可能である。しかし、加工硬化が大きい難加工材料であるという欠点があり、

一般的に使用されるマクロなスケールの構造要素としては線材、コイルが多く，薄板、薄

膜は圧延にかかるコストが高く、ほとんど実用化されていない。 
このようにマクロなスケールでは難加工材料として扱われる形状記憶合金も MEMS、

NEMS の領域では比較的容易に加工可能な材料として扱われる。例えば、次節で説明する

ようにスパッタ等による薄膜生成、また得られた薄膜に対しては従来から用いられている

エッチング技術をそのまま適用できるので、サーフェスマイクロマシニングとプロセス整

合性が高く、他の構造やデバイスとの集積化が可能であり、MEMS、NEMS 化において

優位性が高い。 
形状記憶合金で作成したバネ等は単体では一方向動作のみ可能な一方向性素子ので、ア
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クチュエータとして応用する場合は別に復

元構造を組み込む必要がある。図 2.18-2 は

２つの形状記憶合金をつなげることにより、

双方向動作を可能にした形状記憶合金のマ

イクロアクチュエータの例である[2]。 
 
2.18.3 研究開発の現状 

MEMS やμ-TAS 用マイクロポンプ等へ

の応用に関しては、Ti-Ni 合金薄膜をスパ

ッタリングで作製する研究が進んでおり、

圧延によらず良好な形状記憶効果をもつ薄

膜の作成されている。また、これらの薄膜

加工法ついても報告がなされており[3]、実

際に同手法で作成された Ti-Ni 合金薄膜を応用したマイクロマシンも試作されている[2]。 

図2.18-2 2つの形状記憶合金を用いて作成し

た拮抗型（双方向動作型）マイクロアクチュ

エータの例[2]。 

スパッタで Ti-Ni 薄膜を形成する際、形状記憶効果は Ti と Ni の原子組成比が 49～51％
程度で生じ、また相変態する温度も組成比に敏感に依存する[4]。 
また、得られる薄膜の厚さについてはスパッタにより約 1～2μm 程度の Ti-Ni 薄膜を作

成した例がある[5]。コスト高になる圧延加工では約 30μm 程度の厚さまでしか得られて

いないので、MEMS 技術を応用した薄膜作成技術の優位性が見られる良い例となっている。 
薄膜加工については、BHF と HNO3の混合液によるウェットエッチング、SiCl4ガスを

用いた RIE によるドライエッチング、またリフトオフによる微細加工も可能である[3]。
また、形状記憶合金を Ni 犠牲層を使った電解パルスエッチングで微細加工した例がある

[6]。 
 
2.18.4 MEMS/NEMS への展開として期待される分野 
形状記憶合金を用いた運動機構は一般に動作が遅いといわれているが（バルク材の形状

記憶合金で 0.2Hz 程度の応答速度）、MEMS 化すると系の熱容量が小さくなり、数十�m
程度のスケールの構造物でも約 1 秒以内で動作し、応答速度の改善がなされている[7-8]。
微小化すると特別な冷却機構も不必要になることも MEMS 化のメリットでである。 
前出の[5]の例では、1～2μm の Ti-Ni 薄膜で作成した数百μm 規模のダイヤフラム型

アクチュエータで 30～40Hz、Ti-Ni-Pd 薄膜で 100Hz 以上での駆動を行っている。これ

らは SiO2基板上に形状記憶合金を積層して SiO2膜をバイアスバネとしている（図 2.18-3）。
このように Ti-Ni 薄膜は Si 系材料との親和性も高い。 
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図 2.18-3  形状記憶合金薄膜とシリコン酸化膜からなるダイヤフラム型 

アクチュエータの例[5] 

このように Ti-Ni 形状記憶合金を薄膜として構成した場合、大きな面外変位が得られる、

単位質量あたりの発生力が他の駆動源（静電、ピエゾ等）に比べ大きい、薄膜自体が力を

発生するのでアクチュエータ応用の際、構造的に有利である、これまでの MEMS 加工技

術をそのまま利用できるなど、いくつもの利点がある。 
 
2.18.5 研究・開発における留意事項 
形状記憶合金は一方向動作であり、復元力をもたないので、アクチュエータとして応用

する場合、どのように復元構造をもたせるかが問題となる。また、相変態温度についても

駆動電力との兼ね合いで適切な材料組成設計が必要となる。 
形状記憶合金は一般に難加工材といわれているが、圧延によらずスパッタにより薄膜の

形成が可能であること、薄膜加工についてはウエット、ドライ、リフトオフ等の各種のパ

ターニング操作が可能であるので、MEMS 側からのアプローチが可能な材料となっている。 
 
論文リスト 
[1] 筑波大学物質工学系宮崎・金研究室 http://sma.ims.tsukuba.ac.jp 
[2] Y. Nakamura et al, ``Two thin film shape memory alloy microactuators,’’ Trans. IEE 
of Japan, vol. 117-E, No. 11, 1997. 
[3] 中村ほか「TiNi 形状記憶合金薄膜の加工法」、電気学会論文誌 E, 117-E, 27-32(1997) 
[4] 藤田：「マイクロ・ナノマシン技術入門」工業調査会、2003 
[5] 筑波大学物質工学系宮崎・金研究室ホームページ：http://sma.ims.tsukuba.ac.jp/ 
[6] 芳賀洋一、江刺正喜「形状記憶合金コイルを用いた細径能動カテーテル」、電気学会論

文誌 E, 120-E, 509-514(2000) 
[7] T. Mineta et al., Proc. of MEMS2000, pp. 375-380, 2000 
[8] Y. Haga et al., Proc. of MEMS2000, pp. 181-186, 2000 
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2.19 自己組織化膜 
2.19.1 概要 
自己組織化とは、『外的条件のもとでナノ物質が持つ本来の性質だけに従って、自発的に

秩序のある構造をつくる現象』と定義される。そのような現象はけっして特別なことでは

なく、生物界ではごく一般的な現象であり、半導体薄膜やカーボンナノチューブ等の成長

現象、散逸構造と呼ばれる非平衡・非線形現象に基づく規則的パターンなども自己組織化

現象の範疇に入れられる。近年ナノテクノロジーへの期待とともに、従来のフォトリソグ

ラフィ技術と融合を図ることで、自己組織化によるナノ機能材料を利用しようとする研究

が盛んに行われるようになった。ここでは自己組織化の中でも膜構造を形成するものにつ

いてそのトピックスをまとめることにする。 
 
2.19.2 材料の特徴 
 自己組織化膜を材料として見た場合の特徴は 

① トップダウン加工法に比べてナノサイズの構造を安定に再現性よく作製できる。 
② トップダウン加工法は外部からの非常に大きなエネルギーを必要とするが、自己

組織化を利用したプロセスはエネルギーをほとんど必要としない。 
③ 復元性があり、生体にあるような自己修復性、自己増殖性がある。 

などがあげられる。これらの特徴は、リソグラフィー技術とエッチング技術を基盤とする

トップダウンプロセスと対比をなすため、お互いの利点を生かした新しいナノ構造製造プ

ロセスが期待できるわけである。役割分担としては、トップダウンプロセスはマイクロメ

ートル領域とナノメートル領域のインターフェースを提供し、ボトムアッププロセスはナ

ノメートル領域の機能構造を提供するというのが基本的な枠組みであり、MEMS/NEMS
も同様にナノメートル領域との機械的インターフェースとして考えるべきであろう。 
 
2.19.3 研究開発の現状 

物質系に依存しない散逸構造による自己組織化 • 

 物質に依存しない自己組織化として溶液界面の後退を利用した方法が提案されている。

図 2.19-1 にそのプロセスの流れを示す[1]。これはまず有機溶媒が蒸発する際の潜熱によ

って空気中の水分子が凝結して微小な水滴となり、液面上で細密にパッキングされ、それ

が潜熱や溶液内に生じた対流、キャピラリーフォースによって溶液と基板の界面に運ばれ

固定される。そしてこの後水が蒸発すると、水部分に穴の開いた規則的な２次元ネットワ

ークが形成されるという原理である。少なくともハニカム膜のような構造を作製する場合、

自己組織化法を用いたほうが微細加工技術を用いるよりも次のような点で有利である。 
（１）省エネルギー・低コスト 
自己組織化法ではリソグラフィーのような大掛かりな装置や高価な装置は必要ない。 
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図 2.19-1 自己組織化によるハニカム構造作製プロセス[1]。  

（２）ハイスループット 
リソグラフィー法に比べ、自己組織化法は極めて短時間にプロセスを行える。 

（３）連続的な大面積パターンが可能。 
（４）材質の選択の幅が広い。 
リソグラフィーを用いる場合は、シリコン基板などに限定されるが、この方法の場合には

無機物質でも有機物質でも適用が可能。 
ただし、同一構造を作製するときに必ず自己組織化法の方が有利であるとはいえないこ

とに注意する必要がある。自己組織化法の欠点としては、 
① 有機溶媒を用いるために環境負荷が大きい。（ただし、完全な閉鎖系で装置を稼動させ

れば問題は無い） 
② 失敗無く所望の二次元構造が作製できるリソグラフィーと異なり、ところどころに意

図しないパターンができてしまう。（ただし、ハニカムの孔径は統計的な分布を持つが、

光散乱で相当数の高次の回折が出るほど、均一で規則的であり、作成条件を整えれば、

ほぼ均一な構造を高い再現性で作製することができる。） 
 

物質の特異的・選択的結合を利用した自己組織化膜 • 

貴金属表面や化合物半導体などの表面を、チオール、ジスルフィド、スルフィド等の含

硫黄化合物を含む希薄溶液あるいは蒸気雰囲気にさらすことにより、金属―硫黄間の強固

な結合により図 2.19-2 に示すような単分子膜が形成されることが知られている[2]。特に

金表面に吸着したチオールは広く研究が進められている[3][4]。Au(111)面上に形成された 
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アルカンチオールの単分子膜は、 あるいは c の表面超格子構造を形成する。

表面分子密度が希薄な場合には、完全に乱れた液相状態や、アルキル基が表面に平行にな

ったストライプフェーズと呼ばれる周期構造が STM 像により確認されている[6]。 

33 × )24( ×

図 2.19-2 アルカンチオール自己組織化膜のアルキル配向。[5] 

応用としてはアルカンチオールのアルキル基の他端に官能基を付加し、機能化チオール

分子としてバイオセンサ[7]や光学用途[8]に利用されている。 
 

低分子自己集合体 • 

 1 分子中に親水部と疎水部を有する化合物は、水の中で自己会合し特異的な集合体、す

なわちミセル構造やベクシル構造などを構成する[9]。さらに親水部に水素結合性や芳香族

性の物質が加わることにより、より大きな集合体となる。今までに親水部が糖、ペプチド、

核酸塩基からなる種々の自己集合体が報告されている。この形態としては、らせん状ファ

イバー[10]、ナノファイバー[11]、ナノコイル[12]、ナノチューブ[12]、マイクロチューブ

[13]、2 重らせんロープ[14]などである。 
 
2.19.4 MEMS/NEMS への展開として期待される分野 
① MEMS/NEMS 自体の構造を構成するもの 

自己組織化膜は NEMS あるいは MEMS の構造の一部として利用できる可能性がある。

ハニカム構造をフィルターやフォトニック結晶にすることや、ナノワイヤー、ナノフ

ァイバーをセンシング部の構造として利用することが期待される。空間的にフリース

タンディングなナノ構造を、トップダウンプロセスで作製した構造に意図的に形成す

ることができれば、その用途は広がると考えられる。 
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図 2.19-3 分子集合による自己集合形態の例。[15]  

② MEMS/NEMS と協調して例えばセンシング機構のような機能を実現するもの 
自己組織化膜の機能性を利用すれば、当然多様なセンサーが構築できるであろう。こ

の場合ブレークスルーとなるのは、自己組織化膜の外界刺激による変化をどのように

センサー信号として取り出すかである。この部分において、MEMS/NEMS の役割は

非常に大きいと考えられ、トップダウンプロセスで作製した構造との接続を含めた検

討が行われるべきである。 
③ MEMS/NEMS によってその計測手段が提供されるもの 

自己組織化膜の構造の測定などは、すでにプローブ顕微鏡を利用して行われていると

ころであるが、今後はそれら自己組織化膜の電気的、機械的、光学的性質を、集団と

しての統計的な測定のみならず、単一分子あるいは数分子で行う必要がある。その部

分において、トップダウンプロセスで作製されるナノプローブやナノテスターなどの

MEMS/NEMS ツールがもっと開発されるべきである。場合によっては、それらのツ

ールで自己組織化膜の更なる加工や配向なども行えるようにすべきである。 
 

2.19.5 研究・開発における留意事項 
 自己組織化膜は、トップダウンプロセスと比較してナノ構造を作製する上で有利な点が

多いが、それを有効に活用するためにはトップダウンプロセスとの融合が必須である。ま

た、極めて学際的であり、化学や薬学の分野の研究者と電気機械系研究者が密接に協力し

た研究体制を構築する必要がある。 
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2.20 まとめ 
 現在まで MEMS 技術は高度に発達したシリコン微細加工技術が主役であった。しか

し 21 世紀のナノテクノロジー時代においては、もう一度根本的な製造原理を見直し、新

しい材料による新しい機能を活かしたMEMS/NEMSの研究を再構築すべきであると考え

る。もちろん今までの蓄積である半導体微細加工技術を放棄するわけではなく、その技術

は大いに転用すべきであるが、新しい材料との融合を積極的に行うべきである。そのため

に、MEMS/NEMS の研究者と化学、薬学系研究者が密接に連携した研究組織を整えるこ

とがまずは必要であろう。あるいはまずそれらの研究者がざっくばらんにそれぞれの技術

を紹介して、お互いの最先端の成果に対して理解し合うような場を設けることから早急に

始めるべきであると考える。ナノテクノロジーという旗のもと、異分野の研究者が会合す

るよい機会が生まれた。是非この機会を逃すことなく、産業革命に匹敵するような革新的

な技術開発が行われることを期待する。 
以上、MEMS/NEMS 用材料の各論を述べてきたが、最後にまとめとしてそれらを機能

とアプリケーションという観点からまとめて表 2.20-1 に示す。 
 

表 2.20-1 
分
類 材料 機能 アプリケーション 

カーボンナノチ

ューブ 
高強度、水素吸蔵、触媒（触媒金属保

持） 
電子源、FED、ナノプロー

ブ、単電子トランジスタ、

燃料電池 
フラーレン 金属内包、電荷制御、光触媒 単分子素子、DNA 鎖特定

部位切断 
ナノメタル 高強度、高剛性(Al,Mg) 

水素吸蔵(Mg) 
高強度、高たわみ性（Ti,Zr） 
軟磁性、硬質磁性(Fe,Co) 
高耐食性(Ni,Cu) 
水素透過性、高活性電極(Pd) 

生体・医療材料、バネ材料、

制振材料、衝撃吸収材料、

モーター、水素透過膜 

無
機
ナ
ノ
材
料 

ナノセラミック

ス 
高強度、高靭性、塑性変形性 積層コンデンサ 
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ナノガラス 方向性光伝播、感光性、負の熱膨張率、

熱相変化、高加工性、多孔性、生体適

合性 

フォトニック結晶 
レーザーガラス、フォトク

ロミックガラス、相変化メ

モリ、電気絶縁、分離膜、

人口骨 
ナノ粒子（ナノク

ラスター） 
高活性、高選択性触媒、特異的光・磁

気特性、付着・凝集性、圧縮性、分散

性 

単電子デバイス、触媒、磁

性材料、発光素子 

無

機

ナ

ノ

材

料 ナノポア材料 触媒、吸着、イオン交換性、光感応性、

他材料吸収 
光スイッチ、蛍光流体、レ

ーザー、低誘電率相間絶縁

膜、分子ふるい、強磁性材

（カリウムによる） 
導電性ポリマー 導電性、超伝導、非線形性、光・熱・

電気応答性 
有機トランジスタ、分子集

積回路 
機能性ポリマー 親水性、疎水性、疎油性、耐熱性、液

晶性、磁性、形状記憶、感光性、圧電

性、焦電性、酵素機能、触媒 

液晶、ドラッグデリバリ、

各種センサー、感光性樹

脂、光部品材料、構造樹脂、

膜分離 
生体高分子 自己組織化、導電性、光応答性、選択

性 
分子素子、生体整合性 

有
機
材
料 

自己組織化膜 光有機相転移、自己組織化、自己修復、

自己増殖、超格子、単分子膜 
 

フレキシブルディスプレ

イ、光メモリ、センサー、

1 次元、二次元、3 次元超

格子、撥水膜 
強誘電体 強誘電率、圧電性、屈折率変化 メモリ、フォトニック結

晶、マイクロアクチュエー

タ、低回転高トルクモー

タ，インクジェット方式プ

リンタのインク噴きだし

素子，レーダ，超音波マイ

クロホン，パルス発信器 

機
能
性
材
料 

Low-k 材料 低誘電率 相間絶縁膜 
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圧電材料 圧電性、焦電性 マイクロアクチュエータ、

弾性表面波デバイス、振動

子、超音波センサー、赤外

線センサー、加速度・圧力

センサー 
磁歪材料 磁歪、超磁歪 マイクロアクチュエータ、

振動子、ジャイロ、圧力セ

ンサー 
スピントロニク

ス材料 
電子スピン スピントランジスタ、

MRAM 
形状記憶合金 形状記憶効果 マイクロアクチュエータ、

各種構造材 

機

能

性

材

料 

超塑性材料 超塑性 マイクロ金型 
シリコン系材料 
（Si,SiC,SiGe） 

構造材、高硬度、光反応性、ピエゾ効

果 
マイクロマシン構造材、光

センサー、各種センサー 
半
導
体
材
料 

非シリコン系材

料(GaAs、GaN、

InP 等) 

構造材、発光・受光、高移動度 トランジスタ、MOEMS、
レーザー、超高周波素子 

 
上記表でアプリケーションはあくまで現在考えられるものについてあげているもので、

決してこれに制限されるものではない。願わくは今までに考えられているものの枠を超え

て、新しいアプリケーションが提案されることが望まれる。 
材料開発は産業の根本的なシーズであり、MEMS/NEMS の研究者は、開発された材料

の有する多様な機能を最大限に活かし、世の中のニーズに応えるような研究開発を行って

いくべきである。 



第３章  次世代 MEMS/NEMS に期待される新機能性材料の加工に関する調査研究 
 
3.1  まえがき 
 MEMS 技術は半導体の加工技術をベースとし、さまざまな加工技術を取り入れることで

発展してきた。半導体技術は、2 次元の加工を基本とするプレーナー技術であるのに対し、

ＭＥＭＳではより立体的な 2.5~3 次元の加工ができるのが特徴である。このため、より深

く削ったり、厚く堆積したりする技術、厚膜のリソグラフィ技術やこれらの複合技術がさ

まざま開発され、産業を支える要素技術となった。特にシリコンの加工技術は発展し、比

較的容易に複雑な構造体が作製されるようになった。今後、MEMS 技術が更に発展するた

めには、より微細な加工技術およびさまざまな材料のプロセッシング技術の進展が不可欠

である。リソグラフィでは、これまでの技術を紹介すると同時にナノリソグラフィ技術の

進展について述べる。エッチング技術としては、プラズマによる深堀エッチング、クラス

ターイオンエッチング、高速原子線エッチング、非平衡プラズマによるエッチングなどの

話題について取り上げた。要素技術として、堆積技術、各種の研削・研磨法、メッキ技術

について述べる。今後、バイオ関連への応用が広がると考えられるため、バイオ・化学を

利用したナノ加工技術についても報告する。最後に、ナノ材料、ボトムアップ技術の代表

格であるカーボンナノチューブの加工・作製について報告する。 
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3.2 リソグラフィ技術  

3.2.1 フォトリソグラフィ技術  

 LSI の高集積化、超微細化、およびナノマシン（Nano Electro-Mechanical Systems; 

NEMS）の実現に向けて期待されるテクノロジとして、光を中心としたリソグラフィ

技術がある。リソグラフィ技術においては露光光源の波長が解像可能な配線幅と比例

関係にあるため、露光光源の波長を如何に短くするか種々検討されている。  

 リソグラフィの主流は高圧水銀灯の i 線 (波長 365nm)から KrF エキシマレーザ (波

長 284nm)となり、現在では ArF エキシマレーザ (波長 193nm)が実用化されつつある。

更に短波長を利用したリソグラフィとして、F2 エキシマレーザ (波長 157nm)リソグラ

フィ、極限紫外線 (EUV：波長 13nm)リソグラフィ、電子線 (EB)リソグラフィ、X 線

リソグラフィ等が挙げられる。ここでは、近年注目されている EUV リソグラフィ、

EB リソグラフィおよび X 線リソグラフィについて概説する。  

3.2.1.1  EUV リソグラフィ  

 現在、半導体製造分野では波長 193nm の ArF レーザー光源を利用した加工が主流

になりつつあるが、今後のさらなる微細化に向けて波長 157nm の F2 レーザーや波長

13nm の EUV 光源を利用したフォトリソグラフィ技術が検討されている。とくに、

EUV リソグラフィは半導体の集積度をさらに高め、幅広い分野での技術革新につなが

るものと期待されている。各種ロードマップによれば、EUV フォトリソグラフィの実

用化を 2009 年頃と見込んでいるが、F2 レーザーまでの光源と異なり、EUV は空気

や透過光学系を利用した装置に吸収されてしまうため、材料開発を含めてすべての設

計を反射光学系のものに見直す必要がある。  

EUV は、極短波長であるため単光子で 92.5eV もの高エネルギー（現行 KrF の 18.5

倍）である。これはレンズ材料、光学材料のバンドギャップをはるかに上回るエネル

ギーであるため、結合に寄与している電子を励起して材料の破壊を引き起こす。この

ため、図 3.2-1 の模式図に示すように、EUV 露光では、反射率の高いミラーで集光し

てマスク面に直接入射される方法が考案されている [1]。一方、マスクに関しても高い

エネルギーを受けて高熱を発する問題を持ち合わせている。Intel では、図 3.2-2 に示

すような断面を有するモリブデン・シリサイドの多層膜（MoSi）マスクを考案し [2]、

熱によるマスク材料の劣化を低減している。しかしながら、長時間使用に対する評価

はされていない。  
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図 3.2-1 EUV 露光システム [1]
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ソグラフィを実用化するには、信頼性に関わ

、試作段階における研究成果は既に幾つかあ

V によってゲート長 45nm のトランジスタ開

ロック数 20GHz のプロセッサを 2007 年に発

メーカーでも  EUV に関わる研究が進んでお

10GHz 以上のプロセッサが生産されると予想

 EB リソグラフィ  

グラフィは 100nm 以下の高い解像度が得ら

に代表される多品種、少量生産 LSI の製造や

ク製造などの用途で既に実用化されている。

しい描画方式がスループットの向上を目指し

ム 面 積 を 大 き く し よ う と す る 投 射 方 式

phy）は、その利用が期待されている EB リソ

中でも、AT&T Bell Labs 社の開発した縮小転

ular Limitation in Projection Electron-Bea

ビーム露光）は電子ビームをソースとした縮

子ビームと非散乱電子ビームを発生させ、SC

光コントラストを向上させる方式を採用する

PEL の露光方式を図 3.2-3 に示す [3],[4]。この

ーム照射システムと、マスクを挟んで透過電

システムから構成されている。投影システムは

プアンドスキャン方式で縮小投影する。この
図 3.2-2 MoSi 多層膜マスク [2]
る技術課題を解決する必要があ

る。例えば、米国 Intel 社では

発に成功し、この技術をベース

売する計画を立てている。また、

り、2005 年頃には  EUV 技術

されている。  

れる方式として、特定用途向け

次世代 LSI の開発・試作、フ

90 年代に入ってから、EB を利

て幾つか提案されている。例え

（ EPL: Electron Projection 

グラフィの一つである。  

写方式 SCALPEL（Scattering 

m Lithography；スキャニング

小転写方式で、マスクの散乱体

ALPEL アパチャアフィルター

ことで、4 倍の縮小率を得てい

SCALPEL システムは、100keV

子ビームのシリコンウェーハ上

0.25 倍の倍率でウェーハー上

時、散乱角を制限するアパチャ



を用いて露光コントラストを向上させるのが特徴となっている。このシステムは、

80nm の分解能と 75μm の焦点深度を達成しているものの、大電流電子密度と処理能

力のトレードオフや、アラインメントやつなぎ精度などのマスク上の課題が若干残っ

ている。   
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図 3.2-3 SCALPEL リソグラフィ検証システムの電子軌道ダイアグラム [3],[4]
.1.3  X 線フォトリソグラフィ  

ンクロトロン (SR)放射光を利用した X 線リソグラフィは、その光源が 1nm 以下

短波長を有しているため、ナノリソグラフィ光源として利用できる。例えば、メ

製造においては容量 4GbDRAM 相当（線幅 130nm）から 256GbDRAM 相当（線

0nm）までの 4 世代にわたる半導体製造に利用することができ、世代毎のリソグ

ィ技術の継承、技術開発投資の軽減、および半導体製造コストの低減が期待され

る。一方、MEMS/NEMS 分野では、ディープ X 線リソグラフィ、電鋳技術、モ

ディングを組み合わせた LIGA プロセスが広く知られている。これは、もう一つ

線リソグラフィの特徴である、高い指向性と物質に対する強い透過性を利用して

スペクトリソグラフィを実現したものであり、高出力マイクロアクチュエータや

トニクスデバイスの試作がされている [5]。  

線リソグラフィの解像度限界は、X 線回折（主としてフレネル回折）による像の

けと光電子の二次露光による像のぼやけによって決定される [6]。通常、X 線の波

長くなるほど、また、X 線リソグラフィで用いる X 線マスクとレジスト表面の間

広くなるほど回折の影響は大きくなり、解像度の低下を招く。一方、光電子の飛

離は X 線波長が短くなるほど長くなるため、二次的に露光される領域が増加し解
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像度が低下する。この２つの影響の兼ね合いが最も少ない波長範囲が X 線リソグラフ

ィに適している。  

X 線リソグラフィに用いられる代表的な SR 光源の特性を表 3.2-1[6]に、LIGA プロ

セス用ビームライン、およびナノスケール高アスペクトニッケル電鋳構造体の写真を

図 3.2-4[5]に示す。SR 光源を利用する X 線リソグラフィは半導体デバイスから NEMS

作製まで幅広い活用が期待できるが、装置利用も含めた生産コストは現在のところ極

めて高い。今後、コストを如何に低減させるかが利用拡大に向けた課題である。  

  
 SR 光源 所在地 軌道電子 

エネルギ[GeV]
偏向磁場強度

[T] 
ビームライン

フィルタ 
特性波長

[nm] 
波長範囲

[nm] 

AURORA Japan 0.575 3.8 Be 200µm 
Ka 50µm 

0.4 0.15-0.7 

NIJI Ⅲ Japan 0.62 4.0 Be 100µm ―― 0.12-1.2 
Aladdin U.S.A. 0.8 1.28 ―― ―― ―― 
CAMD U.S.A 1.2 ―― ―― 0.25 0.29 
NSLS U.S.A 2.58 1.22 ―― 0.07 ―― 
ELSA Germany 2.3 1.07 Ti 200µm 0.2 0.05-0.7 
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図 3.2-4 LIGA プロセスビームラインと高アスペクトニッケル電鋳構造体 [5
プローブナノ

型プローブ顕

酸化加工を行

グラフィはこ

に加え、最近

   プローブ

質雰囲気中に

査を行うと、

領域で陽極酸
表 3.2-1 X 線リソグラフィで用いられる SR 光源 [6]
リソグラフィ技術  

微鏡（Scanning Probe Microscope; SPM）のプローブを用いて局

い、基板上にナノスケール酸化膜パターンを形成するプローブナ

れまで幅広く報告されてきた。ここでは、通常のプローブ陽極酸

提案されているディップペンナノリソグラフィについて概説する。 

陽極酸化加工  

おいて、プローブと基板表面間にバイアス電圧をかけながらプロ

プローブ－基板間の電解質分子の電気化学反応により、基板表面

化される [7]-[9]。  
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図 3.2-5 に示すように、これまで、大気中でシリコン基板に対するプローブ陽極酸化

加工が数多く実施されてきたが [10]、金属表面上でも同リソグラフィは可能である。

例えば、Ti や Nb 薄膜表面上でプローブ陽極酸化加工を行い、単電子トランジスタが

既 に 試 作 さ れ て い る [11],[12] 。 ま た 、 自 己 組 織 化 単 分 子 薄 膜 (Self-Assemble 

Monolayer；SAM)上でパターン直接描画を行い、同薄膜をマスクに他プロセスを行う

ポジ型プローブナノリソグラフィも提案されている [13]-[15]。図 3.2-6 に SAM 表面へ

のリソグラフィと、SAM をマスクとしたエッチングプロセスの模式図を示す。ナノス

ケール膜厚のシリコン酸化膜を有するシリコン基板上にオクタデシルシリルといった

シラン系有機単分子薄膜を形成し、同薄膜上で陽極酸化加工を実施すれば図に示すよ

うな薄膜劣化、および陽極酸化が引き起こされる。その後、SAM をマスクにエッチン

グを行うと、基板上へのナノ加工が実現する。同図 (b)は同手法を用いて作製した量子

ドット付き Si ナノワイヤである [15]。  

 プローブ陽極加工では、プローブ－基板間に凝集する電解質分子（大半は大気中の

水分子が利用される）の大きさと、陽極反応中の電流分布の広がりにより、プローブ

先端形状よりも大きなラインパターン（100nm 程度）が形成される。このため、大阪

府大の中山らは、図 3.2-7 に示すように市販の SPM プローブの先端にカーボンナノチ

ューブ（Carbon Nano Tube; CNT）を取り付け、SAM 薄膜上で陽極酸化加工を実施

している [16],[17]。カーボンナノチューブ付きプローブを用いると、50nm 程度の酸

化パターニングが可能となっている。プローブナノリソグラフィは装置コストが低く、

比較的容易に加工できるため、研究室レベルのナノデバイス試作には有用と言える。

ただし、単一プローブを用いた基板材料表面上での直接酸化加工では、バッチプロセ

スを主体とする半導体プロセスとの融合が困難である。  
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図 3.2-5 陽極酸化反応を利用したプローブナノリソグラフィ
(a) Si 基板上へのプローブ陽極酸化加工 [10
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図 3.2-6 自己組織化単分子薄膜を用いたポジ型プローブナノリソグラフィ [15
] 

  ディッ

thwestern

ip-pen Na

フィである

9]。本手法

ブ－金表面

面に移動さ

である。こ

述するソフ

子およびタ

ップの作製
図 3.2-7 CNT プローブによるナノリソグラフィ [16],[17
(a)SAM 援用プローブナノリソグ
プペンナノリソグラフィ  

大学、Prof. C. A. Mirkin らが開発したディップペンナノリソグラフ

nolithography; DPN）は、陽極酸化を必要としないプローブナノリ

。DPN の模式図、パターニング例、および応用例を図 3.2-8 に示す

は、チオール分子で被覆した SPM プローブを金表面上で走査し、

間に凝集した水分子の表面張力によってチオール分子をプローブか

せ、金表面上にチオール分子のナノパターンを形成するリソグラフ

れまでに形成されたチオール分子ライン幅の最小寸法は 15nm であ

トリソグラフィによるそれより小さい。現在、応用例として、チオ

ンパク分子をプローブにコーティングして、タンパク分子のナノア

が行われている。  

86



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
グ プ  

 

  
 

 

3.2.3 ナノインプ

 インプリンティン

構造・形状を転写す

ノインプリント技術

表的なナノオーダー

ト技術とは本質的に

LISA(Lithographi

3.2.3.1   ナノイン

ホットエンボス技術

グは基板上の高分子

うに、シリコン基板

ドをコンタクトさせ

プレスされた凹部パ

除去すると通常のリ

転位温度（105℃）

却してから剥離する

されている。図 3.2

ト加工例を示す。E

の PMMA ナノパタ

にナノパターンが刻

いる [23]。この方法

 

図 3.2-8 ディップペンナノリソグラフィ [18],[19]
(a) DPN プロセスとパターニン
リンティング技術  

グとは、ナノ構造を有する金型

る技術をいう。インプリントに

とソフトリソグラフィ（マイク

のインプリント技術として知ら

異なるが、高分子材料が自己整

cally induced self-assembly)とい

プリント  

が基板全体に構造体を転写する

薄膜に対してのみ構造を転写す

上に PMMA をスピンコートし

ながら加圧することで、PMMA

ターンは凸部に比べ薄くなって

ソグラフィ用パターンとなる。

より少し高い 120℃まで昇温させ

必要がある。現在では、本手法

-10 に Princeton 大学、Prof. C

B 直接描画によって作製したシリ

ーニングに成功している [21],[2

まれたモールドを用いて、ロー

は長さに制限のないプリントが

87
(b) タンパク分子のナノアレイチッ
を用いて高分子樹脂基板上にその

は多くの種類があるが、中でもナ

ロコンタクトプリント）技術は代

れている。最近では、インプリン

合してマイクロ構造体を形成する

う新技術も提案されている。  

のに対し、ナノインプリンティン

る技術である。図 3.2-9 に示すよ

、ナノパターン構造を持つモール

上にナノパターンを形成する [20]。

おり、ドライエッチングによって

ここで、金型は PMMA のガラス

た後に加圧し、70℃程度まで冷

により 10nm パターニングが実現

hou らが作製したナノインプリン

コンモールドを用いて、最高 6nm

2]。また、彼らはローラーの周り

ラー式インプリント法を提案して

可能であり、高スループットなイ



ンプリント技術として期待できる（図 3.2-11 参照）。また、彼らは多層レジスト構造

を用いることで多層ナノ構造体も作製している（図 3.2-12 参照） [24]。  
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図 3.2-9 ナノインプリンティング[20]
.3.2   ソフトリソグラフィ  

arvard 大学、Prof. G. M. Whiteside らが発明し

す [25],[26]。本手法はコンタクトプリントの一

）スタンプの表面にチオール酸薄膜を付けた後

に押しつけると、スタンプと接触した金表面上

。ここで、チオール分子は金表面に接触したあ

度はスタンプのそれより若干低下する。転写後

薄膜をエッチングすると、金のナノパターンが

m の解像度が実現している。一方、PDMS モー

としては、図 3.2-14 に示すようなレプリカモ

）、マイクロモールディング転写（Micro Tra

ロモールド（Micro Molding in Capillaries; M

に、MIMC 法ではナノパターンを含んだ高分子
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図 3.2-10 PMMA ナノパターン[21],[22]
  
図 3.2-11 ローラーインプリンティング [23]
たソフ

種で、

、同ス

にチオ

と広が

、チオ

基板上

ルドを

ールデ

nsfer M

IMC）

シート
図 3.2-12 ナノ多層パターン [24]
トリソグラフィを図 3.2-13

PDMS（ポリジメルシロキ

タンプを金コートされた基

ール薄膜パターンが転写さ

るため、薄膜パターンの寸

ール薄膜パターンをマスク

に形成される。現在までに

用いた他のソフトリソグラ

ィング（Replica Molding; 

olding; μTM）、毛細管マ

等が提案されている [25]。

を成形することができ、ナ



ノ流路デバイス、光学フィルター、導波路などのデバイス作製に有効であると考えら

れる。図 3.2-15 に MIMC で作製した高分子マイクロストラクチャを例示する。同図

は、MIMC により基板上に形成されたマイクロパターンを有する高分子シートを基板

上から取り剥がしたものである。  

ノ流路デバイス、光学フィルター、導波路などのデバイス作製に有効であると考えら

れる。図 3.2-15 に MIMC で作製した高分子マイクロストラクチャを例示する。同図

は、MIMC により基板上に形成されたマイクロパターンを有する高分子シートを基板

上から取り剥がしたものである。  
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図 3.2-13 ソフトリソグラフィ（マイクロコンタクトプリンティング） [25
PDMS の
  

  
 各種ソフトリソグラフィ（REM，�TM，MIMC）[25] 図 3.2-15 MIMC により
作製した高分子マイクロ
ストラクチャ [25] [25] 

   LISA(Lithographically induced self-assembly)    LISA(Lithographically induced self-assembly) 

-16 に示す LISA は、シリコン基板上に塗布された PMMA 薄膜表面上に、あ

隔で対向するようにシリコンマスクを設置し、基板全体を 130℃、5～80min

-16 に示す LISA は、シリコン基板上に塗布された PMMA 薄膜表面上に、あ

隔で対向するようにシリコンマスクを設置し、基板全体を 130℃、5～80min
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間加熱すると、マスクの輪郭内側にミクロンもしくはサブミクロン直径の PMMA ピ

ラーアレイを自己組織化させる技術である [27]。   

ピラーの高さとなる基板－PMMA 表面間の間隔は、基板上に塗布された PMMA 膜

厚の 2～7 倍であり、スペーサを挿入後、加圧することで維持される。また、マスク

用シリコン基板には、溶解した PMMA に対して疎水性となるように単分子薄膜でコ

ートされている。図 3.2-17 に、マスク表面に三角形の突き出たパターンを用いて

PMMA 自己組織化ピラーアレイを作製した例を示す。ピラーアレイは、マスクパター

ンの境界内でのみ配列していることがわかる。LISA は光導波路や DNA 分離流路デバ

イスの大量生産技術として期待できる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-16  PMMA を用いた LISA プロセス [27] 図 3.2-17 三角突き出しマスクに
よるマイクロピラーアレイ[27]  
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3.3 エッチング技術 
 MEMS および NEMS では、エッチング技術は重要な技術である。エッチングの基本は、

露出する素材表面に粒子を衝突させ、素材を彫っていくか、あるいは、化学的反応を生じ

させて素材を彫っていくかである。 
なお、所望の部分のみをエッチングすることがデバイスを作る要件となるが、所望のエ

ッチング部分以外をエッチング反応種に耐性のある材料で覆ったうえで、全体を反応種と

接触させる方法と、反応種をスポット状にして所望のエッチング部分にあてるという 2 つ

の方法に大別される。 
本節では、スポットを素材に当ててエッチングするビーム加工と、マスキング材で非エ

ッチング部分を覆っておいてからエッチングする方法のうち、ドライエッチングとよばれ

るプラズマを利用した加工について概説し、特徴的な加工例を紹介する。 
 
3.3.1 ビーム加工 
 ビーム加工によるエッチングとは、反応種である粒子を発生源から加速し、スポット状

に集束させながらビーム状にして、対象材料に照射してエッチングをする方法である。反

応種の粒子の種類によって、イオンビーム（集束イオンビーム、クラスターイオンビーム）

電子ビーム、レーザービーム、原子ビームなどがある。それらのうち、エッチング加工と

して用いられるものについて、特徴、研究例などを紹介する。 
 
「イオンビーム」[1] 
 イオンビームによる加工では、FIB（Focused Ion Beam：集束イオンビーム）と呼ばれ

る加工方法が主流である。FIB では、ガリウム液体

金属イオン源をソースとして、これを図 3.3-1 に示

すようなコンデンサレンズで絞込みスポット径を 5
ｎｍ程度にするものである。この FIB では、イオン

ビームが基板に当たるとそこから二次電子が飛び

出してくる（図 3.3-2 参照）。その二次電子のマッピ

図 3.3-2 FIB の照射と飛び出す粒子 図 3.3-1 ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ装置のｲｵﾝ光学系 
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ングをすれば形状のデータを得るこ

とができる。また、加速電圧をあげて

30keＶ程度にすると二次イオンが飛

び出すようになる。この二次イオンは

スパッタリングされた状態を示し、さ

らに続けていけば、その部分がエッチ

ングされていくことになる。図 3.3-3
に示したのは、FIB によるエッチング

でＩＣの断面を出した加工の写真で

ある。なお、FIB の特徴は、ビームの

集束度を上げることでスポット径を

小さくできるので、極めて高い分解能

の加工が可能であるということであ

る。一方、加速電圧を上げすぎると基

板側にダメージを残したり、基板の一部が帯電したりして正確な加工を妨げてしまうこと

があることである。加工できる材料の制約はあまり大きくないので、新機能材料や NEMS
の加工に有用である。 

図 3.3-3 FIB による加工例 

図 3.3-4 FIB 照射後にｳｴｯﾄｴｯﾁﾝｸﾞした例 

 単体のビーム加工ではないが、FIB を照射した部分（イオン注入した部分）が、アルカ

リエッチングに耐性を持つことから、FIB とアルカリエッチングを組み合わせて、マスク

レスで微細なパターンを形成することができる。千葉大学の柴田らは、FIB によるドーズ

量を変えることで、マスキング効果が変わることを利用して、ナノメートルレベルで高さ

方向を変化させた構造を製作している（図 3.3-4）[2]。 
 
「クラスターイオンビーム」[3] 
 クラスターイオンビームとは、図 3.3-5 に示すように、ノズルから送り出したガスをイオ

ナイザーでイオン化してできるクラスターを加速器でビーム状にしたものである。ガスク

ラスターイオンは、電荷を共有しながら弱く結合した原子もしくは分子の集合体である。

イオン性があるので、コンデンサレンズによる集束が可能という利点も有している。総エ

ネルギーは通常の（モノマー）イオンと同等でありながら、モノマーイオンに比べて大き

な質量と運動量を持って

いるので、高スパッタ率を

得ることができるという

特徴がある。図 3.3-6 は、

京都大学 山田らによっ

てなされた単原子イオン

 

ビームとクラスターイオ図 3.3-5 ｸﾗｽﾀｰｲｵﾝﾋﾞｰﾑのｸﾗｽﾀｰｲｵﾝﾋﾞｰﾑ発生模式図 
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ンビームのスパッタ率である[4]。また、

クラスターイオンビームによるエッチン

グでは、基板に水平な方向にも速度成分を

持つ粒子によるスパッタリングがおきる、

いわゆるラテラルスパッタとなるので、通

常のイオンビームに比べて、基板へのダメ

ージを少なく、浅い部分にのみ影響を及ぼ

すことができる。また、超平坦化加工やダ

イヤモンドなどの難加工材の加工にも利

用されている。図 3.3-7 は三菱マテリアル

によって実施されたＸ線リソグラフィ用

マスクのダイヤモンドメンブレン平坦化

の例である[5]。 

図 3.3-6 単原子ｲｵﾝﾋﾞｰﾑとｸﾗｽﾀｰｲｵﾝﾋﾞｰ 
ﾑのｽﾊﾟｯﾀ率 

 

 
 
「レーザービーム」 
 レーザーは ,（Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation）の略

（LASER）で、自然界には存在しない特殊

な光であることから、計測、通信、加工な

ど様々な用途に用いられてきた。現在もさ

らに応用展開の研究がなされているが、エ

ッチング用として主に利用されているのは、CO2レーザー、YAG レーザー、エキシマレー

ザーである。しかし、これらのレーザーは、イオンビームと比べるとスポット径が大きく

NEMS 用の微細加工に利用するのは難しい。 

図 3.3-7 ｶﾞｽｸﾗｽﾀｰｲｵﾝﾋﾞｰﾑ照射で平坦化し
たＸ線ﾘｿｸﾞﾗﾌｨﾏｽｸ用ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾒﾝﾌﾞﾚﾝ 

エキシマレーザーはアブレーションによって加工が進行するので、1μｍ/パルス以下の加

工も可能であるし、ビーム形状を金属マスクで制御することも可能なので、レーザーエッ

チング加工の中では、比較的微細化に対応しやす

エキシマレーザーを用いて、マイクロディンプ

ルの形成の可能性を示している（図 3.3-8）[6]。 
純粋なレーザーエッチングではないが、エッ

いレーザーである。岡山大学の西原らは、

チ

図 3.3-8 ﾏｲｸﾛﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ加工例 

ング加工という観点からみると、DOE
（Diffractive Optical Element：回折型光学部

品）は興味深い試みである。従来、レーザーに

用いられる光学系は、屈折や反射の法則という

いわゆるレンズによる光学理論に基づいたも

 95



のが用いられてきたが、それを、回折理論を利用した光学系も利用しようとするものであ

る。 
  DOE とは、その表面にミクロンオーダーのレベルで形成された凹凸微細形状パターン

によって、光の位相を自由に変えて、様々な機能を発揮することができる光学部品（レン

ズ）のことで、その表面には、非球面上にノコギリの歯のような形状をした微細な起伏形

状が多数存在している（図 3.3-9）[7]。 
 DOE を利用すれば、ビーム分岐による超高速（微細）穴あけ、パターン一括加工、ビー

ム強度の均一化などが可能になり、ＮＥＭＳの製作に有用なツールとなる可能性がある。 
  
「FAB：Fast Atom Beam」 
 FAB（高速原子線）エッチングは、原子線源から取り出した原子線を対象素材にあて、

スパッタリングによるエッチングを行う方法である。原子線によるエッチングでは、素材

が絶縁体でもチャージアップと呼ばれる帯電がないので、初期のエッチング状態を最後ま

で続けることができる。しかし、中性粒子である原子線は、ビーム自体をコンデンサレン

ズなどで集束することができず、ビームを絞るためには、メタルマスク（窓）を用いる必

要がある。連続的なビームの絞りこみを実現するためにバリアブルなアパーチャを用いる

例もあるが、いずれにしても、フォトリソグラ

フィに比べて微細化は難しいので、素材側にマ

スク材を形成しておき、マスク材ごとエッチン

グするなどの方法が必要である。 
 図 3.3-10 に示したのは東京工業大学 堀江ら

によってなされたＦＡＢによる加工例である[8]。 
  
3.3.2 プラズマ加工 
 プラズマ加工とは、希薄なガスの分子を励起

させ反応性を高めた状態の粒子で、これを素材

に照射することで加工することである。代表的

な加工として、Deep RIE、非平衡プラズ

マエッチング、および、難エッチング材料

のエッチングについて以下に記述する。

図 3.3-9. DOE の加工例と 
ﾋﾞｰﾑ分岐利用ｲﾒｰｼﾞ 

 
 
「Deep RIE：Deep Reactive Ion Etching」 
 RIE（反応性イオンエッチング）は、プラ

ズマ化した反応種と被加工在が反応するこ

とによってエッチングが進行する手法であ

る。 図 3.3-10.FAB によるｴｯﾁﾝｸﾞ例 
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図 3.3-11 ａ）通常の RIE    ｂ）Deep RIE のエッチング模式

基板 
マスク材
ガスとしては、ＳF6が通常用いられる。しかし、そのエッチング

ように、等方的にすすむため、深くエッチングすると、パター

深いエッチングには適用できない。そこで、エッチングされた

らエッチング底面のみをエッチングする手法が開発された（図

IE である。ここで、側壁の保護膜はＣ4Ｆ8 プラズマから形成さ

  
RIE は、Si の結晶面にそのエッチング形状が依存する湿式異方

として広く MEMS に利用されるようになってきた。その特徴は

可能で、アスペクト比としてみると 50 以上の実績も報告され

、反応性を基本としているため、材料の

範囲が狭いため、新機能材料のパターン

の利用には向かないので、Deep RIE で

を行い、それを用いて新機能材料のパタ

グをする方法が有用であろう。 

プラズマエッチング」 
プラズマとは、プラズマ中の電子温度、

が平衡にない状態のプラズマである。熱

ズマと異なり、低温でプラズマ生成可能

また、大気圧下でも利用可能であるので

が広い。以下に、大気圧下の非平衡プラ

のエッチングの研究例を紹介する。 
業大学の猪俣らは、大気圧下における非

ズマの発生を図3.3-12に示すビーム状低

マ発生装置にて発生させ、Si（100）面の

グをおこなった。プラズマは、CF4 を

He のプラズマである。エッチングのレ

CF4 の濃度にも依存しているという結果

る（図 3.3-13）[10]。 

図 3.3-12 非平

の模式図 

図 3.3-13 ｴｯﾁﾝｸﾞﾚｰﾄの
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「難エッチング材料のエッチング」 
 難エッチング材料とは、強誘電体材料、

磁性材料、Pt、Au などの貴金属材料など

である。これらの機能性材料は、マイク

ロデバイス、ナノデバイスにおいても有

用である。しかし、有用な機能材料も、

所望のパターンにパターニングできなけ

れば使えない。パターニングをエッチン

グで実施するために、前述した種々のエ

ッチング方法で、ガス種をいろいろ変え

るか、加速電圧を上げるなど加工条件を

厳しくするか、付加的な要素を加えるか

などの試みがなされている。クラスター

イオンビームの項で述べたダイヤモンド

のエッチングなど一部可能になっている

ものもあるが、それらの結果はまだ確立

されておらず、マスク材との選択比の小

さい状態で用いたり、湿式のエッチング

を行ったり、リフトオフを応用したりす

ることで対応することが多い。 
 奈良先端科学技術大学大学院の岡村ら

は、強誘電体を用いた微細キャパシタの

製作方法を提案している[11]。直接のエ

ッチングによるパターンニングではないが、難エッチング材のパターンニングという観点

からは興味深い試みなので、以下に強誘電体材料でＰｔの電極をつけた微細強誘電体キャ

パシタの製作方法を示す（図 3.3-14）。前駆体溶液を塗布して、所望の部分に電子線を照射

すると、その部分の膜厚が約半分になる。これにＰｔを蒸着した後、現像すれば、電子線

照射した部分のみ Pt 付で前駆体が残り、その後熱処理すると微細強誘電体キャパシタが形

成できる。 

図 3.3-14 微細強誘電体の製作ﾌﾟﾛｾｽ 

 
まとめ 
 ドライプロセスのエッチングについて、新機能材料のパターンニングおよび、NEMS へ

利用できるエッチングプロセスについて概説した。それぞれのエッチング方法には、特徴

があるものの、万能なものはないので、新機能性材料をエッチング、及び NEMS を製作す

るには、やはりケースバイケースでの検討が必要である。また、デポジションの観点から

の検討も重要である。 
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3.4   堆積技術 

MEMS/NEMS で も良く用いられる材料はシリコン関連の膜である（多結晶シリコン、

シリコン酸化物、シリコン窒化膜）。これらは主に化学的蒸着法（CVD）法によって作製

される。工業的には特定高圧ガスであるシランを用いるために、研究開発現場では敬遠さ

れる傾向があり、代替として、スパッタリングやシランより安全性の高いテオスを気化さ

せたガスを用いた CVD を用いることも多いが、シランを用いた CVD 法に比べると一般に

特性や下地との密着性に問題がある。 

これ以外の膜としてはMEMSやNEMSでは第２章で取り扱った機能性材料の膜が用い

られる。特にアクチュエータ材料としての圧電材料や形状記憶合金、磁歪材料が良く用い

られる。これ以外にセンサ用の材料として、イオン導電材料（ガスセンサ）、焦電材料（赤

外線センサ）、ピエゾ材料（変位センサ）等がよく知られている。これ以外の用途ではパ

ワーMEMS で用いられる固体電解質膜やマイクロ化学で用いられる水素透過膜等が知ら

れている。 近では高周波無線通信への関心の高まりから、FBAR フィルタ[1]や SMR レ

ゾネータ[2]の共振用材料の成膜も課題となりつつある。エレクトロニクス用途とほぼ同様

な成膜技術が MEMS や NEMS でも用いられるが、 大の相違点はその成膜する厚さであ

る。エレクトロニクス用途では、たかだか１ミクロン以下の膜を成膜すれば事足りたので

あるが、MEMS や NENS の特にアクチュエータ用途では機械的な出力を要求されるため

に１ミクロン以上の厚膜を形成する必要がある。これらの領域の成膜は従来のデポジショ

ン技術ではきわめて困難である。また一方バルク体を研磨加工して製造する手法も考えら

れるが、機械加工による研磨では厚さ数 10μm に薄さの技術的限界があると思われる。

また電極付けして基板に接合する手法も接着剤を用いる手法以外は容易に実用化されて

いないのが現状である。また接着剤もその厚さの均一性を保つ手法、接着層でのダンピン

グ等の問題を有する。また MEMS ではフリースタンディング構造を用いることが多いた

めに内部応力が、少ないことが要求される。以下に内部応力を調整した厚膜を製造するこ

とを中心として、MEMS や NEMS で用いられる成膜法について述べる。また FBAR や

SMR で求められる精度の高い膜厚コントロールを行う成膜法についても言及する。 

 

3.4.1  気相成膜法 

気相成膜法には蒸着法、およびスパッタ法、イオンビーム法等が知られている。前述の

ように機械素子への応用としてはその用途にもよるが、厚さは１μm 以上を必要とする。

これらの厚さを達成することは一般に通常の気相蒸着法では困難である。その理由は内部

応力が高くなり、クラックが発生すること、クラックが発生しなくても下地から剥離が起

こることである。また真空中で成膜を行うため、蒸着法では成分元素の蒸気圧の違いによ
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る組成変動、スパッタ法やイオンビーム法ではスパッタリングイールドによる組成変動が

起きる。またガス分圧が小さいことから酸化物では酸素欠損等が見られる。 

次にこれまでに用いられてきた各種気相および液相成膜法の優劣について表 3.4-1 にま

とめる。 

表 3.4-1 各種気相成膜法の損失 

Laser 
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Sput
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Evapo

Ion Beam 

Sol Ge

 

上記に示す

ーム蒸着等）

ム法）では困

させるために

する、蒸着窓
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に近い性能の

 

 

 

 Deposition

Rate 

(Thickness)

Composition

Control 

Pb Content 

control 

Compatibil

ity 

With IC 

process 

Ablation 

thod 

Good Good Expected to 

be Good 

Good 

tering Low Bad Bad Good 

on Beam 

ration 

Good? Bad ? Good 

Deposition Low Intermediate Good Good 

l Method Very low Intermediate Intermediate Inter- 

mediate 
ように成膜速度を稼ぐためには一般に蒸着法（エキシマレーザ蒸着、電子ビ

が優れるが、組成コントロールは熱で蒸発をさせるタイプの方法（電子ビー

難とされる。エキシマ法は非熱的なアブレーションによりターゲットを蒸発

有望とされているが、酸素欠損を低減させるのが困難、粒子状析出物が存在

が汚れやすい、大面積かが困難という技術的問題が今のところ山積している。

組成コントロールや成膜速度が遅いという欠点はあるものの、かなり単結晶

膜も得られている。 
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 図 3.4-1 高周波フィルターで採用される FBAR ( Film Bulk Acoustic Resonator) 
 および SMR (Solidity Mounted type Resonator)  

上記については特にアクチュエータ用の厚膜材料を得るという観点から成膜法について

た。次に FBAR や SMR（図 3.4-1）で求められる精度の高い膜厚コントロールを行う成

について述べる。近年携帯電話のデータ伝送速度への要求が厳しい。より高い伝送速度

めて高周波通信への要求が高まり 2.4GHｚ帯や、5GHｚ、10GHz の高周波フィルタが

とされる。現有の表面弾性波フィルタは加工の限界に来ている。そこで固体振動を利用

FBAR や SMR 等を用いることが提案されている。ところがこれらのデバイスでは共振

AlN、ZnO 等の圧電体）の許容膜厚が非常に厳しく、目的厚さ 2 ミクロンに対し、厚さ

範囲が±20Å[2]と厳しい。通常のスパッタ法でもかなり装置を大きく製作することによ

成が可能であるが、装置コストがかかることが実用化の難点である。原子単位の成膜法

てパルスレーザ蒸着法も期待が持てる。 

   液相法 

相法としてはゾルゲル法がよく知られている。ゾルゲル法とは金属を溶解したアルコー

液を混合、加水分解素津事により、前駆体溶液を作製し、これをスピンコーディングや

上げ法によりで基板上に塗布し、乾燥、熱処理によりセラミックスの薄膜を作成する技

ある。 

ルゲル法は成膜の効率は一回のスピンコーティングで成膜できる厚さが 0.1�m ときわ

薄く、スピンコーティングでできる１層ごとに熱処理を施すために効率も低い。手作業

2�m 程度の膜を作製するのに熱処理も含めると１週間程度かかるが、工業的には自動

ることも期待できる。またこの手法は簡便で、大型装置を使用せず、大口径のウエハへ

開が他の手法と比べて、比較的容易である。この方法と比べると気相の成膜法では大口
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径のウエハに成膜するには装置自体を大きくする必要があり、十分な膜厚均一性も得にくい。

強誘電体材料であるＰＺＴ材料は、それ自体がセンサにもアクチュエータにもなるため、

MEMS 構造の簡略化が期待でき、MEMS（Micro Electro-Mechanical Systems）としての

有望な要素材料として注目されてきた。その中で、ジルコン酸チタン酸鉛（Pb(Zr0.52、

Ti0.48)O3、 PZT と略記）セラミックスは、高い圧電特性を示す材料として、現在、MEMS

に適用するために薄膜の作製・評価から微細加工法まで盛んに研究されてきたので特に詳述

する。 

PZT 薄膜を作製するには、様々な方法が用いられ、前述の気相での成膜法であるスパッタ

リング［3］、レーザアブレーション［4］）など、化学的には MOCVD 法［5］）、ゾル－ゲル

法［6］などがある。その中で、ゾル－ゲル法は大面積の膜が得られる、低温合成が可能で

ある、組成のコントロールが簡易で、作製工程が簡便である等の利点を有し、期待される手

法である［7］）。ゾル－ゲル法による PZT 薄膜（1µm 以下）の成膜技術はフラッシュメモリ

を中心として、完成されたものとなってきた［8］）。一方マイクロ・アクチュエータへの応

用としては、1～10µm 以上の厚みが要求される。例えば、2 次元マイクロ・スキャナーの場

合には、2 軸の周りの回転運動を起こすために、四つの PZT のアクチュエータビームをそれ

ぞれ独立に駆動する必要がある。このような構造でできるだけ大きい変位と出力を得るため

には、なるべく大きな厚さの PZT 膜が望ましい［9］。また、原子間力顕微鏡（AFM）のカ

ンチレバーの場合にも、同様な厚さの PZT 膜が要求されている［10，11］。 

ゾルゲル法と原理的には同じであるがスプレー法についても言及する。ゾルゲル法は通常

スピンコーティング法によるため平面上の成膜しかできない。MEMS では段差のある平面、

円筒や円柱等の非平面にコーティングを行う必要がある。スプレー法では、これらの特殊な

コーティングが可能である。PZT のゾルゲル溶液を塗布した後に、熱処理し、段差上にコン

フォーマルな成膜を行った例が報告されている[12]。 
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図 3.4-2 スプレー法による成膜方法  

 103



液相法として、圧電膜の製造に用いられている他の方法は水熱合成法である。これも厚い

膜を成膜するのに適しているが、強アルカリを使用するためにマイクロマシニングとの相性

がきわめて悪い。また報告されている表面粗さも大きく、マイクロマシニングで、コストと

時間のかかる研磨加工を行う必要がある。メッキ法も金属に対しては行われているが、いわ

ゆる MEMS や NEMS に用いられる機能性材料の成膜法はいまのところ報告されていない。

ただメッキによってナノ構造を作製し、ナノインプリントの型として用いることやフォトニ

ック構造を製作することは、LIGA 技術の応用として従来から行われている。 

 
3.4.3  特殊堆積技術  
前述の気相法および液層法についで固相の粒子を直接堆積する手法、およびインクジェッ

ト法による成膜技術について述べる。 

固相の微粒子を高速で基板に衝突させ薄膜を得る方法は Gas Jet 法あるいはエアロゾル堆

積法とよばれ、PZT アクチュエータの数 10 ミクロンレベルの膜を直接得る技術として注目

された[7]。またこの方法はマスクを利用することにより、微小な構造を直接製造することが

でき、Jet Molding 法とも呼ばれている。図 3.4-3 にこの手法の概念図および得られた微細

構造を示す[13]。簡単に圧電アクチュエータを数 10 ミクロンレベルで塗布できる利点を有す

るが、微粒子中に膜中の欠陥が入らないような工夫を行う必要がある。また表面粗さの改善

も課題である。 

次にインクジェット技術により成膜する方法について述べる。これは基本的に粒子をイン

クにまぜたり、ゾルゲル溶液を基板に吹き付け、後に適当な熱処理を施すことにより成膜を

行う方法である[14]。これも上記の方法と同様に微細な構造を直接製造することができ、PZT

等の成膜に利用されている[15]。 

 
図 3.4-3(a) エアロゾル堆積法概念図 (b) Si ダイアフラム 13-㎛-PZT 膜  

(c) PZT ラインパターン  
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図 3.4-4 ピエゾオンデマンドインクジェット法の概念図 
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3.5 研磨・切削・メッキ・乾燥・接合加工技術  
3 .5.1 研磨・切削加工技術  
 材料の持つ優れた機能を生かすためにナノレベルで材料表面を加工する

場合、加工対象物の表面の原子配列を乱さないことが極めて重要であり、

これを実現するには原子単位での表面加工技術が必要である。  
 ここでは、そのような原子レベルでの表面加工を実現するための技術を

紹介する。  
 
3 .5.1.1 EEM （ Elastic  Emission Machining）法  
 EEM法は固体表面間の化学反応を利用する超精密表面加工法である。  

この技術の開発を進めている大阪大学の森ら [1]によると、この技術は加

工物表面原子と、この原子に対して化学的な反応性を持つ微粒子を衝突さ

せることにより、加工物表面の原子を１原子単位で削りとるものである。  
具体的には、超純水中に加工物表面との化学的な反応性を持つ微粒子を

加え、その微粒子を混入した液を加工物表面の加工したい場所に供給する

ことにより、微粒子表面の原子と、この微粒子が衝突する加工物表面の凸

部の原子との間で起こる化学反応により、加工物表面の原子が微粒子と化

学結合し、微粒子が加工物表面を水流により転がることにより、微粒子が

あたかも雪だるまのように加工物表面の原子を吸着し除去するというもの

である（図 3.5-1）。  
この技術の注目すべき特徴は、加工表

面原子と微粒子との化学結合により加

工する技術であるため、従来のような機

械的加工法や、熱的加工法に比べて、加

工物表面へのダメージが非常に小さい

点である。  

図 3.5-1 [1] 

加工物表面の原子の配列を乱すこと

なく、原子の大きさに依存する凹凸しか

ない平滑な表面を作ることを可能とし

ており、また、水流を制御することによ

り、加工したい特定の場所のみの表面を

原子単位で加工可能なことから、平面だ

けではなく曲面の原子レベルでの加工

をも容易に可能としている点も応用範

囲を広げている。  
開発された数値制御 EEM加工装置で
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は、1ナノメートルを上回る形状精度で目的とする自由曲面の加工を可能と

している。  
 
3 .5.1.2 超純水電気化学的加工法  
 超純水電気化学的加工法は水だけで電気化学反応を起こし固体表面の加

工を行う技術である。  
電気化学反応そのものは従来からよく知られている反応であり、加工や

成膜などに幅広く応用されている技術であるが、反応に電解質を多量に含

む溶液を必要とするため、その電解質による加工品への汚染などの問題か

ら、半導体デバイスなどのクリーン度が要求されるものへの加工技術とし

ては用いられてこなかった。また、加工後に生じる廃液の処理方法も難し

く、環境への課題という側面も持っている。  
 大阪大学の森・広瀬ら [2] , [3] , [4]によると、この技術は例えばシリコン表

面を加工する場合、シリコンを陽極とし、水酸化物イオン（ OH－ ）がシリ

コン表面原子に作用することにより、シリコン表面原子同士の結合強度を

低下させ、更に別の水酸化物イオン（ OH－ ）と水素イオン（ H＋ ）と結合す

ることにより SiH２ (OH)２  分子としてシリコン原子を除去するものである

（図 3.5-2）。  
この技術の注目すべき特徴は、 EEM

法同様に原子レベルの加工であるとと

もに、加工に際しては純水のみの使用

であるため、従来のような加工品への

汚染の懸念がなく、地球環境にも優し

い技術だということである。  
この技術はシミュレーションにより、

水の中にある水酸化物イオン（ OH－ ）

により電気化学反応を起こすことが可能であることが発見され、その後、

実験により Siや Alでの加工が確認されている（図 3.5-3）。  

図 3.5-2 [3] 

また、触媒により水分子を

分解し電解電流密度を常温・

常圧超純水の 100 万倍近くま

で増加させる技術が開発され、

超純水のみの電気化学的加工

技術の実用化がより一層進め

られている。  
図 3.5-3 [4]  
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3.5.1.3 プラズマ CVM（ Chemical  Vaporization Machining）法  
 プラズマ CVM法はプラズマ中の中性ラジカルと加工物表面の化学反応を

利用した超精密加工法である。  
この技術の開発を進めている大阪大学の森ら [1] , [5]によると、この技術

は 1気圧という高気圧下において高密度のプラズマを発生させ、プラズマ中

で生成した中性ラジカルを加工物表面の原子に作用し、その原子を揮発性

の物質に変えることで原子を除去するもので、凸部のプラズマ滞在時間を

長く、凹部の滞在時間を短くすることで平らな表面を形成する（図 3.5-4）。  
 この技術の注目すべき特徴は、プラズマを発生させる電極の形状により、

発生させるプラズマを制御し、特定の場所

のみを原子レベルで加工可能なことであ

り、平面だけではなく、曲面や切断等の加

工にも応用できることや、加工面の原子配

列を全く乱さないだけでなく、従来の機械

加工技術に匹敵する加工能率と形状加工

能力を両立していることにある。  

図 3.5-4 [1] 

開発された数値制御プラズマ CVM加工

装置では、表面の凹凸を１メートル四方で

わずか１ナノメートルに抑えこむ形状修

正加工（本州全体を 1mm以内の高さになら

したのと同等の精度）に成功している。  
 
 
3 .5.1.4 原子間力顕微鏡（ AFM）機構を

利用した極微小切削加工法  
AFM 機構を利用した極微小切削加工技術法は、 AFM のカンチレバーを

切削工具として利用することにより固体表面の加工を行う技術である。  
 この技術の開発を進めている産業技術総合研究所の芦田ら [6] , [7]による

と、この技術は通常の測定の際には、被測定物表面に損傷を与えないため

に、接触荷重は極めて小さな負荷に制御されているが、この荷重を大きく

することにより、被加工物表面にカンチレバー先端を押し付け、食い込ま

せることにより加工するものである。測定用のカンチレバーの場合では、

表面に損傷を与えないように梁の部分は可能な限り剛性が低いものが望ま

しいが、加工用のカンチレバーの場合は、先端が硬く鋭く、梁の部分は適

度な剛性があるものが必要とされる。  
加工用カンチレバーとしては、測定用カンチレバーの 1000 倍程度の剛
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性を持ち、切れ刃としてダイヤモンド砥粒を先端に固定したものなどが作

製されている（図 3.5-4）。  
また，カンチレバーのねじれを測定することにより、探針と表面の接触

部に作用する摩擦力を検出する（摩

擦力顕微鏡：FEM）ことが可能とな

るため、加工中の切れ刃に作用する

水平分力を測定し、ナノメータスケ

ールの機械加工現象を観測すること

が可能となる。  
 この技術の注目すべき特徴は、加

工形態が従来の切削加工と同様の機

械加工であり比熱加工であり、非化

学反応加工であることから熱影響層

やイオン拡散などが副次的に形成されない点である。また、AFM 機構では、

切込みは切れ刃に負荷する垂直荷重で与えられることから、ワーク表面の

凹凸や送りの運動誤差があっても、加工用カンチレバーの適度の撓みと荷

重制御により切込みは一定に保たれ、圧力切込みに近い切り込み形態とな

るので、安定したナノメータオーダの切込みが得られる点である。  

図 3.5-5 [6]  

 加工深さは切れ刃の先端形状と垂直荷重、走査線の間隔で制御可能であ

ることが確認されている。また、加工後の観察から、マクロな機械加工と

同様の切りくずが確認されており（図 3.5-6）、ナノメータオーダの切込み

でも安定した切削加工が可能であることを示している。  
 ガラスや単結晶シリコンのような高脆材料では延性モードでの加工も可

能とされている。また、加工領域を拡大すれば広領域のナノストラクチャ

加工や高密度記録ディスクの原盤作製等にも応用できると考えられている。 

図 3.5-6 切りくずのＳＥＭ観察像 

（左：真ちゅう，右：単結晶 Si） [6]  
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この技術の課題としては、一般的な切削加工でも問題となる切削刃の形

状と摩耗が挙げられている。ナノスケールの切込みを制御するためにはナ

ノメータオーダの切れ刃成形技術が要求され、大気中に暴露された材料の

表面は酸化膜や様々な吸着層が存在するため、ナノスケールの機械加工を

制御するには化学的な効果をも考慮する必要があり、切れ刃と材料表面の

相互作用の理解が必要とされる。  
 
3 .5.2 メッキ・乾燥・接合加工技術  
 MEMS/NEMS素子の製作では、立体的な構造体を構築するため、従来の

半導体素子製作とは大きく異なる製造技術が必要とされている。  
 ここでは、そのような MEMS/NEMS素子製作において特徴的な技術を紹

介する。  
 
3 .5.2.１ 無電解メッキ法  
 この技術は、MEMS/NEMS における複雑な凹凸をもつ構造体形成におい

て、良好なステップカバレッジが得られる薄膜の堆積を実現したものであ

る。  
 無電解メッキ法は、一般には古くから使用されている技術である。メッ

キ溶液中に含まれる還元剤による金属イオンの還元反応析出により金属を

被メッキ物質の表面に析出させるた

め（図 3.5-7）、電気メッキ法で必要

とされる電界を形成するための電源

を必要としない。また、析出した金

属自体による自己触媒作用によって

も析出が誘起される。  
 従来は還元反応により薄膜を堆積

させていたが、フェライト膜を堆積

するフェライトメッキなどの酸化反

応による堆積も開発されており、東京工業大学の阿部ら [8]によると、光を

触媒とした光照射法など様々なメッキ手法も開発されている（図 3.5 -8）。 

図 3.5-7 

 この技術の注目すべき点は、被メッキ構造体の表面と側面に同じ厚さの薄

膜が均一に堆積されるため、構造体の高さ方向に対してのカバレージが良

好であることや、アモルファス金属が堆積可能なこと、堆積するメッキ膜

の応力調整が容易なこと、形成温度が 100℃以下の低温で可能なため、構

造体の熱膨張係数差による熱応力が小さいこと、低温で形成できるため高

い温度では変形しやすい材料を用いることが可能であること、設備・原料
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共に従来の CVD 装置などに比

べ安価であることなどが挙げら

れ、その応用範囲は非常に広い

ものと考えられている [9]。  

図 3.5-8 [8] 

レーザー照射フェライトメッキ法  
（光照射法）  

 この技術の課題としては、メ

ッキ方法自体は古くから使われ

ていたが、半導体素子に応用さ

れるようになったのは最近であ

るため、不純物の少ない高純度

なメッキ液の開発や、被メッキ

物によっては前処理が必要なこ

とや、反応速度をコントロール

することが難しいこと、環境を

配慮した排水処理などが挙げら

れる。  
 
3 .5.2.2 超臨界乾燥法  

この技術は、今後より微細化が進むであろう MEMS/NEMS 等の超微細

構造体に対して、洗浄後などの乾燥の際に問題となるスティッキングなど

のダメージの解消を実現したものである。  
超臨界状態とは気体と液体の区別が無い状態のことをさす。温度や圧力

により物質は気体となったり液体となったりするが、高温や高圧力下のも

とではその区別が無くなる状態が生まれ、その界面が存在し無くなるため、

界面で生じる液体の凝集力である表面張力も無くなる。この超臨界状態を

MEMS/NEMS 等の半導体素子の乾燥方法に適用したのが超臨界乾燥法で

あり、微細な構造体を乾燥する際に問題となっていた表面張力による破損

を防ぐことができる。  
 この技術の注目すべき点は、液体を超臨界状態にすることにより、従来

の乾燥方法では被乾燥物を液体に浸してある状態から乾燥する過程におい

て、液体中から空気中へ引き上げる際などに発生して問題となる表面張力

をゼロにすることができることである。  
 超臨界状態にある液体は気体として排出することができるため、排出し

た後、温度や圧力を常態に戻すことにより、被乾燥物を乾燥した状態で大

気中に取り出すことができる。これにより、微細な構造体を表面張力によ

る破損から防ぐことが可能となる。  
この技術は MEMS/NEMS 等の微細構造体の乾燥だけではなく、NTT の
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生津ら [10]により極微細パタンの形成法である SRD（ Supercritical  Resist  
Drying）法（図 3.5-9： (a)通常の乾燥 (b)：超臨界流体を用いたもの）な

どにも応用されている。  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 .5.2.3 表面活性化接合（ Surface Activated Bonding： SAB）法  
この技術は、異なる物質同士を常温でありながら原子レベルで非常に強

固な接合を実現したもので、真空中で二つの被接合物の接合表面に存在す

る酸化層や汚れなどの吸着層を不活性ガス等のビームでエッチング除去す

ることにより、接合面を原子の結合手が剥

き出しの状態にして、他の原子と極めて結

合し易い活性化した状態にすることにより、

この活性化された接合面同士を合わせ原子

レ ベ ル で の 強 固 な 接 合 と す る も の で あ る

（図 3.5-10） [11] , [12]。  
この技術の注目すべき点は、原子レベル

の非常に強固な接合（ Si 同士の接合では従

来の加熱による直接接合と同等程度の接合

力）であることや、接合の際の温度が常温

であるため、熱膨張係数が異なる物質や、

接合界面に格子欠陥や不整合があっても接

合強度にはほとんど影響がないため結晶方

位の異なる物質や、接合時に印加圧力を殆

ど必要としないため脆性物質や微細構造体

などを接合する場合に適していることであ

る。  
 図 3.5-11 は産業技術総合研究所の高木

図 3.5-9 [10] 

図 3.5-10 
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ら [11] に よ る 表 面 活 性 化 法 に よ る Si と

LiNbO3 の接合界面の高分解能透過電子顕

微 鏡 観 察 結 果 で あ る が 、 接 合 界 面 に は 数

nm の非常に薄い中間層が認められ、この

層では上層の Si と下層の LiNbO3 に見られ

る結晶格子の像が見えなくなっていること

から、高密度の格子欠陥を含む状態もしく

はアモルフアス化しており、接合前の Ar
ビームによるスパッタエッチングの際に形

成されたものと考えられているが、このよ

うな層があるにも関わらず、母材強度と遜色無い大きな接合強度が得られ

ている。  

図  3.5-11 [11] 

 また、半導体素子への適用に際してよりダメージの少ない方法での表面

活性化方法も研究が進んでおり、東京大学の須賀ら [12]により、ラジカル

との併用などによるアモルファス層の殆ど無い接合界面や、常温での Cu
－ Cu バンプレス・インターコネクトなどの接合も報告されている。  
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3.6    バイオ・化学を応用した加工技術 
 近年、生体材料を利用した加工技術の研究が活発に進められている。従来のドップダウ

ン技術では困難なナノ構造が一括に作製できることや、生体分子を利用したデバイスなど

の作製にも利用されつつある。現に医療診断のための DNA チップは実用化されており、蛋

白チップなども研究開発が活発に進められている。生体は、もともと体内にナノマシンと

呼ばれる分子機械構造を有しているとともに、生物そのものを分子機械としてとらえる考

え方もある。言うまでもなく生体材料では、エッチング技術を利用して小型化する MEMS
技術（トップダウン技術）とは異なるアプローチで分子機械が組み立てられており、将来、

これらの技術を複合化させた手法によりデバイスが作製されるようになるかもしれない。

本報告書では、加工技術への応用に主眼をおき、自己組織化を利用した加工技術、DNA・

蛋白チップの作製技術、自己組織化やナノ加工技術の応用としてバイオミメティック構造

について報告する。 
 
3.6.1 ＤＮＡ・セルフアセンブル分子を利用した加工 
 

 
図 3.6-1  Au 微粒子の DNA による修飾とネットワークの作製方法。２次元ネットワ

ークの SEM 写真（右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 すべての生物学的な要素は、まず始めにナノスケールで組織化される。この組織化を積

極的に利用し、新しい材料や構造を創成したり、機能化したりする技術がセルフアセンブ

リである。 
 多くの研究グループが、DNA 等の分子を利用したセルフアセンブリによる、ナノサイズ

の微粒子からなる２次元あるいは３次元のネットワークを形成する手法を開発している。

一つの方法としては、DNA オリゴマーの終端をチオールで修飾し、金の微粒子に吸着させ

る。互いに相補的な DNA のハイブリダイゼーションにより、マクロスコピックなネットワ

ークを形成する(1)(図 3.6-1)。この場合 DNA 分子のオリゴマーの長さを変えることで、微

粒子間の距離を変えることができる。この他に、アルキルチーオール分子なども利用する

ことができる(2)。このようなセルフアセンブルの手法で組み立てた周期構造は、フォトニ

ック結晶やグレーティングなどの光学素子や単電子トランジスターなどの電子素子の作製

に利用できる。Park 等は、DNA で作製した Au 微粒子のネットワークの導電性を調べ、
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DNA の導電性を測定している（３）。

同様の手法で、ポリスチレンの微粒子

の周期構造を作製した例も報告され

ている（４）。このような手法は、も

っと大きな MEMS 技術にも利用でき

るかもしれない。図 3.6-2 に示すよう

に Terfort 等は、ミリメーターの大き

さの３次元的な要素を疎水性結合に

より組み立てることを報告している

（５）。似たような方法は、MEMS の

構造体についても試みられている。Nakakubo 等は、polyacrylamide（PAAM）分子がア

ミノ基に選択的に吸着する性質を利用して、異方性エッチングとドライエッチングで作製

したマイクロ構造体の組み立てを試みている（６）。 

 
図 3.6-3  DNA による金属原子の１次元鎖の作製

 
図 3.6-2  分子間結合を利用したマクロ構造のセ

ルフアセンブリ 

 人工的な DNA 分子を利用して、ナノ材料を作製する研究も進められている。Shionoya
等は、銅の原子をもつ結合種を介してハイブリダイゼーションさせ、銅原子が一次元鎖を

形成したナノ構造を合成している（７）。なお、DNA は大気中では不安定であるため、人

工 DNA が開発もされている。 
 30nm の直径をもつウイルスを規則的に配列させ、ビルディング・ブロックを作製した例

もある。Copia Mosaic ウイルスのように球形のウイルスが利用され、その表面のあるサイ

トを蛋白で修飾して合成することで、３次元的な配列構造が作製されている。活性なサイ

トを金の微粒子で修飾し、その規則構造が作成されている(9)（図 3.6-4）。 
生体分子による超分子複合体を形成し、機能性を持った材料の開発も進められている。

リポゾームなどは、２本のアルキル基を持つ脂質分子が２次元に配列したものであること

は、広く知られている。親水基・疎水基をともにもつ分子の２次元配向膜を作るには LB 膜

を作る手法が用いられるが、その他の分子ではそうはいかない。蛋白、ペプチドや DNA を 
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図 3.6-4  金の微粒子で修飾したウイルスとその３次元配列 

 
 
 
 
 
 
 
 

基板上に配向させた、超分子複合薄膜からなる構造がこれまでに作製されている(１０)。蛋

白分子の表面を脂質分子で修飾し、LB 膜の手法で薄膜を作ることができる(１１)。この機

能薄膜を用いて、ショ糖センサへの応用が可能であることが示されている。ペプチドの終

端をチオールで修飾し、Au 薄膜上に配列させて配向膜を形成したり、水面にヘキサンを展

開した油水界面にペプチドを展開したりして、ガラス基板に複数回累積させて、多層薄膜

を作った例もある(13)。圧電特性をもつペプチドの薄膜は、圧電材料としての応用が期待さ

れている。 
 
3.6.2    DNA・蛋白チップアレイの作製技術 
 DNA マイクロチップや蛋白マイクロチップは、ゲノム診断、発現機構、さまざまな疾病

の診断の目的で利用されている。ここでは、その作製方法について述べる。DNA チップは、

一本鎖の構造の異なる DNA 断片が固定化されたチップであり、相補的な DNA 鎖のみがハ

イブリダイゼーションする性質を利用して診断する。スタンフォード大学のグループは、

任意の DNA をスポッティングで配列する方法を開発したが、微細なパターンが作製できな

い問題があった。これに対し、Affimetrix 社は、光リソグラフィーを利用してチップ上で、

複数の組み合わせからなるDNA鎖のパターンを作製する手法を開発した（１３）（図3.6-5）。 
 

 

図 3.6-5  フォトリソグラフィーを用いた DNA 配列の作製方法 
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図 3.6-6  インプリントリソグラフィーによる蛋白チップの作製 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3.6-７  ディップペンリソグラフィーによる蛋白チップの作製 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具体的には、光反応で除去できる保護基で終端した塩基を基板に導入し、紫外光で部分的

に保護基をはずし、その部分に塩基を導入する。この工程を繰り返し DNA 鎖の配列を作製

する。基板は、DNAが吸着するようにあらかじめシランカップリング剤で処理をしておく。

検出は、ターゲット DNA に蛍光分子をラベリングしておき、蛍光強度により評価する。 
 蛋白質チップでは、抗原抗体反応によるタンパク質同士やタンパク質と特異的に相互作

用する分子などの結合を測定して診断する。これら作製技術では、蛋白などの分子の基板

への固定化、マイクロアレイ化が大きな要素技術となる。疎水性相互作用あるいは共有結

合を形成して、基板に固定化される。共有結合を形成して固定化したほうが安定性は増す

が、蛋白分子の機能を損なわないように注意が必要である。基板としては、シリカガラス、

ナイロン、ポリスチレンなどが用いられ、アミノシラン、アルデヒド、エポキシド、さま

ざまなゲルなどが、蛋白を効率的に固定するための前処理に用いられる。プロテインのア

レイ化では、DNA のマイクロアレイを作製するのと同様の、スポッティングが使われるほ
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か、インプリントリソグラフィー、ディップペンリソグラフィーなども使用される。近年

では、10000 以上の蛋白のスポットをガラス基板上に形成した発表などが報告されている

(16)。図 3.6-6 にはインプリントリソグラフィーを利用した蛋白チップの作製方法を示した

(17)。PDMS のプリント基板をモールドから作製し、分子を基板上にパターングする。そ

の分子上に選択的に蛋白をつけるやり方を利用している。また、原子間力顕微鏡（AFM）

を利用したディップペンリソグラフィーを使って分子インク(16-mercaptohexadecanoic 
acid :MHA)の 150nm ほどの微細パターンを形成する方法も報告されている(18)。 

 
図 3.6-8  バイオミメティックなナノ構造の作製方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3 バイオミメティック構造の作製 
 前述した自己組織化による作製方法は、生物がもともと行っている機能であり、これを

真似ることに機能的な材料やデバイスの開発につながる。また一方、巧妙に仕組まれた生

物のからくりを模倣し、さまざまな材料やデバイスに応用する研究も進められている。自

己集積化過程の応用の一つは、自然界の形成されている構造を人工的に作り、デバイスに

応用することかもしれない。バイオミメティックな加工を利用して、集積化回路、フィル

ター、アクチュエータ、光学素子などの開発が積極的に進められている。ここでは、特に

バイオミメティックなナノ構造とその加工方法について述べる。 
 有名な生物のナノ構造の一つとして、モルフォ蝶の羽根や昆虫の眼球にある特有のナノ

構造が知られている。シリコン基板上にドライエッチングで微細な突起を複数つくり、同

様の機能を引き出した例が報告されている（19）。これらの構造は、光を反射しない表面あ

るいは光を効率的に出射する表面を形成するため、太陽電池、ディスプレイ、レーザーの

端面などに形成して効率を高めることが期待されている。モルフォ蝶の羽の微細構造は、

複雑な形をしているが、近年平板上に電子ビームリソグラフィーで微細パターンを形成し、

擬似的な構造が作製されている (20)。最近、ベル研の研究者が深海に棲む海綿動物の繊維

が、工業用の光ファイバーと同様の構造を持っており、その光透過効率が非常に高いこと

を発見している(21)。これらの微細構造を作製するための作製方法の一例を図 3.6-8 に示し

た(22)。帯電した基板を反対の電荷に帯電した高分子電解液にいれ吸着させる。次に、高分

 119



子とは逆に帯電した高分子電

解液に入れる。この工程を繰り

返して、多層膜の微細構造を作

製する。 
 一方、親水性・疎水性を制御

してさまざまなセンサやアク

チュエータへの応用が期待さ

れている。よく知られているよ

うに、蓮の葉などの表面には、

微細な構造が形成されており、

ナノ構造が超疎水性を示す重

要な役割を果している。このよ

うな、微細構造はインプリント

リソグラフィーや、単に電気化

学的な堆積方法で作製される。

図 3.6-9 は蓮の葉を模倣したナ

ノ構造の写真と、構造と接触角

の関係を示したグラフである

(23)。吸着した分子を電気機械

的に動かし、表面での親疎水性

を変化させる試みもある。この

ような、表面はドラッグデリバ

リーやディスカバリに応用す

る目的や、マイクロバルブの駆 
動力を得るためにも利用され

ている。例えば、図 3.6-10 に示すようにアルキル鎖をもつ両新媒性分子で表面を修飾し、

電気的な力により分子を変形させて濡れ性を電気的にスイッチングできることが報告され

ている（24）。このように、分子レベルでのメカニックスによる機能性が今後新しいデバイ

スへと利用されていくと考えられる。 

図 3.6-9  蓮の葉を模倣した超疎水性を示すナノ構造 

図 3.6-10  電気機械的な分子の変形による濡れ性を可

変できる分子修飾 

 
 以上で述べたように、ナノメートルの構造を利用したデバイスの作製には、ボトムアッ

プの技術が重要になり、その中でも有望株は、自己組織化や自己アセンブリの手法を利用

したものであろう。従来の MEMS 加工技術との複合化が応用上の鍵になると考えられる。

DNA チップや蛋白チップは、リソグラフィーの技術をうまく利用した例である。また、自

己組織化の応用例として、バイオミメティック技術について報告した。いかにして機能を

発現するかを考える上で学ぶ点は多い。 
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3.7 ナノ細線・ナノチューブの加工技術 
原子・分子レベルで物質を制御することにより、新たな特性や機能を有する材料、デバ

イスへ応用する技術であるナノテクノロジーでは、ナノ細線、ナノチューブ等のナノスケ

ールの材料や構造が注目され、その材料や形成技術は MEMS/NEMS 構造や材料として研

究開発、実用化が進められている。本節では特に MEMS/NEMS の材料や形成手法として

有望と考えられるナノ細線、ナノチューブの形成技術、加工について調査した。 
 

3.7.1 ナノチューブ・ナノ細線の作製方法 
3.7.1.1  カーボンナノチューブ(Carbon Nanotubes, CNTs)の合成 

CNTs は基本的に炭素または炭素原料を必要に応じて触媒を用いて、高温条件に置くこ

とにより合成する。その合成方法は大きく以下の 3 つの方法に分類される [1]。以下に 3
つの方法の概要および特徴を示す。 

 
アーク放電法 • 

• 

大気圧よりやや低い圧力のアルゴンや水素雰囲気下、炭素棒の間にアーク放電を行うと、

陰極堆積物の中に多層 CNTs(MWCNTs)が生成される。この方法は陰極堆積物中の炭素物

質の電子顕微鏡観察において CNTs の存在を明らかにした方法である [2]。現在、

MWCNTs の作製方法としてアーク放電高効率合成法の技術は確立されている。 
また、原子数にして数パーセントの遷移金属 Fe、Co、Ni、Y の粉末をグラファイトロ

ッド中に触媒として仕込みアーク放電させることで容器の内側にすすとして付着する物質

の中に単層 CNTs(SWCNTs)が生成される。特に Ni と Y を添加した場合に SWCNTs が陰

極堆積物の先端や炭素すす中に大量に生成されることが明らかになった [3]、[4]。 
アーク放電法は一般的に欠陥が少なく品質の良い CNTs が得られる一方で、今後の需要

拡大に対応するスケールアップに対応できていない。そのため比較的量は少なくても欠陥

の少ない CNTs を合成したい場合に向いているとされる。また、アーク放電法によって得

られた CNTs は優れた電子放出特性が実証され、光電管やフラット･パネル･ディスプレイ

への応用に期待されている。 
 
レーザーアブレーション法 

1996 年に Smalley らのグループによって明らかにされ[5]、その後多くのグループによ

り提案されている。Co、Ni などの触媒を混ぜた炭素に YAG レーザの強いパルス光を照射

するとSWCNTsが得られる。比較的高い純度のSWCNTsを得る事ができ、レーザ光強度、

希ガス圧力、電気炉温度等の物理パラーメータの制御が容易であり、条件変更によりチュ

ーブ径や収率の制御が可能であるが、収量が少なく、CNTs の工業的製造技術としては難

しいとされている[3]。 
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化学気相成長法（Chemical Vapor Deposition：CVD 法） • 

電界放出ディスプレイ（FED）用エミッタ、水素吸蔵材料、リチウム二次電池負極、複

合材料に使用される場合の CNTs 使用量は大量となりしかも安価なことが必要である。

CVD 法は原料をガスとして供給出来るために CNTs を大量合成するのに適している。 
気相成長炭素繊維の合成法[6]をルーツとしており、具体的には炭素源となる炭素化合物

を 500～1000℃で触媒金属微粒子と接触させることにより CNTs が得られる。後処理とし

て、加熱して付着しているタール分を飛ばし、さらにグラファイト化が不十分な部分を高

温で処理してグラファイト化する。触媒金属の種類およびその配置の仕方、炭素化合物の

種類などに種々のバリエーションがあり、条件の変更により MWCNTs と SWCNTs のど

ちらも合成することができる。原料/触媒としてはベンゼン/フェロセン[7]、メタン/Fe2O3[8]
または Fe と Mo との二元系金属[9]、酸化炭素/Fe(Co)5[10]等が報告されている。 
工業的量産技術はわが国が世界に先行して量産技術を研究開発が進められおり。経済産

業省フロンティアカーボンプロジェクトにより MWCNTs の低コスト大量供給に向けた合

成装置の開発が進められた[11]。また、SWCNTs の産業化のための要素技術の開発を目的

として経済産業省/新エネルギー･産業技術総合開発機構“ナノカーボン応用製品創製技術

プロジェクト”が現在進行中である[12]。 
 

3.7.1.2   CNTs の径の制御 
上記のような大量合成技術研究開発が進められている一方で、MEMS/NEMS への応用

として CNTs を材料または加工対象として用いるためには、その選択的かつ制御された合

成が必要となる。例えば CNTs の径の制御については各種の方法で実行されている。レー

ザーアブレーション法による SWCNTs の直径分布の広がりは狭い。電気炉温度を変化さ

せて CNTs 生成時の希ガス温度を制御すると直径分布を変化させることができる。低温で

は細いチューブ径に高温では太いチューブ径になる[3] 
CVD 法では触媒となる鉄のナノ粒子の直径を均一化することで CNTs の直径分布を数

nm にする選択的な合成方法が提案されている[13]。直径の平均サイズが 3、9、13nm の

鉄ナノ粒子に対して 800℃の CVD により CNTs を合成すると、その直径は 3、7、12nm
となっている。 
 
3.7.1.3 CNTs 以外のナノチューブの合成 

CNTs 以外では BN(窒化ホウ素)ナノチューブと窒化ガリウムのナノチューブの合成に

ついて報告されている。 
BN ナノチューブの合成は CNTs を出発原料として酸化ホウ素と窒素ガス中において高

温化で反応させることにより行なわれる。出発原料である CNTs の形態をほぼ保ったまま
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組成を C から BN に変換することで BN ナノチューブが合成される (置換反応

法:B2O3+C+N2=2BN+3CO)[14]。また、酸化物触媒を用いることで置換反応が促進され

BN ナノチューブの収率が向上することが明らかになっている[15]。 
また、サファイヤ基板上に酸化亜鉛のナノワイヤを作製し、CVD チャンバー内において

600℃～700℃で加熱しながらアルゴンもしくは窒素ガスとともにトリチルメチルガリウ

ムとアンモニアを流すことでナノワイヤ表面に窒化ガリウムの単結晶が生成される。ナノ

チューブの壁厚は 5nm～50nm、内径は 30nm～200nm であり鋳型にしたナノワイヤとほ

ぼ同じになる[16]。 
 

3.7.1.4 ナノワイヤの作製方法 
金属ナノワイヤの作製については銀のナノワイヤについて報告が多くなっている。 
βアミロイドたんぱく質内のアミノ酸配列を利用して自己組織化ペプチドによるナノチ

ューブを作製し、さらにナノチューブを鋳型として銀のナノワイヤを作製することに成功

している[17]。また、ナノチューブが配列した構造を持つ有機物であるカリックス(4)ヒド

ロノン(CHQ)を硝酸銀溶液に浸すことでナノチューブ内に４原子からなるマイクロレベル

の長さを持つ銀のナノワイヤが形成との報告がある[18]。 
産業総合研究所・海洋資源環境研究部門では特定の構造を持つ銀イオン担持無機化合物

に電子ビームを照射して、照射された表面から多結晶性の銀ナノワイヤを成長させた。直

径が 3nm～数十 nm に対して長さが数百μm 以上の極めて長いワイヤが得られ、その成長

速度は電子ビームの強度に依存し 100μm/min 以上の高速で成長するとのことである 
[19]。 

 
 

図 3.7-1 銀ナノワイヤ生成メカニズム[19] 
 

DNA やたんぱく質等のバイオマテリアルをナノワイヤに利用することも検討されてい

る。金ナノ粒子表面をアミノ基で修飾し DNA に結合させることで固体表面上に非常に長

く(～10nm)真っ直ぐに伸びたナノ粒子結合 DNA ワイヤが作製できる[20]。たんぱく質を

用いた場合では、アミロイド繊維をテンプレートとしてアミロイド表面のシステイン残基

に対して金ナノ粒子を共有結合させて導電性のナノワイヤを作製し、その導電性と電流電
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圧特性を確認した報告がある[21]。 
 

3.7.2 機能性を発現するための加工方法 
3.7.2.1 CNTs の配向 

FPD（Flat Panel Display）をターゲットとして、CVD 法により自己構築的に CNTs を

配向化する方法が報告されている。アセチレンガスを用いて電気化学エッチングによりつ

くったシリコン基板上に触媒の鉄を電子ビーム蒸着でパターニングすることにより配向し

た CNTs を特定の領域のみに成長させることが可能である[22]。また、ニッケル触媒によ

るプラズマ CVD を用いて配向性の良い CNTs を成長させた報告がある。CNTs の内径は

触媒の初期厚さで制御でき、その配向性は電界に依存する[23]。 
 

3.7.2.2 CNTs の分離 
SWCNTs における半導体 CNTs と金属性 CNTs の分離も機能性を効率良く発現させる

ためには必要な技術である。界面活性剤を用いて非破壊的に束状の SWCNTs を分離した

後、ミセル状にコーティングされた SWCNTs の重水溶液を交流電圧を印加した金属電極

間に滴下することで電気泳動現象により金属性 CNTs だけを選択的に分離することが確認

されている[24]。 
 

3.7.2.3 ピーポッドの作製 
CNTs 内へのフラーレンの内包（ピーポッドの作製）も機能性を発現させる加工である。

その大量合成の方法は日本の2つのグループにおいて開発された。真空状態においてC60、

CNTs を共存化で加熱(400℃)することで、C60が CNTs へ進入し、チェーン状に整列する

[25]。さらに真空中で 1,200℃に加熱すると内包した C60 が融合し 2 層に限られた CNTs
を高収率で作製することができる[26]。C60を内包したピーポッドにカリウムをドープする

ことで SWCNTs 内部に C60 のポリマーを作ることもできる。また、高次フラーレンや金

属内包フラーレンを内包する場合は 500℃で 2 日間加熱することで実現する[27]。気相で

はなく液相中で内包する方法も提案されている。C60 エタノール飽和溶液の中に開管して

いる SWCNTs を 1 日浸すだけで収率 50％～70％のピーポッドを合成することができる

[28]。いずれにせよ内包するフラーレンの大きさ以上の直径を持つ CNTs が必要である。

ピーポッドは内部空間を利用したナノリアクターやドラッグデリバリへの応用などの可能

性がある。 
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図 3.7-2 フラーレンを内包した CNTs [29] 

 
3.7.2.4 CNTs の磁気特性加工 

CNTs に磁気特性を与えるための方法が提案されている。大きさの揃った数 10nm から

数 100 nm の孔が規則正しく開いている構造であるポーラスアルミナの孔に CVD 法によ

って CNTs を合成し、さらにニッケルをメッキによって充填する。ニッケルが充填された

CNTs は垂直方向と水平方向で磁気異方性が得られている[30]。 
 

3.7.2.5 CNTs の化学修飾 
CNTs の化学修飾のために切断や可溶性への加工が必要である。CNTs の切断には酸処

理と超音波処理を組み合わせた方法が提案されている。酸化性の濃硫酸/濃硝酸の混合溶液

中で CNTs を超音波処理すると、SWCNTs の側面に欠陥性のオープンホールが生成され、

その部分より切断される[31]。 
ま た 、 CNTs の 可 溶 化 は 切 断 さ れ た CNTs の 端 を オ ク タ デ シ ル ア ミ ン

〔ODA,CH3(CH2)17NH2〕とジクロロカルベンを修飾することにより可溶性の CNTs を生

成できる[32]。生成された可溶性の SWCNTs はフラーレンと同様に芳香族溶媒や二硫化炭

素、クロロホルムには溶けるがエタノールやアセトンには不溶である[3]。 
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図 3.7-3 CNTs の可溶化([32]を参考に作成) 

 
3.7.3 ナノデバイス・ナノ電気機械に応用するための加工 

ナノチューブやナノワイヤを電気機械やデバイスとして応用する場合、ナノチューブ/
ナノワイヤに pn 接合、ヘテロ接合等を形成する加工は重要である。 
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3.7.3.1 半導体ナノワイヤ超格子 
ナノスケールのデバイスとして期待されている半導体ナノワイヤ超格子の生成が報告さ

れている。金の微粒子を触媒に半導体ナノワイヤ(GaAs/GaP、n-Si/p-Si、n-InP/p-InP)を
気相成長させて、導入ガス時間を成長中に制御することで成長方向に組成を変化させた超

格子構造を持つ半導体ナノワイヤが実現されている。各成分の長さはガスの導入時間で制

御できるため精度良く実現できるとして[33]、ボトムアップ方式によるナノ電子デバイス･

光デバイスの実現の可能性を示している。同じ研究グループはナノワイヤを円柱の厚み方

向に成長させたシリコンとゲルマニウムによる多層同軸構造の電界効果トランジスタの動

作を確認している[34]。さらに文献[33]のナノワイヤ超格子の合成方法との組み合わせに

より多種多様の半導体ナノワイヤを作成できる可能性がある。 

A

AB BA

B A

A

B A

AB BA

触媒
A

AB BA

B A

A

B A

AB BA

A

AB BA

B A

A

B A

AB BA
AB BA AABB BBAA

B ABB AA

AAA

B A

AB BA

触媒

図 3.7-4 超格子ナノワイヤの合成([33]を参考に作成) 
 

3.7.3.2 CNTs の接合構造形成 
SWCNTs/カーバイドのヘテロ構造形成について報告されている。この方法は構造を作成

するための簡単でかつクリーンな方法であり、超高真空における固体反応物の表面と

CNTs の接触による直接固体-固体反応:C(nanotube)+M(solid)→MC(solid)による。この方

法により M(Solid)として Si や Ti を用いて、Si や Ti と CNTs の間をカーボナイド(SiC、

TiC)でつないだ構造を実現している[35]。 
また、CNTs 分子内に p-n-p 接合を形成する方法について報告がある。SWCNTs を用い

て作製した電界効果トランジスタにおいてナノチューブに PMMA を薄膜コーティングし

た後、電子ビーム・リソグラフィで開口する。その開口した部分にカリウムをドープする

ことで n 型半導体として p-n-p 接合を形成する。さらに n 型部分は量子ドットであること

が確認されている[36]。 
 

3.7.3.3 CNTs プローブの作製 
AFM 用のプローブとして、ウエハレベルでシリコン製のプローブの先端部に CNTs の

プローブを効率良く成長させる方法について提案されている。触媒をシリコンプローブの

先端だけに固定するために、シリコンプローブが形成されたウエハ上にプローブの先端の

みが露出するように低速回転(1000rpm)のスピンコートにてレジストを塗布する。焼成後

に触媒を含んだ溶液を低速回転(250rpm)でスピンコートする。その後アセトンでレジスト
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を除去することでプローブ部分のみに触媒を付けることができる。最後に CVD を用いて

CNTs を成長させる。この方法ではウエハ内の 90％以上のプローブで CNTs が成長した

[37]。 
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3.8  まとめ 
 MEMS 技術のこれまでの進展は、これまでマイクロスケールの科学に立脚した加工技術、

特にシリコンの加工技術の進展によるところが大きい。MEMS は、革新的な技術を生んで

いないとの批判があるが、本来 MEMS は様々な技術を取り入れ、融合させ、マイクロスケ

ールの複合技術として発展してきた背景がある。一方、近年のナノ加工技術、ナノテクノ

ロジー技術の進展は目を見張るものがあり、今後 MEMS 技術もこれらのナノ加工技術を取

り入れて進展していくと考えるのは自然であろう。しかし、必ずしもより小型化がメリッ

トを生み出すわけでなく、ナノよりもマイクロの方が役に立つ局面も多いことから、ナノ

テクノロジーをあまりに謳いすぎるのにも警鐘を鳴らすべきかも知れない。新しいプロセ

ス技術は、さまざまな機能性材料やナノ材料の加工を可能とし、従来にない新しいデバイ

スを実現したり、技術的なブレークスルーを達成したりする可能性を秘めているのも確か

である。MEMS のマイクロミラーアレイを利用したＫr レーザーの露光装置のようにＭＥ

ＭＳ技術自体が、新しい加工技術を生み出す原動力になる可能性もある。今後、更にＭＥ

ＭＳ技術が進展するには、どれだけ産業化ができるかという観点も残されており、産業化

を進めるためのプロセスの標準化という課題も残されており、新規材料の利用と調和させ

る局面も生じてくるかもしれない。 
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第４章 新機能性材料を必要とするMEMS/NEMS応用に関する調査研究 
 
4.1  まえがき 
 本章ではナノ材料を含む新機能性材料を MEMS や NEMS の応用製品からの要求側面か

ら検討した。２章や３章と違って応用面からの課題を踏まえながら、現在すでに実用化段

階にある MEMS における材料技術と、研究開発段階にある MEMS/NEMS における材料技

術に分類して報告した。現在すでに実用化段階にある MEMS は光 MEMS、RF-MEMS、
圧力センサー、加速度センサー、ジャイロ、流量センサーとした。また研究開発段階にあ

る MEMS/NEMS としては、フォトニック結晶と NEMS の融合、CNT 使用デバイス、ナ

ノ粒子応用、生体材料利用デバイス、ナノ共振器の高周波デバイス応用、スキャニングプ

ローブのデータストレージ応用、センサーネットワーク、バイオ MEMS、マイクロ流路応

用デバイスとした。それぞれの項目毎に、①概要、②最新の研究開発状況、③応用分野の

状況、④新規材料への課題と期待、⑤参考文献を記載することで、ナノ材料を含む新機能

性材料に関する課題や期待を記述した。 
 MEMS は既に 20 年以上の研究開発の歴史があるが、利用する材料は単結晶シリコン、

ポリシリコン、窒化シリコン、シリコン酸化膜、各種配線材料等のシリコンプロセスとし

て使い慣れた材料であった。また基板としてはシリコン以外にガラスやプラスチック、化

合物半導体を用いる場合があった。更により機能を高めるために、大きく分類すると誘電

体膜や高誘電率薄膜、強誘電体薄膜や圧電膜、磁性薄膜等の機能性膜を積層する場合と、

細胞や蛋白質、糖鎖や DNA と言った生体材料と親和性を取るための表面処理等が考えられ

た。しかしシリコン系半導体製造のシリコンプロセスで使い慣れた材料以外の機能材料を

プロセス親和性、統合性をとって使いこなすことは実際には容易ではなく、研究開発の域

を脱せない MEMS が多い。この理由は、①機能材料の特性を十分保った状態で薄膜化する

技術確立に長時間を要する。②汚染の問題を含めてシリコンプロセスと整合性を保つこと

が困難である。③機能材料によるコストアップを容認可能なキラーアプリケーションが少

ない、と考えられる。 
 本章ではこれらの一般的な課題を念頭におきながら、個別 MEMS に関して詳細な報告と

議論を行い、最後の節に新機能性材料に関する将来展望を鳥瞰するために、システムから

の要求、それに利用される MEMS や NEMS、更にそのデバイスを実現する機能材料、あ

るいは将来必要とされる機能材料をロードマップ形式で示した。 
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4.2  実用化段階にあるMEMSにおける材料応用技術 
4.2.1 光MEMS  
(1)概要 
光MEMS は バイオMEMS、RF-MEMSと並んで市場が大きいとされているMEMSの

一つである。ここでは、できるだけ材料サイドからみた光MEMSの応用品とその課題につ

いて記述する。 
 

(2)最新の研究開発状況 
世界的なマイクロマシンの市場規模は3000億円を超え、わが国におけるマイクロマシン

技術そのものは国際的に高く評価されているものの、実際の産業へ応用されている例は未

だ少ない。最近では、MEMS応用製品が少なく採算に見合わない。製品化が思ったより活

発でないのは、1)光通信バブルの崩壊、2)量産、例えば月産100万台以上の需要が見込まれ

ないと事業に着手できないことなどの経営的な問題の他に、3)まだまだ未解決の課題があり

時間と費用を労することが障壁になっていると思われる．光通信の冬の時代が続くあまり、

次世代光通信網の開発に悪い影響が出ているせいか、新しいデバイスの開発は余り活発で

ないのが実情である。この間、国内では実用化にとって最適な設計や今後の展開の展開に

とって重要な地道なデータの取得が行われている。また、ファウンドリ企業が精力的な活

動を始めており、特に台湾では目覚しいものがある。 
 

 (3)応用分野の状況 
ミラー応用デバイス 

DMDで代表されるように光MEMSの製品としてはミラー応用が大半を占めている。最も

製品化されているDMD以外のミラー応用製品にはVOA(Variable optical attenuator)があ

る。VOA一つとっても種々の構造があるが、基本的な性能はミラー特性と実装に大きく依

存する。また、マイクロミラーアレイを用いた3次元MEMSスイッチは光通信で光入力と出

力ポートの数が増大すると空間的並列処

理と３次元構造のため高密度の光配線が

可能なため非常に魅力的である。図

4.2.1-1はフリースペース光学を用いた３

次元MEMSを用いたときの光スイッチネ

ットワークの構成図を示す。各々のノー

ドはMPLS（Multiple label switching）
ルータから構成されており、各ルータは

IPパケットスイッチングと波長パススイ

ッチングが可能な光スイッチクロスコネ

クトによるフォトニック伝送ノードシス

テムすなわちPTS（PTS： Photonic 
transport node system）からなっている。

イナミックに割り当てる機能を有し、データ

トワーク構成を低コストで供給することが望

関連しており、今後の情報量の増大と低コス

 

図 4.2.1-1 フリースペース光学を用いた３次元
クロスコネクトはネットワークのリソースをダ

トラフィックの不安定性に対して強靭なネッ

まれる。後述のセンサネットワークとも深く

ト化が今後の展開の鍵である。 

MEMS を用いたときの光スイッチネットワークの構
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各種センサ（超精密、超小型変位計測／光マニピュレータ、加速度センサ、環境センシン

グ/生体センシング用センサ） 
1960年にレーザが発明されて以来、光計測技術は著しい発展を遂げている。ロボット、

家電、バイオ、通信、安全管理、環境分析などの分野で高精度、高機能、低コスト化に向

かって急速な展開をみせている。光マイクロマシニング技術はまさに今後のセンサの展開

には不可欠な技術といっても過言ではない。光センサは一般に、高感度、非接触、無侵襲、

電磁誘導の影響を受けない、などの特徴を持つが、さらにマイクロマシニング技術で作製

した光マイクロセンサは、光軸合わせなどの調整が不要、超小型、光路長が短く外乱（熱

ドリフト、振動ノイズ、空気ゆらぎ）に強い、高速応答などの特徴がある。さらに、電子

回路と一体化したり、マイクロアクチュエータを用いた微小構造の機械的な運動によって

光を制御することによって、高機能な光マイクロセンサを構成できる。小型光センサは、

光ピックアップなどの情報通信分野では、既に不可欠なものとなっているが、高機能セン

サの真の発達、生活に密着したセンサの実現は、いまだ発展途上であり、将来の超高齢化

社会における医療やヘルスケアの分野において最も期待されている中の一つである。 
変位計測は最近では、ナノテクブー

ムもあり、改めて見直されている。変

位―測定信号カーブにおける直線部

分、すなわち広い測定範囲でかつサブ

ナノの計測が望まれている反面、エン

ターテインメントロボットに内蔵可

能な、それほど高精度ではないが、低

コストで超小型のセンサが必要にな

ってきている。最近、２つの櫛形から

構成される回折格子を作製し、片側の

くし型が変位と、その回折効率が大きく変化することを利用した超高精度変位センサの開

発も進められている（図4.2.1-2）。 

   
図 4.2.1-2 可動くし型構造と固定くし型構造で作製した回

折格子からなる超高精度 MEMS 変位検出 

また、年々、光を用いた無侵襲な光計測への期待は年々高まっている。MEMSの生体セ

ンサは光ファイバや電気線が繋がったものが多いが、ファイバを取り払ったデバイスも必

要になってくるであろう。光計測はバイオの世界でもDNAの同定にとって重要な位置を占

めると期待されている。 
これまで報告された主なMEMS生体センサには次のマイクロデバイスがある。 

 
・パルスオキシメータ 
・集積型マイクロ血流センサ 
・シリコンマイクロマシニングによる走査型共焦点顕微鏡 
・グルコースモニタのための旋光センサ 
・近赤外光を用いた光コヒーレンストモグラフ(OCT)ィ 
・MEMS分光とミニ分光装置 
・光トラッピング、光マニピュレータ、光ピンセット 
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生体内部組織の断層画像を得るために、OCTにおいても内視鏡化が試みられている。OCT

では、表面から数mmの深さまでしか断層像が得られないが、癌などのもとになる腫瘍細胞

は内臓のごく表面の上皮細胞から多く発生するため、有効な手法と考えられる。また消化

器や血管を対象とした動脈硬化などによる血管壁の厚さ変化の観察に広く使われようとし

ている。OCT内視鏡においては小型で単純な構造の走査システムが要求されるため、MEMS
技術は非常に有望で、シリコン単結晶マイクロミラーを用いて光をスキャンする小型内視

鏡OCTが開発されている（走査領域2.9 mm×2.8 mm、5フレーム／秒）。MEMSミラーは、

寸法1 mm×1 mmで、ヒンジ部にアルミニウムと酸化シリコンを積層したバイモルフ型熱

アクチュエータで駆動する（共振周波数165 Hz）。豚の膀胱壁の断層画像が観察されている。 

 
(4)新規材料への課題と期待 
材料・加工の観点からすれば、マイクロミラーなどの

光学デバイスに共通していえることは、用途によって要

求条件が異なるものの、反りと表面粗さが重要なファク

タである。加工したミラー面は，表面の粗さの状態によ

り光の散乱ロスを生じる。散乱光の割合は，rms表面粗

さσをパラメータに 　

 で与えられる。ここで，Pscatは鏡面方向以外に散乱した

光の光量、Ptotは全体の光量、θiは入射角、λは波長であ

る。この式は、光散乱を利用した表面粗さ測定に用いら

れている。入射角45°における散乱ロスと表面粗さの

関係を図4.2.1-3に示す。また、散乱ロスは入射角θiに

も大きく依存する。例えば、Deep RIEプロセスで加工

した側面シリコンミラーでは、表面粗さ36 nm、見積

もられる散乱ロス6%以下（波長1.3 µm）である。波

長が短くなると極端に損失が増大する。導波路内を全

反射する場合、例えば全反射を有する半導体レーザや

プリズム内における全反射における散乱の場合は上

式におけるλをλ/nと置き代えて見積もる。全反射の

場合、同じ反射面の粗さであっても、損失が 倍大き

くなる。GaAs半導体や、Si導波路ように屈折率nが大

きい半導体（n:3の以上）の全反射では特に面粗さの影

響を大きく受けることがこの式からも明らかである。

光導波路においても全反射の場合には屈折率（約1.5）
が表面粗さの影響を大きくするために、より平滑なエ

ッチド面が要求される。LIGAプロセスで作製したプ

リズムを例にとると、図4.2.1-4に示すように、側面の

面粗さの影響を全反射を2回させることにより顕著に観察す

定常的に形成される面の状態がどの程度にあるかを明確に

2n

　 ],)/cos4(exp[1/ 2λθπσ itotscat PP −−=  

図

ズ

さ
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ることができる。各プロセスで、

することが、その部品を使用し

図 4.2.1-3 散乱ロスと表面粗さの関係 

 
4.2.1-4  LIGA プロセスで作製したプリ

ム側面の面粗さの影響を全反射を 2 回

せてみた例 



て作製する上で重要である。 
また、光MEMSのネックはRF-MEMS同

様、意外とパッケージにあるといってもい

い。光MEMSは湿度に対して最も注意を払

う必要がある。スティッキング(スティクシ

ョン)と結露が最も問題になる。DMDを例

にして示すと、マイクロミラーは水分の存

在により、着陸しているストッパ兼衝突衝

撃防止機能を有するスプリングティップか

ら離陸することが困難になってくる。図

4.2.1-5に、DMDミラー着陸の数と駆動静電

圧の関係を示す。下図が湿気の影響を受け、

スティッキング現象が観察されるサンプル

である。着陸したミラーが静電引力を下げ

ていってもなかなか離陸しない。光マイクロマ

気がその特性を大きく支配する。また、同様に

PD(photo diode)チップを有するマイクロマシ
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シンにはこのように、接触部があると、湿

ベアチップ状態のLD(LASAR diode)や
ンの場合には結露が命取りになる．  

図 4.2.1-5 DMD ミラー着陸の数と駆動性電圧の関

5



4.2.2 RF-MEMS  
(1)概要 

 
図 4.2.2-1 RF-MEMS と従来の誘

電体フィルタの比較 

RF-MEMSスイッチを、高速無線通信機器に搭載しようとす

る試みがある。携帯端末に使用される高周波信号の周波数が高

くなるにつれて、RF特性の優れた高性能のデバイスが必要にな

っている。MEMS構造は低損失、高アイソレーションの特徴を

もつことから、マイクロスイッチ、指向アンテナに応用する研

究が活発に行われている。また、鋭い機械共振特性を利用した

MEMSフィルタや小型発信器も携帯端末で大いに注目されて

いる（図4.2.2-1）。これまでの個別部品を組み立てることなく、

LSI回路とSiの同じ面にスイッチやフィルタを作りつけてしま

い超小型をねらっている。ここでは、RF-MEMSスイッチの特

徴や 新の開発例の紹介とその実用化への課題について述べ

る。 
 
(2) 新の研究開発状況 

MEMS 技術を活用して作製した微細な３次元の可動構造が高い共振周波数を有すること

から、高周波フィルタや高速のスイッチとして適用することに大きな期待が寄せられてい

る。現在の主力であり、先行しているのが SAW フィルタである。SAW フィルタの課題で

ある耐電力性（電力を上げると、狭い間隔のくし型電極が放電等で損傷を受ける）、微細パ

ターンによるコスト高（５GHz の SAW フィルタのくし型電極の 小パターンが量産限界

の 0.2μm に達している）を解決できるかが鍵である。RF-MEMS は通過帯域の急峻性が良

いのが特長である。Q 値でいうと、例えば、圧電薄膜で作製した共振器（FBAR:Film Bulk 
Acoustic Resonator）が 1000 以上と高いのに、SAW フィルタはそれより１桁低い。FBAR
技術は、携帯電話用 RF フィルタとして有望であったが、製造性の良い SAW フィルタに先

を越されてしまっていた。しかし、近年の携帯電話の高周波化、高性能化に伴い、従来の

SAW フィルタでは対応できず、FBAR フィルタが再び見直されている。単結晶シリコンが

可動およびバネ特性として優れていることから、SOI 基板の単結晶シリコンの活性層を可

動部として使用する構造が採用されている。マイクロミラー同様、表面マイクロマシニン

グにより作製した多結晶シリコンの可動部に発生する大きな反りが低減されることや厚い

基板が可能なことから、損傷に強く、オン・オフの繰り返し寿命が飛躍的に伸びることが

期待されている。一方、パッケージングが大きさやコストのみならず、他の性能まで大き

く支配するから、MEMS RF スイッチやフィルタにとってパッケージングが も重要で避

けては通れない重要な課題となっている。 

(3)応用分野の状況 
高周波で超小型にできる可能性があることから、送受信切り替えスイッチと複数のアン

テナを切り替えるスイッチとして有望である。携帯電話、無線LANなどの中のスイッチ、

共振器、フィルタなどが試作されている。微細なパターンのLSIと相性が良く、例えばRF
トランシーバLSIと受動部品との集積化が大幅に部品点数を減らす効果があると期待され

る。 
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(4)新規材料への課題と期待 
課題として、低消費電力化、低電圧化（静電気駆動の場合）とパッケージングがある。

静電気駆動の場合、他の圧電タイプと比べ、電流がほとんど流れないことから低消費電力

であるが、電圧が高いという欠点がある。逆にいえば、圧電タイプで消費電力が少なくて

済む材料が要求されている。シリコンよりもQ値が高くCMOSプロセス等と愛称の良い低電

圧、低電流の材料があればインパクトが大きい。実験レベルではうまくいても現実の環境

ではうまく作動しないなどの問題が発生しているのが実情である。その観点から材料に

も要求されているのは、パッケージ材料である。RF-MEMSで外部の電気的な影響を受けに

くく、ウエハレベルのボンディング/パッケージングが可能な材料が も望まれている。パ

ッケージングについての課題は以下の通りである 
 

１）より高周波への対応（～１０GHz） 
２）使用可能な環境の拡大 
３）有害物質の排除 
４）MEMS プロセスとの親和性の向上  
 



4.2.3 圧力センサ 
（１）概要 

MEMS 圧力センサは 1970 年代初頭から実用化され、自動車、工業計測、医療、家

電など幅広い分野で用いられている。主な圧力の検出原理として、２枚の電極間の圧力

による距離の変化を静電容量の変化として検出する静電容量型（図 4.2.3-1）[1]、シリ

コンのダイアフラムのたわみをダイアフラムに埋め込まれたピエゾ抵抗素子によって検

出するピエゾ抵抗型[2]、シリコン振動子の圧力による共振周波数の変化を検出するシリ

コン振動型（図 4.2.3-2）[3]の３つの方式がある。いずれも薄いダイアフラムが圧力で

変形するのを検出する構造が基本であり、IC 技術の向上と共に小型化が進んだ。1970
年当初は 5mm 程度であったダイヤフラムの直径が、現在では 1/50 以下になっている。 

 
図 4.2.3-1 静電容量型 MEMS 圧力センサの構造図[1] 

 

 

 
図 4.2.3-2 シリコン振動型 MEMS 圧力センサの構造図[3] 

 
（２）最新の研究開発状況 

静電容量型はピエゾ抵抗型に比べて感度、耐衝撃性、消費電流などの点で優れている

が、出力の直線性が劣るという欠点がある。これは通常の平板型ダイアフラムの平行変

位領域が小さいことに起因しているが、ドーナツ型ダイアフラムを採用することにより
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平行変位領域を拡大し、出力直線性を 2 倍向上することに成功している[4]。回路側でも

精度向上への精進が進んでおり、AD 変換器と DSP を１チップに集積した補正 LSI を

搭載することにより-40～125℃の広い温度範囲で±0.5%の精度を得ている[5]。 
（３）応用分野の状況 

自動車用途としては、エンジン制御に用いられる吸気圧センサ、サスペンションの油

圧センサ、エアコンの冷媒圧センサ、気化ガソリンのリークを検出する燃料蒸気圧セン

サなどに使われている[6]。その他に、血圧計、腕時計の気圧計、LPG や都市ガスの圧

力検知などの用途がある[7]。米国で 2003 年 11 月から施行される TRED 法によりタイ

ヤ空気圧監視システム用センサの需要が創出されるため、圧力センサの需要は拡大基調

にあり、2002 年の約１億 8000 万個（金額では約 1250 億円）から、2003 年には前年比

11.1％増加して２億個（同約 1350 億円）を突破すると見られる[8]。 
（４）新規材料への課題と期待 

圧力センサのように薄い構造体が変形するのを利用する場合、密度がアルミニウムよ

り小さくヤング率が超々ジュラルミンの約 1.5 倍の単結晶シリコンは理想的な材料であ

る。静電容量型圧力センサに単結晶シリコンを用いることにより、従来の金属ダイアフ

ラム型に比べて、寸法、生産性、価格、信頼性などが向上した。また、ピエゾ抵抗型圧

力センサではピエゾ抵抗素子を拡散層としてダイアフラムに一体成形できるため、歪ゲ

ージの場合のような貼り付けによる不安定性が解消された[9]。 
ピエゾ抵抗型ではダイアフラムはＮ型のシリコン基板を深くエッチングして作製し、

表面に２箇所設ける圧力検出部のみＰ型拡散層で、そこに電極を接続し、表面は SiO2

層でピエゾ抵抗素子を保護する構造となっている。下部に取り付けるパイレックスガラ

ス製の台座とシリコン基板は陽極接合で接合する。 
センサ全般に対して高温、腐食雰囲気など過酷な環境における用途が増えてきており、

圧力センサに要求される耐環境性も益々厳しくなっているが、静電容量型圧力センサに

おいて、耐食性と耐熱性の向上のためにダイアフラムにサファイアを用いた例もある

[10]。このように、センサの使用される環境に応じて多種多様の材料を選定し、その材

料に最適の加工方法を用いる必要がある。エッチングができない材料に対しては短波長

レーザやフェムト秒レーザによる加工が有効であるが、装置のイニシャルコストが高い

のが難点である。 
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論文リスト 
[1]木村勇、板倉隆：「超小型血圧計用圧力センサの開発」、OMRON TECHNICS, 41 巻、

2 号、p.138-143、2001 年 
[2]石上敦史、堀正美、矢島孝志、吉岡浩一：「高信頼性半導体歪ゲージ式圧力センサ」、

松下電工技報、第 61 号、p.106-111、1998 年 1 月 
[3]前田利夫：「MEMS の製造プロセス、設計手法、開発事例」、Design Wave Magazine、
p.77-88、2000 年５月 
[4]近江俊彦、渡辺秀明：「ドーナツダイアフラム構造微圧力センサ」、OMRON 
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[7]オムロン株式会社：VOICE of OMRON, No.5, 2003 年７月 
[8]加藤伸一：「車載用 MEMS の現状と今後の展開」、Electric Journal、2003 年９月号、

p.114-115 
[9]江刺正喜：「物理センサ」、電気学会論文誌 E、115 巻、１号、p.18-21、1995 年 
[10]M. Soeda, T. Takaoka, et al.："Sapphire-Based Capacitive Pressure Sensor for 
High Temperature and Harsh Environment Application", The first IEEE 
international conference on sensors, June 12-14, 2002 
 



4.2.4 加速度センサ 
（１）概要 

加速度センサも圧力センサと並んで早くから実用化されているMEMSであり、加速度

によるマスの動きを静電容量変化あるいはピエゾ抵抗変化で電気信号に変換するのが検

出の基本原理である。静電容量型では櫛歯状の固定電極と可動電極を対向させる櫛歯型

（図4.2.4-1）[1]、多結晶シリコンのおもりをバネで支えた構造で重りの動きを検出する

表面型[2]、シリコン球の位置変化により３軸の加速度が検出できる球型[3]などがある。

一方ピエゾ抵抗型は、中心部の錘を梁で支持したシリコン構造体で、加速度によって生じ

た梁の変位を梁の固定部付近に配置したピエゾ抵抗によって検出するものである（図

4.2.4-2）[4]。 

 
図4.2.4-1 静電容量型(櫛型)MEMS加速度センサの構造図[1] 

 

 
図4.2.4-2 ピエゾ抵抗型MEMS加速度センサの構造図[4] 

 
（２）最新の研究開発状況 

ピエゾ抵抗型加速度センサでは、熱応力などの外乱応力によるオフセット電圧変動が

問題になっていたが、応力緩和構造パッケージやデジタルトリミング機能によりオフセ

ット電圧変動を±3%FS 以下に抑制している[5]。また、SOI による誘電体分離によって

漏洩電流の影響をなくし、300℃まで安定した動作を実現した例がある[6]。さらに通信

機能や信号処理機能をもった LSI との融合の研究も進んでいる。 
（３）応用分野の状況 
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加速度センサの主な用途は車載用で、エアバッグや ABS などの安全装備に使用され

ている。その他にハードディスクドライブの機械的振動の補正用、セキュリティー用振

動モニタなどがあり、携帯電話への搭載も間近と言われている。近年注目を集めている

ペットロボットにも加速度センサが多用されており、産業用ロボットの高度な運動制御

にも応用され始めている。また、従来は定期的に加速度センサを取り付けて行われてい

た機器の故障診断においても、初めから装置に内蔵することで常時モニタリングできる

ため、よりきめ細かいメンテナンスが可能となる。 
サイドエアバッグ装着車の増加により加速度センサの需要は増加しており、2002 年

の 9900 万個（金額では約 350 億個）から 2003 年には前年比 21.2％増の約１億 2000
万個（同約 450 億円）となる見込みであり、デンソー、独 Bosch、米 Analog Devices、
伊仏 STMicroelectronics、米 Motorola など多数のメーカが参入している[7]。 
（４）新規材料への課題と期待 

圧力センサと同様に耐環境性のさらなる向上も必要であるが、加速度センサ固有の問

題として、常に振動、衝撃に晒されるため、可動部品の長寿命化、耐高衝撃性の向上が

課題として挙げられる。また、パッケージにも高剛性、高硬度で熱膨張係数がシリコン

に近い材料が望まれる。これにはセラミックパッケージが有効であるが、可動部の動作

性を保証するために空気抵抗をなくし、真空状態を実現できるようにハーメチックな封

止で気密性を確保することが重要である[8]。 
 
 
論文リスト 
[1]http://zapport.eecs.berkeley.edu/~boser/publications/hotchips96.pdf 
[2]寅屋敷治、高橋歩、徳江林三："Capacitive Type 3-Axis Accelerometer"、電気学会論

文誌 E、116 巻、7 号、p.272-275、1996 年 
[3]太田幸恵：「ボールセミコンダクター社の挑戦」、エレクトロニクス実装技術、17 巻 9
号、p.64-67、2001 年 9 月 
[4]http://www.hitachi-metals.co.jp/prod/prod01/p01_14.html 
[5]茨伸行、野原一也、古久保英一、渡部康明、青木亮：「高精度高信頼性 MEMS 加速度

センサ」松下電工技報、第 83 号、p.15-21、2003 年 11 月 
[6]石田誠、高尾英邦：「SOI 技術を用いた耐環境シリコンマイクロセンサ」電気学会論

文誌 E、123 巻、2 号、p.31-36、2003 年 
[7]加藤伸一：「車載用 MEMS の現状と今後の展開」、Electric Journal、2003 年９月号、

p.114-115 
[8] 「京セラの MEMS 用パッケージ」、Electronic Journal、2002 年 12 月号、p.131 



4.2.5 ジャイロ 
（１）概要 

ジャイロは航空宇宙分野では慣性航法に欠かせないセンサであるが、MEMS ジャイ

ロの登場により自動車や民生向けに用途が広がりつつある。MEMS ジャイロにおける主

な角速度検出原理には、振動子のコリオリ力による振動モード変化を検出する振動型[1]
と電極とロータの間の静電容量によりロータの位置を検出する静電浮上型[2]がある。 
（２） 新の研究開発状況 

振動型では、センシング部と信号処理回路を一つのチップに搭載することにより７

mm×７mm×３mm という小型化を達成している[1]。また、振動体をリング状にした

タイプは図 4.2.5-1 のような振動モードを有するが、楕円歪の振動形態は外乱要因では

起こりにくいため外部衝撃・振動によるノイズに強いのが特長である。更に、リング全

体がスポークで中吊りになっており振動の支点も中吊りのため外部の衝撃・振動はリン

グに伝わりにくい[3]。静電浮上型においては、高速回転時の空気摩擦を避けるため、内

部空洞に非蒸発型ゲッターを入れ真空にすることで高精度を実現している[4]。 

 
図 4.2.5-1 リング状振動型 MEMS ジャイロの原理図[2] 

 

図 4.2.5-2 静電浮上型 MEMS ジャイロの構造図[4] 

 143



 144

（３）応用分野の状況 
MEMS ジャイロは、主として車両安定化装置やロールオーバー検知、カーナビゲー

ションに使用されるが、数量は 1000 万個以下に留まっている。しかし、高精度が求め

られる航空宇宙用途など一部の分野を除いて従来のジャイロが MEMS ジャイロに置き

換わっていくと思われ、今後は年率約 20％の成長が続くと期待されている[5]。車載用

途以外ではビデオカメラや双眼鏡の手ぶれ防止用、ヘッドマウントディスプレイ、ヒュ

ーマノイドロボットの姿勢安定制御などに使われている。 
（４）新規材料への課題と期待 

振動型ジャイロでは軽い質量と柔らかいバネの組合せよりも重い質量と堅いバネと

の組合せのほうが、高い機械的Ｑ値が得られ、またスティッキング（膠着）を回避しや

すいので、可動構造体は表面マイクロマシニングによる薄膜構造よりも、バルクマイク

ロマシニングによる構造のほうが有利といえる[6]。バルクマイクロマシニングには

Deep RIE（Reactive Ion Etching）が多用されているが、加工形状や装置の安定性が難

とされてきた。SF6 によるエッチングは等方性エッチングのため、切り替えごとにサイ

ドエッチングが生じるスキャロップが避けられないが、切り替えの頻度を高めることで、

サイドエッチングを 10nm 以下まで抑えることが可能とされる[7]。振動型の場合、支持

部から振動エネルギが外部へ伝播しにくい音叉構造などにして内部摩擦の少ない材料を

用い、また周囲媒体による粘性抵抗を減らすことにより、機械的Ｑ値を高くすることが

重要である[8]。 
 
 
論文リスト 
[1] http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/37-03/gyro.html 
[2] http://www.tokimec.co.jp/sensor/mesag/ 
[3]小巻賢治：「ジャイロ：MEMS ジャイロシリーズ CRS 03」、日本ロボット学会誌、21
巻、1 号、p.33-35、2003 年１月 
[4]江刺正喜：「マイクロマシン／MEMS の技術革新と半導体業界に与える影響」、

Semiconductor FPD World、2002 年１月号、p.122-127 
[5]加藤伸一：「車載用 MEMS の現状と今後の展開」、Electric Journal、2003 年 9 月号、

p.114-115 
[6]藤田孝之、波多野健太、水野卓也、前中一介、前田宗雄：「回転振動形ジャイロスコ

ープに関する基礎研究」、電気学会論文誌 E、119 巻、8/9 号、p.411-416、1999 年 
[7]加藤伸一：「マイクロマシン／MEMS のエッチング技術・装置の 前線」、Electric 
Journal、2003 年 5 月号、p.136-137 
[8]江刺正喜：「物理センサ」、電気学会論文誌 E、115 巻、１号、p.18-21、平成７年 

http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/37-03/gyro.html
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4.2.6 流量センサ 
（１）概要 

地球環境保護のため CO2 排出量削減などを目的とした省エネルギーの必要性が高ま

る中で、燃料、動力、熱交換の媒体および原料として使用される流体の流量管理がます

ます重要になっている。このような背景の元でMEMS流量センサが注目されているが、

実用化されているものとしては図 4.2.6-1 に原理を示す熱線流速型がある。ヒータ（Rh）
を駆動すると、流れの無いときは図中(a)のようにヒータ両側の温度分布は対称になるが、

ここに流れが生じると同(b)のようにヒータ両側の温度分布の対称性が崩れるので、この

温度差を検出することにより流量の計測ができる[1]。 

 

図 4.2.6-1 熱線流速型 MEMS 流量センサの原理図[1] 
 

（２）最新の研究開発状況 
ヒータ抵抗およびセンサ抵抗に用いる白金薄膜の抵抗値のばらつき低減、窒化シリコ

ンダイアフラムの低応力化、窒化シリコンのステップカバレージの最適化、異方性エッ

チングの最適化といった課題の克服により、素子寸法 1.7mm×1.7mm×0.5mm を実現

している[2]。また、ＳｉＯ２、ＳｉＮなどの誘電体薄膜で挟んだポリシリコン薄膜ヒー

タとポリシリコン-Ａｌ薄膜サーモパイルをシリコン基板上に設置し、誘電体薄膜に設け

られたＨ型パターンのエッチングホールから異方性エッチングで薄膜下部のシリコン基

板を溶解除去して作製した気体用フローセンサは、素子寸法 1.5mm×1.5mm×0.4mm 
で 0.01m/s の微小流速を検出できる[3]。 
（３）応用分野の状況 

工業用としてはマスフローコントローラやガス流量モニタ、またチップマウンタなど

の実装用装置で電子部品の吸着を検出するチャック確認用に利用される。さらに窓の開

かない建物の換気や排気などによる空気の入れ換え量の計測、医療分野では呼吸機器の

酸素、窒素、笑気の使用量の計測などに使われる[4][5][6]。 
（４）新規材料への課題と期待 

前述の圧力センサや加速度センサと同様に流量センサにおいても耐環境性の向上が課

題であり、特に腐食性流体用途に対しては適切な材料の選定とその加工技術が求められる。

また現状では流体の種類や流速域に応じた最適設計をしているが、材料技術による汎用性
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の向上も望まれるところである。 
 
 
論文リスト 
[1]http://www.compoclub.com/mf/principl.html 
[2]田中秀一：「マイクロフローセンサチップ製作技術」、Savemation Review、19巻、

p.14-19、2001年 
[3]佐々木昌、若林秀一、藤原剛史、野添悟史：「気体用熱式半導体フローセンサの開発」、

OMRON TECHNICS 41巻、2号、p.144-149、2001年 
[4]甕秀樹：「山武 マイクロフローセンサを用いたチャック確認用流量センサを開発」、

Semiconductor FPD World、2002 年 10 月号、p.119 
[5]上運天昭司：「マイクロフローセンサを用いた流量計測」、Savemation Review、19
巻、p.28-35、2001 年 
[6]http://www.cgc.co.jp/htw/npi/270/OMRON_021339.html 



4.3  研究段階にあるMEMS/NEMS における材料応用技術 
4.3.1 フォトニック結晶とNEMS の融合 
 石英系光導波路 (PLC: Planar Lightwave Circuit) の曲率半径が数mm程度であるのに対し、

SOI (Silicon-on-insulator) 基板に周期的に空孔列を形成して作製したフォトニック結晶 (PhC: 
Photonic Crystal) 導波路は、数ミクロン角内で光の進行方向を 90°曲げることも可能であり、

従来の PLC の 1/1000 以下の面積で光集積回路を形成することが可能である。また、一般的に 
PLC では基板上に形成したマイクロヒータを用いて熱的に屈折率変化を制御し、Mach-Zender
型の干渉計構成にして透過光の ON/OFF 制御を行っている。しかしながら、熱光学効果による

屈折率変化は1%以下であり、必要な遅延を生じさせるためのヒータ長はmm程度になっている。

これらを解決する手段として、PhC 導波路にMEMS 構造を集積化して、機械的に実効的な屈折

率制御を行う新しい光変調・スイッチングの方式が近年提案されている。 

R=2~10mm

全長数cm

PLC (Planar Lightwave Circuit)

結合器 結合器

位相変調

熱光学効果

全長10um程度

Mach-Zender 型光導波路干渉計

PhC光導波路
可動構造

   
図 4.3.1-1 （左）PhC 光導波路と MEMS 構造の集積化による超高密度光集積回路の概念図，

および，（右）SOI PhC 光導波路上に形成した多結晶シリコン製のMEMS 型光変調素子[3] 
 
 図 4.3.1-1 の左図に MEMS-PhC 型の光変調器の概念図を示す。通信用の赤外波長 (1.55um)
に対して透明なシリコンを電子線描画およびDRIE によりPhC 導波路に加工して、その表面近

傍に高屈折率材料（たとえばシリコン, n=3.4）の微小切片（寸法 1um 程度）を配置する。この

微小切片をマイクロアクチュエータで駆動することにより、近接場光領域（導波路表面から数十

nm 程度）に近づけると、導波光が微小切片に吸収され、強度変調をかけることができる。また、

微小切片の長さを調整すれば、再びPhC 導波路に光を再結合することができる。この場合には、

光の位相変調がかけられる。 
 光導波路に MEMS 構造を集積化して光変調デバイスとするアイデアは、1997 年にスイス・

チューリヒ工科大学(ETH)の Lukosz 教授らにより報告されている[1]。これを PhC 導波路に応

用できることは岩本、荒川らにより提案されており[2]、図 4.3.1-1 の右図に示すような

MEMS-PhC 構造の試作例が肥後らにより報告されている[3]。また、PhC 導波路の空孔そのも

のを閉塞することで、光の透過、反射を制御する方式が金森らにより報告されている[4]。また、
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肥後・山内らは、PhC 上の可動構造そのものを光によって制御し、駆動されたナノメカ構造に

よりさらに別の光を制御する新しい方式を提案している[5]。PhC を用いた光変調は、さらに簡

単な構造でも実現できる。図 4.3.1-2 はテネシー大学の Rajic らにより提案されたブリッジ型の

PhC 導波路である。この導波路に機械的な引っ張り応力を印加するとPhC の空孔間隔が微妙に

制御されて、透過光の波長特性が制御できるという[6]。また、PhC と同時期に登場した新しい

光デバイスの概念として、リング（またはディスク）導波路が挙げられる。微小なリング（ディ

スク）状の導波路には、その円周長できまる定在波の波長のみを選択する機能がある。この特を

利用すれば、平行な（あるいは直交する）２本の光導波路間でリング導波路をMEMS 的に駆動

し、光結合効率を制御することもできる[7]。 
 

 
図 4.3.1-2 （左）PhC 光導波路にはたらく応力により波長の透過率を制御するデバイス[6] 

 
 ETH のLukosz 教授らの提案は、実は、光導波路上のマイクロカンチレバーに化学修飾を施

し、分子吸着によって引き起こされたカンチレバーの微小な変形を光で読みとり、高感度の化学

センサーを作ることであった。この原理を PhC 導波路を用いて実現すれば、センサーのさらな

る小型化が可能になる。また、ナノカンチレバー先端のnm レンジの微細な変形を読みとること

で、単一分子検出などの新しい機能を実現することが期待される。いずれの場合でも、フォトニ

ック結晶のナノ微細加工技術の開発と、その付加価値を高めるためのセンサ材料・アクチュエー

タ機構材料の研究が今後の重要課題となっている。 
 
 
論文リスト 
[1] R. Dangel and W. Lukosz: “Electro-Nanomechanically Activated Integrated-Optical 
Interferometric Switches” OSA Technical Digest Series Vol.10 April 2-4, 1997. 
[2] 岩本，荒川：第６３回秋期応物大会 26p-YA-8. 
[3] 肥後ほか:「MEMS-フォトニック結晶素子 −マイクロメカニカル変調機構の設計と製作—」 
2003 年（平成 15 年）春季 第 50 回応用物理学関係連合講演会，神奈川大学，2003 年 3 月 27
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[4] Y. Kanamori, K. Inoue, K. Horie and K. Hane: “Photonic crystal switch by inserting 
nano-crystal defects using MEMS actuator,” IEEE/LEOS Int. Conf. on Optical MEMS and 
Their Applications (Optical MEMS 2004), Hawaii, Aug. 2004, WA3. 
[5]  肥後昭男，山内木綿子：東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻修士論文 2004 年，2005 年 
[6] S. Rajic. J. L. Corbeil, P.G. Datskos; “Feasibility of tunable MEMS photonic crystal 
devices,” Ultramicroscopy 97 (2003) pp. 473-479. 
[7] M.-C. M. Lee and M. C. Wu: “A MEMS-Actuated Tunable Microdisk Resonator,” 
IEEE/LEOS Int. Conf. on Optical MEMS and Their Applications (Optical MEMS 2004), 
Hawaii, Aug. 2004, MC3. 



4.3.2 カーボンナノチューブ応用デバイス 
(1) 概説 
 カーボンナノチューブCNT(Carbon Nanotube)は、1991年、飯島氏によって発表[1]され

た直径約１nm、長さが数μmの円筒状グラファイトである。円筒面はグラファイト六角格

子であり、円筒面が多層のMWCNT(Multi Wall Carbon Nanotube)と、単層の

SWCNT(Single Wall Carbon Nanotube)とがある。その先端は製法にもよるが多くの場合

閉じている。カーボンナノチューブは、従来の微細加工では得難いきわめて細い形状、特異

的な電気的、機械的物性から、機能性材料としての多くの可能性が提唱され、様々な産業分

野で応用研究が進められている。以下、具体的事例を引用し研究開発の現状と今後の課題を

概説する。 
 
(2) 研究開発の現状 
ⅰ)査型プローブ顕微鏡探針への応用 
 査型プローブ顕微鏡SPM(Scanning Probe Micorscope)とは、先端曲率半径がnmサイズ

の鋭い探針で試料表面を走査して、試料表面/探針間のトンネル電流や原子間力などを計測

して試料表面の三次元形状を観察する顕微鏡の総称であり、トンネル電流を計測する走査型

トンネル顕微鏡STM(Scanning Tunneling Micorscope)、原子間力を計測する原子間力顕微

鏡AFM(Atomic Force Micorscope)などがよく知られている。微小な探針で試料表面をなぞ

ることが基本であり、平面情報に加え、三次元の情報が正確に得られるという特徴を有する。

したがって、探針の先端曲率が横方向の分解能を、先端の開き角が試料表面凹凸の追従性を

決める。通常、SPM探針には金属機械材料と同等の力学的特性を持ち、且つ半導体プロセ

スによる微細加工が可能なシリコン、窒化シリコンが用いられる。しかしながら、従来の探

針半径は先端なもので先端曲率が5nm、多くの場合10nmを超える。開き角は35-70度であ

り、分解能、表面凹凸の追従性の限界を生み出している。イオンビーム等の特殊加工によっ

て、先端曲率、開き角度を小さくすることも可能であるが、機械的強度が著しく低下し、走

査時の摩耗などの課題が生じる。 
 SPM探針としての視点からCNTの特性を以下にまとめる。①先端半径が小さい。1nmも

可能でありSPMの横分解能を高くとれる。②アスペクト比が高い。直径数nmに対して長さ

が数μmであり、開き角度にすれば限りなく0度に近い。その結果、これまで計測できなか

った深い急峻な凹凸を忠実に走査、計測できる。③機械的強度に優れる。弾性力があり、走

査時の破損が少ない。また先端が閉じたCNTは化学的にも安定であり、長寿命が期待でき

る。 
 上記のような理想的SPM探針としての特性を有しながらも、ハンドリングの難しさから、

なかなか実現に至らなかった。初期のCNT探針として、先鋭化した鉛筆芯の先端にファン

デルワールス力でCNTをつけたもの[2]、アクリル系接着剤でシリコン探針先端にCNTを固
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定したものが報告された[3]。しかし、いずれの場合も、探針の先端をCNT集合体に接触さ

せ、偶発的に付着したものを利用しており、理想的な探針先端位置に必要長さのCNTを取

り付けたものではない。た、付着力も十分ではなく、走査中の信頼性に課題があった。 
 Nakayamaらによって開発されたCNTのハンドリング技術[4]-[7]はこれらの課題を解決

し、CNTを利用したSPM探針の実現に道を開いた。以下、その概略を説明する。Nakayama
らは電気泳動法を用い、CNTを精製し、1本1本を横に一列に配列した状態を作り出した

[5]-[6]。対向するナイフエッジ電極の間に、CNTを分散した溶媒を滴下し、１０MHz程度

の高周波電圧を印加する。すると、電極間ギャップに不定形の炭素粒子を残し、アスペクト

比の大きいCNTのみが、優先的に電極に到達し、且つ、電気力線に平行な姿勢を保つ。図

4.3.2-1に電気泳動法の模式図とCNTが平行配列したナイフエッジ電極の電子顕微鏡写真を

示す[5]-[6]。このCNTが平行配列したナイフエッジ電極とシリコンSPM探針とを走査型電

子顕微鏡(SEM)中で操作し、選定した所定長さのCNTをシリコンSPM探針の先端所定位置

に付着させ、ナイフエッジ電極からCNTを引き抜く。その後、CNTとシリコンSPM探針と

の付着部分を炭素膜で被覆し、確実に固着する。この方法で作製したCNTを利用したSPM
探針の一例を図4.3.2-2に示す[7]。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.2-1 電気泳動法の模式図と CNT が平行配列した 
ナイフエッジ電極の電子顕微鏡写真[5]-[6] 

 
 

図 4.3.2-2 CNT を利用した SPM 探針の電子顕微鏡写真[7] 
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 以下、CNTを利用したSPM探針の性能について、一例を概説する。図4.3.2-3は、DNA
の複製伸張の際に重要な役割を演ずる蛋白質RFC(Replication Factor C)と
PCNA(Proliferating Cell Nuclear Antugen)のAMF像であり、(a)(b)がRFCの像、(c)(d)が
PCNAの像である[8],[9]。蛋白質RFCについて、(a)が一般のシリコン探針、(b)は長さ700nm、

先端部分直径10nmのCNT探針を用いて観察した像である。一般のシリコン探針による像

(a)では、その形態は判定することが出来ない。CNT探針を用いた像(b)では、従来から知ら

れていた5つのサブユニットが明瞭に認められた。蛋白質PCNAについて、(c)が一般のシリ

コン探針、(d)がCNT探針を用いて観察した像である。この場合も、一般のシリコン探針に

よる像(c)では形態は判定することが出来ないが、CNT探針を用いた像(d)では3つのサブユ

ニットが観察できた。これらの形態観察により、他の物質との反応、DNAの複製機構に関

する貴重な知見が得られている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅱ)電界放出デ

 電界放出デ

表面に107V/c
り電子が放出

ある。その原理

かしながら、1
け、その先端に

 

図 4.3.2-3 蛋白質 RFC(a),(b)と PCNA(c),(d)の AMF 像[8],[9] 
ィスプレイへの応用 
ィスプレイFED(Field Emission Display)の基本構造を図4.3.2-4に示す。固体

m(1mV/μm)オーダの強電界を印加すると、トンネル効果によって固体表面よ

される。この電界放出(Field Emission)現象を応用したディスプレイがFEDで

から、応答速度が速い、電力効率が高いなどの優れた特性が予想された。し

07V/cmオーダの強電界を実現するために、先端の尖ったエミッタに電圧をか

電界を集中させねばならない。その結果、エミッタ材料には強電界、高温状
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態での長期安定性が求められる。さらに、エミッタの長期安定性に加え、製造コスト､微細

化などの課題があり、ディスプレイとしての実用化を阻む一因となっている。 
 CNTはこれらの課題を解決するエミッタ材料と期待されている。1991年にCNTが発見さ

れ[1]、1995年には早くもCNTからの電界放出が報告されている[10],[11]。このときにすで

にディスプレイデバイス用材料としての応用が提案されていたが、ハンドリングや製造プロ

セスの困難さから、当初開発着手が遅れていた。しかしながら、1998年にCNTをエミッタ

に用いた発光ディスプレイが試作発表され[12]、これを契機に国内外のディスプレイメーカ

によるCNTを用いたFEDの開発が加速された。 
 
 
 
 
 
 
 
 図 4.3.2-4 FED の基本構造 
 
 CNTは鋭い先端、化学的安定性、機械強度、電気伝導性、高温強度など、エミッタ材料

として優れた特性を有する。図4.3.2.-5に最初に試作されたディスプレイ素子を示す。高圧

電圧型蛍光表示管をベースに、そのフィラメント状熱陰極の代わりにCNT冷陰極を配置し

たものであり、陰極、グリット、及び陽極からなる三極真空管である。CNT陰極は、電流

密度で0.1～1A/cm2を取り出せ、且つ10,000時間以上の安定動作が確認され、CNTがエミ

ッタ材料として実用可能であることが示された[12]。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)構造模式図 (ｂ)外観  
 図 4.3.2-5  CNT 冷陰極を用いたディスプレイ素子[12] 
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最終的にはFEDは真空管形態ではなく、多数エミッタをアレイしたフラットパネルとな

る。そこで、CNTを用いた各種フラットパネル構造案が開発、試作されている。現在、CNT
を用いたカソードパネルの製作方法としては、大別してスクリーン印刷法とCVD法が検討

されている。スクリーン印刷法をもちいたFEDパネルのとして三極型カラーFEDパネル、

パネルサイズ66×66mm、画素サイズ3.0×2.54mm、輝度105cd/cm2(図4.3.2.-6)が報告され

ている[13]。スクリーン印刷法は比較的容易に大面積に対応でき、製造工程が比較的単純で

コストが抑制できる反面、画素の微細化、輝度の均一性に課題がある。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
一方、CVD法はC

大面積への対応、輝

報告事例を図4.3.2-
CNTの外観、図4.3
は、事前に基板に処

FEDエミッタとして

の課題がある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 4.3.2-6  CNT を用いたフラットパネル FED[13] 
NTを選択的に成長することができ、画素の微細化にも対応できる反面、

度の均一性に課題が残る。プラズマCVD法によるCNTエミッタ製作の

7、4.3.2-8に示す[14]-[17]。図4.3.2-7はプラズマCVD法で製作された

.2-8はその電界電子放出特性である。プラズマCVD法で製作されたCNT
理された触媒金属箇所に選択的に、且つ基板に対し垂直に成長する。

は理想的形態ながら、大面積処理が困難、処理温度(650℃)が高いなど

〔触媒〕
図 4.3.2-7 プラズマ CVD 法で製作 
された CNT の外観[14]-[17] 
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図 4.3.2-8 プラズマCVD法で製作されたCNT
の電界電子放出特性[14]-[17] 



 
熱CVD法によるCNTエミッタ製作の報告事例を図4.3.2-9、4.3.2-10に示す[18]-[20]。図

4.3.2-9は外観図であり、図4.3.2-10はその電界電子放出特性である。熱CVDでも触媒金属

(Fe)が被覆されている箇所に選択的に形成される。プラズマCVD法のように基板に垂直に

成長した形態ではないが、同等以上の電界電子放出特性を有する。且つ、熱CVD法は製造

プロセスが比較的低温（約500℃）であるため、実用化に近いと考えられている。 
 

図 4.3.2-9 熱 CVD 法で製作された CNT の外観[18]-[20] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.2-10 熱 CVD 法で製作された CNT の電界電子放出特性[18]-[20] 
 

 
 
 
ⅲ)リチウム電池の負極材料への応用 
 リチウム電池は、電池ユニット1個で比較的高い電圧での放電ができるため、小型電子機

器を主に広い応用が期待されている。現在、リチウム電池に用いられている正極はコバルト

系とマンガン系の2種類があり、負極にはグラファイトが用いられている。動作原理を

4.3.2-1,-2式に示す。基本は、負極グラファイト内に蓄えられたLiイオンと正極金属との反
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応である。 
 
コバルト系反応式：LiｘC6 + Li(1-x)CoO2     ６C + LiCoO2  ･････(4.3.2-1) 

放電 

充電 
 
マンガン系反応式：LiｘC6 + Li(1-x)Mn2O4     ６C + LiMn2O4  ･････(4.3.2-2) 

放電 

充電 
  
負極材料として求められる基本的な特性は、Liイオンを出し入れできること、その可逆容

量が大きいことである。現在の代表的負極材料であるグラファイトの基本性能は、上記

4.3.2-1式に示すように、C6ユニットに対して最大1個のLiイオンを可逆的に出し入れできる

ことであり、372mAhr/gの容量に相当する。 
 CNTはグラファイトに比較し低密度で空隙の多き物質であり、リチウムイオン吸蔵量が

グラファイトを上回るのではないかと期待され、新たなリチウム電池負極材料として期待さ

れている。North Carolina大学のZhouらのグループによって、CNTの電池特性が報告され

たのは比較的最近である[21],[22]。彼らはレーザ蒸発法によって製作したSWCNTを基に、

下記の3種類の処理を施した。①ろ過による精製、これによってSWCNTの含有率を80％ま

で上昇させた、②上記①材料を1分間ボールミルで粉砕、CNTを短く切断すると同時に多く

の欠陥導入を狙った、③上記①材料を10分間ボールミルで粉砕。彼らは、これら3種類の試

料を使い、Li/1M LiClO4-(EC+DMC)/CNT (EC; Ethylene Carbonate, DMC; Dimethyl 
Carbonate)という構成のリチウム電池用いて充放電特性を調べた。 
 図4.3.2-11に3つの試料の充放電特性を示す[22]。試料①は最初の放電において、Li5.4C6

の組成比までLiイオンを放電できることを示しているが、再充電できる可逆組成比はLi1.6C6

である。それでも、現在の負極材料グラファイトのLi1C6よりも十分大きな値である。最初

の放電と2回目以降の充放電との差として定義される不可逆容量は、CNT表面への不可逆な

吸着と考えられている。ボールミリングされた試料②、③では、ミリング時間の増大に伴い、

不可逆容量が減少し、可逆容量が増大するという著しい充放電特性の向上が認められた。特

に、10分間のボールミリングを施した試料③は、可逆容量がLi2.7C6（約1,000mAhr/gに相

当）まで達した。彼らはラマン分光法を用い、ボールミリングを施した試料の主要成分が

CNTであることを確認し、高い可逆容量がアモルファスカーボンの寄与ではなく、CNTの
基本特性であると報告している。これは、通常端部が閉じられているCNTがボールミリン

グによって側壁に欠陥が導入され、もしくはCNT自体が切断されたため、CNTの内部空間

がLiイオンの吸蔵空間として利用可能となったためと考えられる。 
 図4.3.2-11に示すような、大きな可逆容量を有するとはいえ、一定電圧が維持できない、

ヒステリシスが大きいなどの課題があり、実用化に直結することは難しい。しかしながら、

酸化処理によるCNT端部の開放、酸処理によるCNTの切断など、制御性に高い材料プロセ

スが開発されつつあり、特性の改善、実用化が期待される。 
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③ 

② 

① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅳ)電子デバイス

 1991年飯島氏

飯島氏によって

1996年、R.E.S
[24]、その結果

 CNTは原子配

いる[25]。従っ

Effect Transis
いたFETの電気

SWCNTを付着

である。この実

論計算から期待

この改善が今後

 一方、CNT 自

あるキャリア(電
を狙うものであ

 

図 4.3.2-11 ボールミリング処理を施した CNT の充放電特性[22] 
への応用 
によって発表[1]されたCNTは多層のMWCNTであった。1993年、同じく

SWCNTが当初の実験試料に含まれていることが見出された[23]。さらに、

malleyらライス大研究チームによってSWCNTを大量生成する方法を見出され

、電子デバイスへの応用研究が加速、具体化した。 
列によって半導体的、あるいは金属的な電子状態になることが予想されて

て半導体のCNTを伝導チャネルにし、電極とゲートを形成すればFET(Field 
tor)を作ることができる[26],[27]。図4.3.2-12にSWCNTを伝導チャネルに用

特性の一例を示す[27]。(a)に示すように、SiO2上に形成した金属電極間に

させた構造である。ゲート特性はp型半導体を示しており、正孔による伝導

験での伝導電流の変化は5桁に及ぶが、移動速度は20cm2/Vs程度であり、理

される高速伝導に程遠い。金属電極との接点に課題があると予想されており、

の課題である。 
体を微細な LSI 配線とする研究もなされている。CNT の特長のひとつで

子または正孔)の散乱がない伝導(バリスティック伝導)による、低抵抗配線

る。また、銅配線で問題となっている通電による物質移動現象(エレクトロ

157



マイグレーション)に起因した断線の障害を解決するものと期待されている。金属伝導を有

する CNT を配線とする試みであるが、最大の課題はハンドリングである。CNT を傷つけ

ることなく所定場所に配置することはきわめて難しいため、ⅱ)電界放出ディスプレイへの

応用で述べた、特定場所へ CNT を生成する CVD 法が研究されている。図 4.3.2-13,-14 に

シリサイド層上へ MWCNT を垂直に成長させた事例を示す[28]。図 4.3.2-13 はプラズマ

CVD 法によって Ni,もしくは Co シリサイドから直接 MWCNT を成長させたものであり、

成長中に所定の電界を印加することによる成長方向の制御と、Ni または Co の組成を変化

させることによる直径の制御が可能と報告されている。図 4.3.2-14 は同様に、プラズマ

CVD 法によって LSI のビアホール内に MWCNT を埋め込み垂直成長させたものである。

Ni や Co を配線ビアのようなホール内に露出させておくことで、ホール内に MWCNT が

埋め込まれるように、ほぼ垂直配向成長が可能と報告されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 4.3.2-12 CNT-FET の構造(a)と伝導特性(b),(c)[27] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 4.3.2-13 シリサイド層からの MWCNT 垂直配向成長[28] 
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図 4.3.2-14 ホール内における MWCNT 埋め込み垂直配向成長 [28]  
 
(3) 研究開発の課題 
 CNTを用いたSPM探針はすでに実用段階にあり、既にSPMを用いた技術革新に寄与して

いる。今後は、CNTを用いたマニピュレータへの展開が期待される。CNTをピンセットに

用いた開発例を図4.3.2-15に示す[29]。二つのナノチューブは互いに平行になるように取り

付けられ、この場合長さは2.5mm、先端間隔は780nmである。2本のナノチューブに電圧を

印加すると約4.5Vでピンセットは全閉し、電圧を取り除くと元に戻る。このような従来の

微細加工ではなしえなかった構造体への応用が期待される。CNTを用いたFEDは試作段階

であり、ここ数年内の実用化が期待される。巨大な市場であり、世界的規模の熾烈な開発競

争が予想される。CNTを負極材料に用いたリチウム電池は研究開発段階と考えられる。CNT
の高いポテンシャルから開発の加速が予想される。電子デバイス、光学デバイスへの応用は

基礎研究段階と考えられる。 
 応用範囲が広範であり課題も多様であるが、製造方法、ハンドリング技術、および計測技

術が共通課題と考えられる。製造方法では、低コスト、大量製造方法に加え、SWCNT,あ
るいはMWCNTを選択的に製造する技術、長さ、直径の制御が求められる。特に電子デバ

イス、あるいは光学デバイスへの応用では不可欠の技術である。またCVD法では生成場所

の選択性、長さ、直径、配列の制御が求められ、さらに数量の制御が加わると予想される。

ハンドリング技術では、製造方法と表裏一体に精製技術の比重が増してくる。また、CNT1
本を扱える技術、例えば配置、接合、切断などは、電子デバイスへの応用では最終的目標と

なろう。実用化の段階では、品質保証が不可欠であり、CNT応用デバイス向けの計測技術

が必要になる。精度もさることながら、効率、コストの視点も重要である。ややもすると、

応用製品、デバイスのコストの大半が品質保証、評価コストとなってしまう。この点からも、

CNTの物性研究が重要となる。 
 
 
 

 159



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
論文リスト 
[1] S.Iijima:Nature 3
[2] 有江隆之：卒業論

[3] H.Dai, J.H.Hafine
384p.147(1996) 
[4] K.Yamamoto, S.A
[5] S.Akita, H.Nishiji
K.Takeyasu:J.Phys.D
[6] H.Nishijima, S.Ka
K.Takeyasu:Appl.Ph
[7] Y.Nakayama, H.N
K.Takeyasu:J.Vac.Sc
[8] 吉村成弘、正村祐

[9] Y.Shiomi, J.Usuk
H.Yoshikawa, and T.
[10] A.G.Rinzler et al
[11] W.A.de Heer, A.C
[12] Y.Saito,S.Uemur
[13] S.Uemura et al.:
[14] 村上裕彦、平川正

合講演会予稿集、p.29

 

図 4.3.2-15 CNT を用いたピンセット[29] 
54,PP.56-58(1991) 
文､大阪府立大学工学部(1996) 
r, A.G.Rinzler, D.T.Colbert, and R.E.Smalley: Nature 

kita, and Y.Nakayama:J.Phys.D:Appl.Phys.,31,L34(1998) 
ma, Y.Nakayama, F.Tokumasu, and 
:Appl.Phys.,32,p.1044(19998) 
mo, S.Akita, Y.Nakayama, K.I.Hohmura, S.H.Yoshimura, and 

ys.Lett.,74,p.4061(1999) 
ishijima, S.Akita, K.I.Hohmura, S.H.Yoshimura, and 

i.Tcchnol.B,18,p.661(2000) 
介、釣本敏樹､中山喜萬：応用物理、40,p.395(2000) 
ura, Y.Masamura, K.Takeyasu, Y.Nakayama, C.Obuse, 
Tsurimoto:PNAS,97,p.14127 (2000) 
.:Science,269, p.1550(1995) 
hatelain, and D.Ugarte: Sci nce,270, p.1179(1995) e
a, and K.Hamaguchi:Jpn.J.Appl.Phys.,37,p.L346(1998) 
 Proc. Euro Display‘99(19th IDRC), p.93 
明、山川洋幸、園田早紀、上村佐四郎：第46回応用物理学会関係連

a-YC-6 

160



 161

e

[15] 村上裕彦、平川正明、田中千晶、山川洋幸：ULVAC Technical Journal,51,p.1(1999) 
[16] H.Murakami, M.Hirakawa, C.Tanaka, and H.Yamakawa:Appl.Phys.Lett., 76, 
p.1776(2000) 
[17] H.Murakami, S.Sonoda, C.Tanaka, H.Murakami, and H.Yamakawa:Appl.Surf.Sci., 
169-170, p.662(2001) 
[18] 平川正明、村上裕彦、山川洋幸：ULVAC T chnical Journal,53,p.12(2000) 
[19] M.Hirakawa, C.Koakutsu, H.Murakami,and H.Yamakawa: IDW ’00,p.1027(2000) 
[20] 村上裕彦:真空、45、p.70(2002) 
[21] B.Gao et al.: Chem.Phys.Lett., 307,p.153(1999) 
[22] B.Gao et al.: Chem.Phys.Lett., 327,p.69(2000) 
[23] S Iijima and T Ichihashi：Nature, 363,p.603 (1993) 
[24] Andreas Thess, Roland Lee, Pavel Nikolaev, Hongjie Dai, Pierre Petit, Jerome 
Robert, Chunhui Xu, Young Hee Lee, Seong Gon Kim, Andrew G. Rinzler, Daniel T. 
Colbert, Gustavo Scuseria, David Tomanek, John E. Fischer, and Richard 
E.Smalley:Science,273,p.483(1996) 
[25] R.Saito, M.Fujita, G.Dresselhaus, and S. Dresselhaus: 
Appl.Phys.Lett.,60,p.2204(1992) 
[26] S.J.Tans et al.: Nature,393,p.49(1998) 
[27] R.Martel et al.:Appl.Phys.Lett.,73,p.2447(1998) 
[28] 富士通プレスリリース2002-0169(2002)  
[29] S. Akita, Y. Nakayama, S. Mizooka, Y. Takano, T. Okawa, Y. Miyatake, S. 
Yamanaka, M. Tsuji, and T. Nosaka: Appl. Phys. Lett. 79, p.1691(2001). 
 



4.3.3 ナノ粒子応用 
(1) 概説 
ナノ粒子とは、一般にナノメートルオーダーの金属、セラミック、有機物微粒子の総称で

あり、バルクとは異なる物性が期待され、カーボンナノチューブと並ぶナノテク材料として

様々な観点から研究されている。その応用範囲きわめて広く、全産業分野にわたっていると

いっても過言ではない。本節ではMEME/NEMSへの応用の観点から、電子機器、センサ、

バイオに絞り、具体的事例を引用し、研究開発の現状と今後の課題を概説する。 

 
(2) 研究開発の現状 
ⅰ) 電子機器への応用 
 電子機器の小型化に伴い、実装密度を高める要求が強い。その技術課題のひとつがプリン

ト配線基板の線幅である。現在の配線幅は、ガラスエポキシ基板で約50μm、フレキシブ

ル基板で約20μmである[1]。従来のスクリーン印刷法で可能な配線の幅は20μmであり、

その半分の10μmを達成できるのは2010年と予測されている[1]。より微細加工が可能なフ

ォトリソグラフ法では、工程数が多く、時間、コストの点で課題が多い。これを解決すべく、

金属ナノ粒子とインクジェット技術を用いた新たな配線技術が検討されている。 
インクジェット技術を用い金属微粒子を含む液滴を噴射して、10μm以下の配線幅が可

能といわれている。ちなみに家庭用のインクジェットプリンタが噴き出す液滴の量は

2pL(ピコリットル)程度で、これは直径16μmの球体に相当する。従って、10μm以下の配

線幅を高精度に形成するためには、さらに微細な液滴、分散する金属粒子はナノサイズであ

ることが求められる。産業技術総合研究所の村田らは、従来のインクジェット技術に比較し

て1/1000以下の超微細液滴の吐出が可能な技術を開発し、導電性高分子や金属超微粒子な

どの様々な材料を、直径１ミクロン以下のドットで、基板上に精密に配列させることに成功

した[2]。図4.3.3-1にその描画事例を示す。(a)はサブミクロンドット印字例であり、ドット

間隔は3μm、(b)は複雑図形の描画例であり、線幅3µm、格子部分のピッチ10µmである。

また、図4.3.3-2に示すハリマ化成開発の「安定分散したAgナノ粒子ペースト(商品名称ナノ

ペースト)」[3]をインクとして用い、線幅が数μmの超微細Ag配線をポリイミド基板上に直

接描画することに成功した。その一例を図4.3.3-3に示す[2]。線幅3.6μm、ラインスペース

1.4μmであり、現行のフレキシブル基板線幅の約1/5である。また、図4.3.3-2のAg粒子の

粒径は約5nmであり、ガス中蒸発法[4]で形成し分散剤で保護されていおり、独立分散状態

である。10nm以下の粒子が独立分散状態になると液中の状態がコロイド状態になり、凝集･

沈殿が生じず、室温でも安定に分散し、ほぼ液体と同じ挙動を示す[3]。また、粒子の表面

エネルギが高いため、焼成が容易であり、ほぼバルクに近い抵抗値3μΩ･cmが得られてい

る。 
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(a) サブミクロンドット印字例 
(ドット間隔は 3µｍ) 
図 4.3.3-1 サブミクロンの印

4.3.3-2 安定分散した Ag 
粒子(ナノペースト)の電顕写真 

(粒径は約 5nm)[3] 

図 4.3.3

(線幅

サへの応用 
の動作原理は多種多様であるが、簡単で広く用い

、例えば温度変化、光照射、ガス吸着などによっ

用するタイプである。ナノ粒子は比表面積が極め

気伝導度変化が期待され、ガスセンサへの応用が

4に示す[5]。粒径が2-300nm間のSnO2ナノ粒子を

COガス吸着によって生じる電気伝導度変化を計

ると急激に感度が増加する。なお、SnO2粒子は

を乾燥、焼成したのものである。より高感度なナ

法による粒径15nmのSnO2粒子を600℃でアニー
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(b) 配線図形の描画例 

ｍ、格子部分のピッチ 10μｍ)
字例[2] 

-3 ナノペーストのポリイミド基板上

への印字例 
3.6µｍ、ラインスペース 1.4µｍ)[2] 

られている構造は、センシング対

て、センシング部分の電気伝導度

て大きいため、ガス吸着による高

広く検討されている。その一例を

選定してギャップ電極間に膜状に

測した結果である。粒径が10nm
ゾルーゲル法によって作製された

ノ粒子を開発する試みとして、ゾ

ルして結晶性を高め、さらにRu



イオンをドープすることでCO,CH4,H2などに対する感度が増加させた報告がなされている

[6]。 

 

図 4.3.3-4 SnO2粒子ガスセンサの CO(500ppm)に対する感度の粒径依存性[5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 熱処理を施すことなく、結晶性のよい微粒子が作成できるガス中蒸発法で作製したZnO
ナノ粒子を用いたガスセンサの事例を表4.3.3-1と図4.3.3-5、-6に示す[7],[8]。図4.3.3-5は
ZnOナノ粒子の製造装置の概要を示す。減圧したAr-O2雰囲気中でZnを加熱蒸発させ、雰囲

気ガスと反応、冷却によってナノ粒子を作製する。雰囲気圧力によって粒子径を制御する。

蒸発源に対向するギャップ電極形成済みの基板上にZnOナノ粒子膜を堆積させセンサを形

成する。表4.3.3-1に雰囲気圧力とZnO粒子粒径との関係を、図4.3.3-6にこのセンサを用い

たNO2ガスの検出特性を示す。NO2ガス濃度の増加と共に直流電圧印加によって流れる電流

が減少する。電子がキャリアであるｎ型半導体のZnOに、NO2分子が吸着する際に電子を捕

獲するため、キャリア濃度が減少する結果である[7],[8]。前述のSnO2ナノ粒子COガスセン

サと同様に、粒子径が小さいほど、NO2ガスに対する感度が大きい。ナノ粒子センサは、い

ずれのセンサもバルク、薄膜に比べ、格段に大きい感度を示し、高感度センサの可能性を示

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.3-5 ガス中蒸発法の装置[8] 
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 表 4.3.3-1 ZnO 微粒子堆積膜の精製条件と平均粒径[7] 
 

Ar O2

A 5 5 18 7.6

B 15 15 51 23

C 25 25 60 32

D 50 50 250 40

資料 平均粒径(nm) 結晶子径(nm)
ガス圧（Torr）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.3-6 ZnO ナノ粒子ガスセンサの感度[7] 
 
 
ⅲ) バイオへの応用 
 バイオ領域におけるナノ粒子応用では、DDS(Drug Delivery System)と生化学分析への

応用が注目されている。DDSとは、薬物の過剰投与や副作用を抑制して、より安全･効果的

に薬物投与するために、必要 小限の薬物を必要場所(患部)に供給する薬物送達システムで

ある。DDSには薬物を体内でゆっくり溶かす方法、血流に乗せて目的患部まで薬物を送る

方法等がある。いずれも薬物だけの改良では困難であり、薬物を担持するマトリックス材料

の開発が必要である。血流に乗せて患部の毛細血管まで運ぶ方法では、薬物、マトリックス

材料共に、毛細血管直径の約5μm以下でなければならず、薬物の吸収性を高める観点から

も、数～200nmのサイズが求められる。現在、このマトリックス材料として、nmサイズで

寸法を制御できるナノ粒子技術に期待が集まっている。一方、生化学分析への応用では、蛋

白質、DNAなどのナノ粒子への吸着を利用し、その有無、型判定に用いる技術である。DNA
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の末端基型判定、もしくはナノ粒子表面に事前に吸着した蛋白質と他の蛋白質の相互作用な

ど、その応用範囲は広い。 
まず、DDSへの応用について説明する。DDSの研究は70年代に始まり、当初は薬物を体

内で徐々に放出し効果を長時間維持させる手法が主流であった。これに対し、近年、血管の

内皮細胞間隙を透過できるまで薬物、マトリックス材料を微細化し、疾病部位まで送り込む

方法、｢薬物送達システム｣が研究開発されている。この｢薬物送達システム｣に応用する様々

な機能を有するナノ粒子が開発されている。図4.3.3-7は、親水性ポリマーと疎水性ポリマ

ーとをからめ、その間隙に薬物を挟み込んだ(a)、その外表面に薬物を吸着させた(b)集合体、

高分子ミセルの模式図である[9]。薬物運搬体、診断薬や医療用具の表面改質など幅広い範

囲で応用可能な技術として期待されている。親水性ポリマーと疎水性ポリマーからなる両親

媒性のブロックコポリマーを水に分散させる事によって、自律的に明確なコア（内核）とシ

ェル（外殻）構造を有する20～100ナノメーター(nm)のナノ微粒子が形成される。この様な

ミセル化ナノ粒子を機能性徴粒子として展開するという着想は、東京女子医科大学の横山昌

幸助教授、岡野光夫教授、及び東京大学の片岡一則教授が世界に先駆けて提唱したものであ

り、血中で安定な薬物キャリアとなり得ることと癌組繊に蓄積することを実証した[10]。 

 
 
 
 
 
 (b) (a) 内核  外殻  
 

図 4.3.3-7 高分子ミセルの模
 
 図4.3.3-8は、細胞膜を構成するリン脂質を用いたナノ

究によって見出された、脂肪微粒子が動脈硬化の起きて

を応用し、脂肪微粒子の中に動脈硬化によく効く薬物を

の製剤によって、副作用の発現も少なく投与量も通常の

 

200nm

 
 
 
 
 
 

図 4.3.3-8 リン脂質を用いたナノ微粒 
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に選択的に薬物等を吸着
に薬物、遺伝子等を保持
式図[9] 

微粒子の模式図である[11]。基礎研

いる血管や炎症部位に集積する現象

封入製剤が開発されている[11]。こ

1/10程度になると報告されている。 

子の模式図[11] 



 次いで、生化学分析へのナノ粒子応用について説明する。図4.3.3-9に、金ナノ粒子を用

いた遺伝子診断法の概要を示す[12]。DNAはA，T，G，Cで表される4種類の塩基が鎖状に

つながった分子で、その配列が遺伝情報を決定する。この配列の微小な差を見出し、特定疾

病や、副作用の情報を判定し、医療に反映する技術が将来の遺伝子治療である。この種の遺

伝子診断では、検体DNAの配列がすでに大部分わかっている状況で、特定箇所の塩基を判

別することになる。従って、ヒトゲノム計画に使われたような、端から順番に配列を読む技

術は、この用途に対しては性能過剰であり、それに代わる簡単で迅速な方法が望まれていた。 
図4.3.3-9に示す遺伝子診断法は[12]、金ナノ粒子(約15nm)の分散水溶液の色変化(単分散

状態は赤色、凝集すると青色)を用いより簡便にDNA配列の差異を見出す技術である。金ナ

ノ粒子の表面に、配列が分かっているDNAを固定化し、この溶液に検体DNAを加えると、

検体DNAが固定化DNAの完全相補鎖＊である場合金ナノ粒子が凝集、違う場合は分散した

ままとなり、溶液の色変化で判定できる。完全相補鎖DNAを加え、溶液の色変化が生じた

測定結果を図4.3.3-10に示す[12]。また、末端以外の一塩基を替えたときは、完全相補鎖と

同様な凝集を起こし、末端の一塩基部分だけでも一本鎖として粒子の凝集を妨げる効果を持

つと考えられる。特別な機器を必要とせず、室温で迅速かつ明瞭に一塩基の違いを判定でき

る方法として、その展開に期待が寄せられている。 
*補足説明 
完全相補鎖：二本鎖DNAを形成する二つのDNAは、その配列が互いに相補する。すなわち、塩基Aに

対してT、塩基Gに対してCが対応する配列で、例えばTACGCCとATGCGGは互いに相補する配列と

なる。完全相補鎖とは、塩基数が等しく、配列がすべて相補するDNAを称する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.3-9 金ナノ粒子を用いた遺伝子診断法[12]  
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図 4.3.3-10 完全相補検体を加えた場合の吸光度の変化[12] 

 
 
 
(3) 研究開発の課題 
 インクジェット技術と金属ナノ粒子を用いた細線直接描画技術は、研究開発段階後期にあ

る。ここ数年の内に実用レベルまで開発が進むと予想される。プリント配線基板自体でも十

分な市場があるが、何よりこの技術を求める電子機器市場は巨大である。今後、開発競争過

熱すると予想される。この技術における課題は液適量の制御であり、ナノ粒子に限れば粒径

制御と分散技術などである。同時に、製造コスト、生産性は不可分の開発課題である。現在、

Au、Agなどの貴金属のナノ粒子、貴金属配線が先行しているが、いずれはCuナノ粒子を用

いたCu配線への展開が必要になる。Au、Agに比較し酸化しやすいCuナノ微粒子の製造方

法、分散方法など、今後の重要課題と考えられる。ナノ粒子を用いたセンサは研究開発段階

である。課題は、信頼性と生産性と考える。比表面積の大きいナノ粒子堆積膜が、ガス吸着

に対する感度が大きいことは明確である。しかしながら同時に汚れ、物理的外力にも敏感で

あり、感度の経年変化、耐環境性などの、パッケージ技術を含めた信頼性の確立が重要課題

となる。また、感度補正等の後工程を減らすために個体差を極力小さくせねばならない。再

現性の高い製造方法の確立が不可欠である。DDSへのナノ粒子応用は実用化段階にある。

ここ数年で特定細胞を標的化したDDSが実用化されると予想される。生化学分析への応用

は、まだ基礎研究の段階にある。原理解明と実用化に向けたデータ蓄積等が必要と考える。 

 
 
論文リスト 
[1] 電子情報技術産業協会 標準･技術部：2001年度版日本実装技術ロードマップ、電子情

報技術産業協会(2001) 
[2] 産業技術総合研究所プレスリリース(2002.4.1) 
[3] ハリマ化成株式会社ホームページ(http://www.harima.co.jp) 
[4] 上田良二、紀本和男：應用物理、18，(1949) 
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4.3.4  生体材料利用デバイス 

4.3.4.1  はじめに 

 生体中においては、極めて効率の良いエネルギー変換や物質移動が行われている。そのメカニ

ズムの多くは、ナノスケールにおいて初めて成立するものであるが、ナノスケールのデバイスを

作成する技術の進展により、こうした優れたメカニズムを制御して利用する技術が多く生まれよ

うとしている。 

 こうした「生体に学ぶマイクロ／ナノデバイス」の発展を一つの背景として、DNA や生体膜

など生体由来の材料およびそれを模倣した材料を用いたデバイスが、活発な研究の対象となって

いる。その用途は、 

(1) センサー 

 イオン、抗原や特定分子の検知やDNA の特定配列（SNP など）の検出など、分析化学

の道具として用いられる。 

(2) 分子選別 

 イオンチャンネル・イオンゲートなどとして、特定のイオンのフィルタリングや、タン

パク質の取り込みなどに用いられる。 

(3) モーター／アクチュエーター 

 分子モーターやツイーザーとして、機械的エネルギーへの変換や分子の搬送などに用い

られる。 

(4) 擬似生体環境 

 細胞膜を模倣した構造により膜タンパク質を解析する環境をつくることなどに用いら

れる。 

(5) その他 

 例えばDNA が極めて細い配線材として機能したり、生体固有の能力である自己組織化

による構造形成能力がナノ構造の形成に「鋳型」として用いられたりするなど、様々な利

用法が研究されている。 

 
などに大別される。こうしたデバイスに必要とされる要素技術は多岐にわたる。例えば、 

・基板へのバイオ分子の固定／アドレッシング 

・形態制御（DNA／タンパク質の伸張・凝集、脂質二重膜のリポソーム化など）、構造安定

化、構造設計、物性制御 

・生体模倣（人工）材料の創成 

・イメージング（観察法） 
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などが代表的なものである。 

 以下では、特に生体膜とDNA を主な対象に、これらを材料として利用したデバイスの研究開

発状況について述べる。 

4.3.4.2  デバイスの研究開発状況 

 生体膜とは生体の細胞中にある膜状の構造体の総称であり、その基本構造は両親媒性であるリ

ン脂質の 2 分子層膜（Lipid Bilayer）である。生体膜の脂質分子としては様々な種類が知られ

ている[1,2]が、いずれも親水性の頭部と疎水性をもつ炭化水素鎖からなっており、水中では図 1

のように親水基を外表面にむけた 2 分子層を形成する。膜の厚さは多くの場合 5nm 程度である。 

 この 2 分子層膜は、温度や濃度により結晶相、ゲル相、液晶相などの相を示し、生体内で発現

する多様な膜の機能にはこれらの相変化や相分離状態が大きな役割を担っている[3]。液晶相に

おいては、膜内での脂質分子の拡散係数（側方拡散係数）は 10-8cm2/s 程度の大きさをもってお

り、2 次元的な液体と考えることもできる。 

 液体水中で形成された脂質 2 分子層膜は特に黒膜と呼ばれ、後に述べるように支持体と組み合

わせてデバイスを構成するのに用いられる例が多い。その他には、2 分子膜が閉じた小胞となっ

ているリポソームや、分子が親水基を外に向けて球形を形成するミセルなどの構造がある。 

 脂質分子膜はタンパク質を含んで生体膜を構成する。タンパク質は脂質分子膜中に埋め込まれ

ているもの、分子膜を貫通しているもの、膜表面に結合しているものなどがあり、その種類によ

り特定の配向をもっている。生体膜の機能の多くは、このタンパク質が担っている。 

 生体における生体膜は、特定分子・イオンの選択的透過、特定の物質を化学ポテンシャルに逆

らって輸送できる能動輸送、外界からの刺激に対する認識と応答、電気／光／機械／化学エネル

ギーなどエネルギーの形態の変換、自己修復などの機能を有している[4]。これらの機能は、膜

内のタンパク質や脂質分子との相互作用にその多くを負っており、詳細なメカニズムが不明なも

のも多い。このため、上述の黒膜など人工膜では、現状では限られたイオンゲート動作、受動輸

送（ポテンシャルが低下する方向への輸送）、大きな分子やイオンを通しにくい性質を使った単

純なポリシーに基づくフィルタリングなどに機能が限定されているものの、従来の材料にはない

様々な機能が実現されつつある。以下では、こうした人工膜を用いたデバイスについて研究開発

例を紹介する。 

 研究が最も多く報告されている脂質 2 分子層膜の利用法は、分子の特定などセンサーとしての

ものである。この目的で、シリコン基盤上にマイクロファブリケーションで加工された小孔やテ

フロン膜の小孔に付着させた脂質 2 分子層膜（Supported Bilayer Lipid Membrane、s-BLM）

が多く用いられる[5]。支持基板への膜の付着法や支持基板表面の改質、マイクロ電極としての

金属微粒子のドープなど、デバイスの製作技術についても多くの研究[6-9]がある。 
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 Ishimori ら[10]はテフロン膜（厚さ 10～20µm）上の小孔（直径 0.1～0.2mm）に数種類の脂

質膜を形成して溶液中で膜を挟む電位を計測することにより、地下水環境中の有機塩素化合物を

検出する環境センサーとして動作することを示している。また、都甲[11]は塩化ビニルの中空棒

に KCl 溶液と銀線を入れ、先端に脂質膜を付着させた電極を用いて、様々な脂質膜電極の電位

から得られるパターンと食物の味との強い相関を得て、味覚センサーとして機能させることに成

功している。 

 脂質膜にタンパク質を含有させてイオンチャンネルとして機能させるセンサーが、Schmidt

らにより議論されている[12]。具体的なものとしては、脂質膜にαヘモリシンによるイオンチャ

ンネルを付与し、イオンが通るときの電気信号を検出するセンサーが提案されている[13-16]。

チャンネル径は 2～3nm と小さいため、DNA やRNA はシングルストランドのみ通過し、しか

も分子の伸張を伴うことから、通過する時間を計測すれば試料分子の長さを知ることができる。

将来的に塩基の種による信号の違いを検知することができれば、DNA の塩基配列を直接読むこ

とが可能になると考えられ、既存の全ての方法がもっぱら制限酵素で切断した断片の長さを計測

しているのに対して、画期的な配列決定法となる可能性をもっている。この他、分子を認識して

ゲートを開閉するイオンゲート膜のコンセプトが提案されている[17]。 

 脂質 2 分子層膜を自由なパターンでガラスなど固体表面に形成する技術が既に確立されてお

り、電場に対する応答など様々な特性が調べられている[18-21]。側方拡散性など脂質膜の特性

を利用した応用だけでなく、膜タンパク質を解析するための環境としても注目されている。 

 人工膜における一つの問題は、その安定性にある。生体内の膜構造がその構造を補強する裏打

ちタンパク質や構造そのものの自己修復性、構成材料（脂質、タンパク質）の自己更新性をもっ

ているのに対して、人工膜を用いて長期間安定なデバイスを構成することは容易ではない。この

問題に対する一つの回答は、膜生成を自動で行う仕組みを導入して必要なときに新たな膜を形成

することである。Ishimori ら[6]は水中のテフロン膜上の小孔にインクジェットの要領で滴状の

脂質を吹き付けることによる自動膜生成機構を提案している。 

 「DNA はエンジニアリングマテリアルである」という表現は、2000 年頃から良く聞かれるよ

うになった。その極小サイズや選択的結合性、自己組織化などを利用して微細構造を作成できる

ことが、第一の特長である[22]。この構造をテンプレート（鋳型）として、プラチナ微粒子のク

ラスター[23]や銅のナノワイヤ[24]などが作成されている。これらの特長は微細な電気配線にも

利用され、DNA で 2 点を接合したのちに銀のコーティングを施す手法が報告されている[25]。

また、2 重らせん構造の中に金属イオンを内包させることも可能で、上記の特長をもつ新しい「金

属」材料として分子配線・分子磁石などに応用される可能性を示している[26]。 

 DNA が相補（complementary）な対を認識して結合（hybridization）する性質は、DNA の

生体における機能の中核であるが、特定配列のDNA 断片の検出にこの性質を利用することがで
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きる。AFM（原子間力顕微鏡）に用いられるものと同様なカンチレバーに DNA を植え付け、

検知対象のDNAと結合したときにカンチレバーを曲げる現象を検出する手法が報告されている

[27]。また、文献[28]は以上を含むナノマテリアルとしての DNA 研究に関する広範なレビュー

である。 

 生体分子モーター[29]は、ATP の加水分解や生体膜が作るプロトンの濃度勾配をエネルギー源

として、生体内でリニア運動あるいは回転運動をするタンパク質である。そのメカニズムは未だ

完全には解明されておらず、生物物理学の主要な興味の一つとなっているが、化学的なポテンシ

ャルを機械的エネルギーに変換する装置として、この微細スケールでは極めて高い効率をもって

いるものと考えられる。将来高効率の「パワーNEMS」が開発されるとすれば、それは必ず生

体分子モーターに学んだものになろう。現時点でデバイスとして研究されているのは、アクチュ

エータとして生体分子モーターを利用しようとするものである。横川らは、ナノ粒子等の搬送技

術として、アクチン・ミオシン系及び微小管・キネシン系のリニアモーターをガラス基板上に形

成し、パターニングしたレール分子上で径 300nm 程度のビーズを搬送することに成功している

[30]。 

 
4.3.4.3  今後の課題 

 生体材料利用デバイスでは、脂質 2 分子層膜を使ったセンサーが、実用段階に入りつつある数

少ない例である。比較的単純なメカニズムによるものは、膜の安定性の問題が解決されれば、実

用化が近いものと考えられる。 

 本来、生体膜の機能は、光や刺激の認識と反応、エネルギー変換、イオンの選択輸送など、複

雑かつ能動的なものである。これらの機能が人工生体膜で実現されれば、ナノスケールのエネル

ギーデバイスや電池などにおいて画期的なものとなるが、そのためには脂質 2 分子層膜にタンパ

ク質を組み合わせた複雑な膜構造の作成が必要となる。その前段階となるべき、生体膜のメカニ

ズムそのものの解明も十分ではなく、このレベルで人工生体膜の機能化が図られるのは少し先の

こととなろう。 

 このことは生体分子モーターについても同様である。特にイオンの濃度勾配をエネルギー源と

するものは、この濃度勾配を実現する生体膜の機能が人工膜で得られていないこともあり、実用

化があるとしても当分先のこととなる。ATP の加水分解をエネルギー源とするもので、構造が

比較的単純なリニアモーターが当面のターゲットとなる。メカニズムの解明が進み、パターニン

グなどデバイス作成技術が成熟することにより、比較的早い段階で限定された目的に利用される

こととなろう。 
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4.3.5 ナノ共振器の高周波デバイス応用 
 いわゆるRF-MEMS呼ばれている高周波応用のマイクロ・ナノメカニカル素子開発の牽引訳となっ

ているのは携帯電話市場である．世界中どこでも使用できる携帯電話の開発が現在急ピッチで進めら

れている．その実現のためには，各地域で異なる通信プロトコルと周波数帯(GSM = 800 MHz, DCS = 
1.8 GHz, PCS = 1.9 GHz)に対応するために，それぞれの送受信機能を集積化して搭載する必要があり，

携帯電話の部品にはさらなる小型化が要求されている．また，待ち時間の延長のため，消費電力の小

さな低損失RFデバイスの開発も急務となっている．この２つの面で，MEMS/NEMS技術が注目を集

めている[1,2]．図4.3.5-1の左図は，携帯電話の送受信回路ブロックを表している．アンテナで受信さ

れた信号は，各バンドに対応するSAW (Surface Acoustic Wave) デバイスで周波数分別されて，それ

ぞれ低ノイズアンプ（LNA）で増幅され，復調されたあとにBaseband LSIで音声・情報処理される．

また，送信の際には，おなじアンテナに電力を供給するためのスイッチが設けられている．この中で，

MEMS/NEMSの応用先に挙げられているのは切り替えスイッチ部，バンドパスフィルタ，および，（可

変）容量とインダクタ素子である．このような素子をシリコン基板上の高周波導波路とともに集積化

したFEM (Front End Module)の研究開発が進められている． 
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図4.3.5-1 携帯電話の送受信回路ブロック図（左）とMEMS型の集積RF回路（右）[1] 

 
 現在のスイッチはPINダイオードの逆バイアス空乏層容量を利用したソリッドステート型のものが

使われているが，ON時の低抵抗(RON)とOFF時の高アイソレーション(ROFF)に改善の余地があるため，

MEMS型のRF-スイッチにより，RON <0.2dB@2GHzとROFF>30dB@2GHzを目指した開発が進めら

れている[3]．RF-スイッチに関する材料開発のポイントは２点ある．まず，静電結合型のスイッチの

場合には静電マイクロアクチュエータによる駆動が広く用いられている．静電容量可動体が導波路側

へ固着するのを防ぐため，マイクロ・ナノ構造全体を表面自由エネルギーの小さな膜で被覆すること

が考えられる．たとえば，HMDS等の自己組織化膜が一部使われている．また，接点型のスイッチの

場合には，信頼性とデバイス寿命が接点材料の経時変化で制限される．よって，接点開閉時のマイグ

レーションを防ぐために十分に高融点で硬い材料であり，かつ，比較的小さな圧接力で低コンタクト

抵抗を実現できるほど柔らかいという相矛盾した要求を満たす金属材料の開発が重要である．これは，

従来のリードリレーの接点開発の延長上にあるが，マイクロマシン・プロセスとの整合性（メッキ工

程など）に検討の余地がある． 
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 一方，フィルタに関しては，SAWデバイスの代替品としてシリコン基板上の圧電薄膜によるBAR 
(Bulk Acoustic Resonator)[4]と静電容量型のMEMS/NEMS共振子の研究開発が並行して行われてい

る．BARの効率を改善するために，シリコン基板の一部を異方性ウェットエッチングによりダイヤフ

ラム状に加工して，その上に堆積した圧電薄膜(AlN, ZnO, PLZTなど)と電極複数を組み合わせてバン

ドパスフィルタ特性の回路を構成したFBAR (Film Bulk Acoustic Resonator)の開発も進められてい

る[5]．基板をダイヤフラム状に加工することで，基板への機械エネルギー損失を低減し，低損失（高

Ｑ値）の共振子を目指している．また，圧電薄膜の圧電定数はその多結晶膜膜の結晶性と成長方位に

敏感である．よって，高効率で圧電振動を発生させるための下地薄膜の材料・プロセス開発が重要課

題となっている． 
 MEMS/NEMS型の共振器の開発は，米国ミシガン大学のNgyuen教授らのグループが積極的に行っ

ている[2]．多結晶シリコン薄膜の表面マイクロマシニング技術を用いて直径10μｍ程度の微小なディ

スク型共振器（図4.3.5-2）を製作し，周囲に設けた狭ギャップ静電駆動電極で３次の共振モード 1.14 
GHz によるバンドパス特性を確認した例が報告されている．ただし，周辺回路とのインピーダンス整

合や注目する周波数帯以外のスプリアス抑制に課題が残されているようである[6]． 
 

 

図4.3.5-2 ミシガン大学 C. Nguyenらによる 1 GHz 帯のディスク型共振子[6] 
 
 半導体マイクロマシニングがシリコン基板から始まったため，RF-MEMSにおいても単結晶シリコ

ンや多結晶シリコンが共振子として用いられているが，他にもDLC (Diamond Like Carbon) など，

シリコン以外の機械的損失の小さな材料の開発によりブレークスルーがもたらされるはずである．ま

た，将来 HEMTなどの高周波デバイスとの集積化を考慮すると，GaAs 系の材料のRF-MEMSが検

討可能である．あるいは，MEMS/NEMS技術によるフィールドエミッション素子（真空マイクロデ

バイス）をRF用途に見直すことも考えられる． 
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4.3.6 スキャニングプローブのデータストレージ応用 
 磁気ディスクの記録密度は過去数年間、年率 100％近く増大しているものの、記録材料や磁気

ヘッド位置決め機構、信号処理技術の向上によって、現在は研究室レベルで 100Gb/in2 超が実

現されている[1]。しかしながら、記録密度の上昇にともない記録材料の熱的安定性による理論

限界に近づきつつある。また、磁気ヘッドの位置決め機構にも 100nm 以下の精度が要求される

ようになった。これを受けて、磁気ディスク装置の位置決め機構にMEMS 技術を応用する２段

サーボ・ピギーバック方式の研究も行われている[2]。 
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図 4.3.6-1 磁気ディスク記録密度の上昇 

 
 記録密度をさらに上昇するための新方式として、MEMS/NEMS 技術で製作したプローブ・ア

レイによるSPL(Scanning Probe Lithography)技術が注目を集めている[3,4]。本来のSPL は、

プローブ先端における高電界を利用して、シリコン基板表面に薄い酸化膜等のパターンを形成す

ることを指す用語であるが、おなじ技術はデータストレージに転用可能である。スタンフォード

大の Quate 教授の研究グループでは、MEMS 技術によりピエゾ抵抗型のカンチレバーアレイ

（図 4.3.6-2 左）を製作し、これを用いてアモルファスシリコンの電界支援酸化によるリソグラ

フィーに成功している[3]。この例では、数V から数十V のバイアス電圧でプローブがスキャン

した部分のアモルファスシリコンが膜厚ごとシリコン酸化膜となる。この膜の酸化膜部分をフッ

酸などで除去（現像）すれば，ポジ型のレジストマスクとなる。一方、KOH でアモルファスシ

リコン部分を除去（現像）すれば、ネガ型となる。いずれの場合も、下地の薄膜をパタニングす

るためのマスクとして機能する。図 4.3.6-2 右側は、この方法でパタニングした 5000Å厚のシリ

コン酸化膜である。線幅 0.1μｍ程度が実現できている。これは 25 Gb/in2に相当するが、一般

に電界支援酸化は電子線描画と比較して低エネルギーの電子を利用しているために２次電子や

反射電子の影響を抑制でき、さらに微細な描画が可能である。 
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図 4.3.6-2 シリコンプローブ・アレイを用いたアモルファスシリコンの電界支援酸化リソグラフ

ィー[3] 
 
 マイクロプローブを用いたリソグラフィーの方式は他にも様々な材料に対して行うことがで

きる（チタン[5]、 クロム[6]など）。また、金属やシリコン以外にも低温で薄膜形成できるオク

タデシルトリメトキシシランの自己組織化単分子膜 (SAM: Self assembled monolayer) にも適

用できる[7]。これらの例では酸化後の化学処理でパターンを形成するリソグラフィーとしての

用途を重点的に調べているが、酸化した部分の電気抵抗やバーズビークなどの形状変化を観察す

れば、リソに用いたプローブで書き込みデータを読み出すこともできる。 
 ほかにもプローブアレイを加熱して、PMMA 材料などにピット（孔）を形成することでデー

タ書き込みを行う方式も研究されている。IBMチューリッヒのグループが発表したMillipede(ミ
リピード、ヤスデ)という方式（図 4.3.6-3）[8]は、MEMS 技術で製作したカンチレバーを 32x32
アレイ状に配置して、それらを 50nm 厚のPMMA 薄膜に押し当てながら走査し、通電加熱した

プローブで 0/1 のデータを書き込むものである。一方読みとりの際には、ピットに落ちたプロー

ブは熱的に電気抵抗が変化するため、それにより孔の有無を判別する。アレイに配置するのは一

般的にデータ転送密度が遅い AFM ストレージの欠点を並列化によってカバーするためである。

この方式で 100〜200 Gb/in2の記録密度を実現した。最終的には 1 Tb/in2を目指している。 

   
図 4.3.6-3  IBM チューリッヒによる AFM データストレージ Millipede の全体像（左）、プロ

ーブ拡大写真（中）、書き込みデータピットの例（右） [8] 
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4.3.7 センサーネットワーク 
(1)概要 
インターネットをはじめとする各種ネットワーク

の発達により、情報流通の利便性は格段に向上したも

のの、実世界の時々刻々変わる環境情報の取得や、広

域にわたる情報の同時把握については、新たな技術開

発の余地が残されている。ネットワークにおけるノー

ド（端末および無線中継器）でセンサ信号を受送信す

る機能をもたせることによりセンサーネットワーク

を構築することが検討されている（図 4.3.7-1）。セン

サーネットワークは、これまで工場や化学プラントな

どの特殊な場所での利用が主であったが、ユビキタスコンピューティング環境の実現には、

情報機器だけでなく、センサやアクチュエータとの情報のやり取りが行われ、それも有機

的に連携させることが高度サービスを行う上で不可欠になっている。 

 
図 4.3.7-1 センサーネットワークの 

イメージ図 

 
最新の研究開発状況 
既存のセンサーネットワークにおける研究は、軍事や自然科学分野を対象としたものが

多く、シミュレーションの段階であり、センサーネットワークの実現はこれからといえる。

最近になって、一部MEMSで実現した加速度センサや、ジャイロなどのハードウエアを実

際に用いたセンサーネットワークの研究・開発が行われている。また、これらの技術は大

規模なマイクロミラーアレイスイッチなどの通信システムとも密接に関連して進めていく

必要がある。 
 

センサノードの部分はセンサ、処理部、通信部および電源ユニットから構成され、センシ

ングした情報をネットワークを経由し、他の場所に伝える。代表的なものとして、米カリ

フォルニア大学バークレー校の研究プロジェクト「Smart Dust」で開発された「Mote」が

ある。わずか数 mm 角の基板上に MEMS 技術を用いて、加速度センサや光センサを集積

したほか、太陽電池を使って必要な電力の生成も可能となっている。従来と異なる計測手

法に基づいたセンサ素子の開発も行われている。また、現在のインターネットと異なり、

センサーネットワークでは、クライアントであるセンサノードからサーバに膨大なデータ

量が送られることになるため、新しい標準インタフェース仕様の策定が始まっている。 
  RF と同様に低消費電力化が重要で、ワイヤレス通信の消費電力に着目したプロトコル

の研究が盛んに行われている。代表例として、微弱無線、Bluetooth、ZigBee の 3 つがあ

り、いずれも送信出力が１ｍＷ以下と小さい。 
１）微弱無線：伝送距離が数ｍのセンサーネットワークに適用しやすい方式である。デー

タ伝送速度はそれほど高くないものの、電池の寿命を伸ばすことができるため、電源を確

保できないような場所にセンサを設置する場合に適している。 
２）Bluetooth：通信モジュールを小型化することを優先する場合に適した方式である。携

帯電話機や PDA など携帯型機器への搭載を目指して開発が進んできたため、外形寸法が

10mm 角以下と非常に小さく、かつ、消費電力も小さい。ただし、端末認定やロゴ認証の

取得といった手続きが必要になるため、導入コストに課題がある。 
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３）ZigBee：Bluetooth よりもさらに消費電流が低く、頻繁に通信した場合でも単 3 乾電

池 2 本で１年以上の駆動が可能である。米国で標準化作業中の近距離無線方式

「IEEE802.15.4」に完全準拠している。また、簡易な変調方式を採用することで、無線送

受信回路の構成を単純にし、安価なチップセットの実現を目指している。 
  
無線機能を備える無数のセンサをいかにして１つのネットワークにまとめ上げていくか

は大きな課題である。この課題の解決策として、複数のセンサノードを近距離の無線通信

方式を使ってアドホックにつなぎ、データを数珠つなぎに伝送するマルチホップ（複数の

リレイ中継）と呼ぶ接続方式がある。この方式によって、一つ一つのセンサノードの消費

電力を抑えながら、数ｋｍにも及ぶ伝送が実現可能になる。途中のセンサノードが破損な

どによりデータ伝送できなくなった場合は、近くにある他のセンサノードにデータを振り

分けることも可能である。大量のセンサの場合、その出力値を自動的に較正したり、各セ

ンサノードの位置を特定したりする方法の研究が行われている。 
 
（２）応用分野の状況 
応用として以下の例がある。 
１）人間の体調モニター＋位置情報 
２）アクティブ RF-ID タグ 
３）地震、環境モニター 
４）独居老人の生活モニター、自動歩行システムへの応用、 
５）大量生産品のライン内環境チェック 
６）建物内の省エネモニター、異常検出、セキュリティ監視システム 
７）ユビキタス・オートメーション等 
８）ネットワーク家電で物体や環境状態の検知、優しいユーザインターフェイス 
９）自動車内などにおける盗難防止システム、交通事故での情報自動送信、車両の異常監

視システム、 
10）保険業界リアルタイムな検査 
 
また、センサーネットワークの中で、特にビル・オートメーション、環境テレメータ、

バイオ医学、生態観測などの応用が期待されている。また、今話題になっているスマート

タグもうまく利用することによりセンサーネットワークの中で活用できると思われる。バ

イオセンサーネットワークの無線通信用プリオトコルの設計では、通信周波数によっては

組織の吸収が大きいことを十分に考慮することが大切である。任意に配置したセンサの位

置を自発的に測定する手法の研究が行われている。隣のセンサとの距離を測定するのに、

電波や超音波を用いて予め既知の伝送速度に基づいて到達時間から距離を算出する方法な

どが検討されているが、MEMSではまだ手がつけられていない。 
 
（３）新規材料への課題と期待 
標準化がされていないなどの法的な事柄の問題があるが、個々の技術はある程度完成して

いると思われる。個々の技術を用いて集積化することにより、ネットワークセンサを実際

に構築して課題を抽出する段階に来ていると思われる。その場合にもパッケージングの問
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題が露呈されると思われる。超音波センサや無線デバイスを搭載した、さまざまなMEMS
センサの早期立ち上げが必要で、まさにMEMSに適した分野である。そのためには、更な

る集積化が要求される。その観点からすれば、Siのみならず、パターン化が可能な種々の機

能膜などの材料の開発が重要になってくる。 
 
  

論文リスト 
[1]K. Petersen, Silicon as a Mechanical Material Proceedings of The IEEE, vol. 70, 
420-425(1982). 
[2]A. Gasparyan, et al.､Drift-Free 1000G Mechanical Shock Tolerant Single-Crystal 
Silicon Two-Axis MEMS Tilting Mirrors in a 1000 x 1000-Port Optical Cross connect, 
OFC03、PD36-1-PD36-3 (2003) 
[3]L. J. Hornbeck, et al., Digital Micromirror Device- Commercialization of a Massively 
Parallel MEMS Technology, Microelectronic Systems,” DSC-vol. 62, 3-8 (1997). 
[4]澤田、羽根、日暮、光マイクロマシン（オーム社出版）（2002 年 11 月）． 
[5]S. J. Jacobs, Hermeticity and stiction in MEMS packaging, IEEE 40th Annual 
international Reliability Physics Symposium, Dallas, Texas, 136-139(2002). 
[6]Y. Pan, et al., Endoscopic optical coherence tomography based on a 
microelectromechanical mirror, Optics Letters, vol.26, 1966-1968(2001). 
[7]Yu-T. Cheng, et al., A Hermetic Glass-Silicon Package Formed Using Localized 
Aluminium/Silicon-Glass Bonding, J.MEMS, vol.10, 392-399 (2001).  
 



4.3.8 バイオMEMS 
(1) 概説 
バイオMEMSとは、治療、検査、分析など、医療、生化学分野におけるにMEMS応用の

総称であるが、一般的には微細加工技術による微細流路、マイクロポンプ･バルブ等を備え

たマイクロ化学･分析システムを意味する。この分野は、従来の分析機器へのマイクロマシ

ニング技術の応用(微小機械要素の応用)から始まり、次いで微細加工技術を応用したマイク

ロチップ型DNA解析技術へ発展した。現在では、様々なサンプルの前処理、反応、分離、

検出など、研究室･検査室などで行われている化学･生化学分析のための操作全てを、マイク

ロチップ上に集積化するマイクロ化学分析システム(μ-TAS；micro Total Analysis System、

もしくはLob-on-a-chip、あるいは集積型マイクロチップと呼ばれる)へと発展しつつある。

バイオMEMSの代表製品であるDNAチップは既に市場を形成しており、2000年に約1億
7600万ドル（ほとんどがDNAチップ）、2010年には約62億ドル（DANチップとマイクロ化

学分析システムを含む）の市場規模になると予測されている[1]。ここでは、次の開発目標

となりつつあるマイクロ化学分析システムに焦点を絞り、バイオ領域での具体事例をもとに

研究開発の現状と今後の課題について概説する。 
 

(2) 研究開発の現状 
μ-TASもしくはLob-on-a-chipとよばれる集積型マイクロチップは、ガラス、プラスチッ

ク基板上に様々な要素をマイクロスケールサイズで組み込み、一つのチップ上で化学操作を

完了させるものである。90年台始めにManz,Hrrisonら[2]によって提唱されて以来、バイオ

分野での産業応用が比較的近いと期待され、欧米を中心に活発な研究開発が進められてきた。

1999年、アジレントテクノロジー社から、米国キャリパー社のガラス製マイクロチップを

用いたマイクロチップ解析システムが発表展示され、その後各社より、様々な構成のマイク

ロチップが開発されている。 
図4.3.8-1に電気泳動マイクロチップの概念を示す[3],[4]。(a)は従来のキャピラリー型電

気泳動装置の概念図である。分析試料を満たした内径50-100μｍの溶融石英キャピラリー

の両端を泳動液に浸し、両端泳動液に電圧を印加することで、電化、分子量の違いで試料内

部の各種分子を泳動、分離するものである。(b)は電気泳動チップの概念図である。キャピ

ラリーに相当するマイクロ流路、リザーバに相当する貫通穴、電極から構成される。各流路

の幅50μm、深さは20μmであり、マイクロマシニング技術により形成されている。従来

のキャピラリー型電気泳動装置では数10cm3の堆積を占めていた構成部品が、10数mmのチ

ップ内に集積されている。図4.3.8-2はこの電気泳動マイクロチップの評価結果であり、蛍

光試薬であるflioresceeinとcalsceinの混合物を分離した結果を示す[4]。数十秒で分離でき

ており、従来のキャピラリー型電気泳動装置より高速分析が可能と考えられる。 
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 (a)キャピラリー型電気泳動装置の概念 (b)電気泳動チップの概念 
 

図 4.3.8-1 電気泳動マイクロチップの概念[3],[4]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 4.3.8-2 電気泳動マイクロチップの評価結果[4] 
 

 
 図4.3.8-3にプラスチック製の電気泳動マイクロチップを示す[5]。なお、溝を可視化する

ため黒線で追加描画している。チップ材料は、透明性(透過率≧90%)、蛍光特性(低蛍光ノイ

ズ)、親水性に優れるPMMA(Poly Methyl Methacrylate)である。チップ外形寸法は縦92mm、

横66mm、厚さ1.5mm、溝形状は幅100μm､深さ30μm、12のマイクロ流路が形成され、

12サンプルを同時に測定できる。製造プロセスを以下説明する。まずドライエッチングを

用いてSi基板にマイクロ流路等を加工しマスタとする。Si製マスタから電鋳金型を作製し、

射出形成法によってマイクロチップを作製する。図4.3.8-4に形成したチップのマイクロ流

路交差部分のSEM写真を示す[5]。SEM観察と数箇所の寸法測定から、表面平滑性に優れ、

高い寸法精度が確認された。その結果、複数本のマイクロ流路を用いた同時測定でも、電気
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泳動するうえで実用上問題になる差は認められていない。図4.3.8-5にこの電気泳動マイク

ロチップを用いて解析した結果例を示す[5]。大腸菌に感染するバクテリオファージφX174
のDNAを制限酵素HaeⅢで切断したDNA断片を、電気泳動解析した結果である。従来の電

気泳動法(アガロースゲル電気泳動法)では分離できなかった2本のDNA断片(271/281bp)を
分離することが可能となった。 
 次いで、バイオ分野の反応機器への応用を説明する。図4.3.8-6にPCRマイクロチップの

構成、図4.3.8-7に外観写真を示す[6]-[8]。PCR(Polymerase Chain Reaction)とは、DNAの

任意の配列部分を増幅する技術であり、遺伝子解析の前処理として不可欠の技術である。具

体的には二本鎖のDNAを一本鎖に分割し、増幅したい領域の両端に相補的なプライマーと耐

熱性DNAポリメラーゼを用いて温度サイクル反応(プライマーとのアニーリング→伸長反

応→二本鎖の解離)を行うことにより、目的とするDNA領域を増幅する方法である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.8-3 プラスチック製電気泳動 
     マイクロチップ[5] 

図 4.3.8-4 マイクロ流路交差部分の SEM 
写真[5]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.8-5 電気泳動マイクロチップの評価結果[5] 
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プライマーとのアニーリング(55-72℃)→伸長反応→二本鎖の解離(93-95℃)の各ステップを

一定時間保持すること1サイクルとし、それぞれのステップ条件は、DNAの配列長さ、プ来

マーの構造などによって最適な温度と保持時間が決まる。通常は、反応容器と高熱伝導性の

金属ヒートブロックを用いて熱サイクルを施している。ここでは、いかに急峻な温度変化を

与えるか、いかに温度を均一にするかが技術的課題であった。図4.3.8-6に示すPCRマイク

ロチップは、従来の反応容器をマイクロ流路化して熱容量を下げ、温度制御性、均一性を高

めようとしたものである。PCRマイクロチップは2枚のSiウェハから構成され、流路先端に

貫通穴が設けられたマイクロ流路、ヒータ、温度センサが設けられている。容器熱容量が小

さく、構成部材Siの熱伝導率が高いため、温度制御性、均一性が高い。図4.3.8-8に、反応

容器内の純水を94℃→55℃→72℃の温度に30秒保持する熱サイクルを繰り返した際の温度

変化を示す。恒温制御は±0.2℃、加熱速度は約20℃/sec､冷却速度は約-2℃/secである。別

測定による温度分布は±1℃以内であり、優れた性能を示した。このPCRマイクロチップ、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.8-6 PCR マイクロチップの構成[5]-[8]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.8-7 PCR マイクロチップの外観写真[5]-[8] 
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図 4.3.8-8 熱サイクル結果[5]-[8]  
 
TaKaRa PCR Amplification Kitを用い、λ―DNAを鋳型としたPCR実験でも、DNAの増

幅が確認されている。98℃(5sec)-68℃(30sec)の熱サイクルで500bpの鎖長のDNAが増幅さ

れた。 
マイクロ化学分析システムでは、比較的高アスペクトの加工や、化学的耐久性などが求

められ、Si、SiO2、SiN 等の従来の半導体材料だけでは、これらの課題に対応することは

困難である。これらの課題に対応すべく、様々な樹脂材料の開発と MEMS への応用が検

討されている。言い換えれば、樹脂材料の開発と MEMS への応用がマイクロ化学分析シ

ステムの発展を支えているとさえ言える。その代表的材料がエポキシ系厚膜フォトレジス

ト SU-8 である。マイクロ化学分析システムでは、マイクロ流路など、幅が狭くて深い構

造、すなわち高アスペクト比の構造体が求められるが、従来のレジストではアスペクト比

が 5 程度にしかならない。これに比べ、SU-8 を用いると 15 程度にすることも可能である

[9]。従来の高アスペクト構造体の代表的加工法であった LIGA プロセス(リソグラフイー

Lithographie，電鋳Galvanoformung，成形Abformungのドイツ語頭文字からの略語)[10]では、PMMA
をレジストに用いて放射光で露光すると 100 以上のアスペクト比が得られる。しかしなが

ら、放射光による露光が必要であり簡便な製造とは言いがたかった。加工精度、再現性、

熱処理後の密着性などまだ課題が残るものの、簡便な高アスペクト構造体の製造を実現し

た点で SU-8 の貢献は大きい。今後も一層の発展が期待できる。 
 
(3) 研究開発の課題 

DNAチップは既に実用化されており確固たる市場を形成している。次は、マイクロチッ

プ上に化学･生化学分析操作を集積したマイクロ化学分析システムであり、活発な開発が進
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められ、ここ数年内に実用化されると予想される。しかしながら、広く(例えば、臨床まで)
実用化されるまでには様々な課題が山積する。MEMS技術に限れば、コストと信頼性が課

題である。(分析系の)マイクロチップは消耗品であり、チップ自体に高い付加価値を置くも

のではないが、マイクロ流路の寸法等、求められる精度は高い。Si製マスタからの電鋳金型、

射出形成法など、製造方法の工夫によってコストは削減可能と考えられるが、品質保証につ

いては、高効率な計測方法、簡便なテスト等、開発が望まれる。 
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4.3.9 マイクロリアクタ 
(1) 概説 
現在、幅数μmから数100μmのマイクロ流路、マイクロ空間における現象を利用した化

学反応･物質生産システムが精力的に研究されている。このシステムはマイクロリアクタと

呼ばれ、Lob-on-a-Chipに代表されるDNA分析等の微量分析に用いることを目的とした技術

が化学合成を指向した研究へと発展したものである。マイクロリアクタという名称は

Ehrfeltらによってマイクロ反応器、マイクロ混合器、マイクロ熱交換器、及びマイクロ検

出器などのマイクロ化学デバイスの総称として用いられ、現在ではそれに関する技術の代名

詞となっている[1], [2]。寸法効果による反応速度の著しい向上、あるいは今までにない新し

い化学プロセスの実現が期待されており、携帯可能な環境分析装置や、高付加価値材料の製

造プロセス等への適用が期待されている。本節では、具体的事例をもとに研究開発の現状と

今後の課題について概説する。 
 
(2) 研究開発の現状 
 マイクロリアクタのように化学反応容器、装置のサイズを小さくすると、反応体積、単位

流量あたりの表面、界面面積が大きくなる。また、流路寸法が小さいため、流速も小さくレ

イノルズ数は200以下となる[3]。したがって､通常の化学反応装置のような乱流支配ではな

く,層流が支配的となる。これらを化学合成の視点から見ると下記の特徴が期待できる。 
 
ⅰ）温度制御の高精度化 
単位体積あたりの接触容器表面積が大きいため、熱交換の効率が高く、反応相の精密温度

制御が容易になる。マクロな反応系では、温度の不均一が反応効率を下げる一因と考えられ

ており、マイクロリアクタでは、この課題が解消できると期待されている。 
この目的で各種構造のマイクロ熱交換器が開発されている。代表的マイクロ熱交換器を図

4.3.9-1に示す。流体の流れを交差させる構造である。寸法数cm角、厚さ20～25μmのプレ

ートを数百枚積層し、総計約4,000本のチャンネルが形成されている。この構造の熱交換器

の場合、一辺約1cmの熱交換器でもその内面積は300cm2、熱交換面積は150cm2に達する。

ただし、微細な流路ゆえ、25bar以上の圧損が生じると報告されている[4]。 
電気的に流体を加熱するマイクロマイクロ熱交換器を図4.3.9-2に示す[5]。流体を用いる

熱交換器では取り扱う温度限界は比較的低い(約350℃)が、電気的に加熱する熱交換器では

装置構造の温度限界まで使用可能である。ガス流を加熱した場合、680,000K/sの加熱速度

で約850℃まで加熱することが出来る[5]。 
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図 4.3.9-1 代表的マイクロ熱交換器 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅱ) 拡散律速反応の高
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図 4.3.9-2 電気加熱式のマイクロ熱交換器[5]          

(容量 15kw) 
速化 
液の流れを接触させても乱流は生ぜず、二液の界面を介した拡散でし

て、混合に要する時間は距離と拡散係数のみに依存するため、輸送距

狭くするほど短くなる。拡散による混合時間はt=L2/Dで見積もるこ

として典型的な値D=1x10-3mm2/sを与え、距離L=1mmと100μmを

間を求めると17分と10秒となる。100μmピッチ程度で二液を交互に

出せれば分子拡散のみで迅速、均一に混合が可能であることが理解で

流路では、混合は機械的攪拌を用いる必要なく、界面を介した拡散だ

できる。この目的で各種構造のマイクロミキサが開発されている。表

案されているマイクロミキサの開発例を示す。ダイナミックな対流を発

せるものと、最初から二液を交互に分散させた状況を作り出し分子拡散に

に大別されるが、後者の方が迅速な混合が可能であり、より微量化・小形
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化に適しているため現在の主流になりつつある。以下、開発されたマイクロ混合器を図示し、

その性能を概説する。図4.3.9-3は二方向からの導入流体を多層に分割、その後に起きる拡

散混合を利用するIMM(Institut für Mikrotechnik Mainz)社製のマイクロミキサである[6]。
流入する二つの液体は多くの支流にわかれ、それらは数十μｍ厚さの各液が交互に重なる多

層を形成し拡散混合する構造である。図4.3.9-4は一方の液を微細な支流に分割し、他方の

液中に混合する方式のマイクロミキサである[11]。流路の底面におよそ0.1mmピッチで均一

に数十個の孔が設けられている。この孔から試薬（あるいは試料）を吹き出す。こうするこ

とで予め試料中に試薬を均一のピッチ間隔で分散させた状態を作り出す。本デバイスによる

比色分析例として試料液中のりん酸をモリブデン青法により発色させ、吸光度により濃度を

定量した。良好な直線性が得られている。 
 
 

表 4.3.9-1 現在までに提案されているマイクロミキサの開発例  

混合方式 マイクロミキサの開発事例 
・ ヌシャテル大(スイス)：3D micro flow manifolds(1993) 
・ ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大:Planar laminar mixer(1997) 
・ 機械技研:Micro mixer with valveless- pump(1998) 

対流による混合 

・ MIT:Integrated mixer/valve(1998) 
・ 日立:Micro-mixer with fast diffusion(1993) 
・ IMM(独): Chemical microreactors(1995) 
・ IMM: Micro mixer array(1997) 
・ 理研:Microreactors for micro work bench(1998) 

分子拡散の利用 

・ Imperial College:Low dispersion mixing device(1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 4.3.9-3 導入流体を多層に分割多層化マイクロミキサ[6] 
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図 4.3.9-4 一方の液を微細支流化するマイクロミキサ[11]  
 
 
ⅲ) 生産プロセスへの拡張性 
研究室で開発された化学反応を実用化する際に、スケールアップが重要な課題となる。前

述のように、従来技術では産業規模までスケールアップすると、反応物質の混合や温度の不

均一、それによって生じる副生成物等々の反応阻害要因が指数関数的に大きくなり、反応効

率を下げる。反応効率を維持したまま、いかに産業規模までスケールアップするか、これは

化学工学の重要な研究分野である。一般に産業規模までスケールアップは、図4.3.9-5に示

すように[6]、実験室レベルの少量反応から､中量、大量とステップアップし、そのつど見出

される課題を解決してゆく。その結果、実生産に到達するまでに膨大な労力と時間を要する。

これに対し、ごく少量で高効率の反応ができるマイクロリアクタの場合、産業規模はスケー

ルアップではなく、ナンバリングアップによって実現できると期待されている。マイクロリ

アクタにおける規模拡大は、マイクロリアクタの並列化、すなわちナンバリングアップと、

反応流体をフローするランニングタイムの増大によって行う。その事例としてマイクロ熱交

換器のナンバリングアップ事例を図4.3.9-6に示す[6]。実験室で設計したマイクロ熱交換器

を実用的な形にし、次いで実用流量に対して数をそろえる。この考え方ならば、実験室レベ

ルの効率を維持したまま大量生産に移行が可能である。 
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図 4.3.9-5 現在のスケールアップの基本ステップ[6]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.9-6 マイクロ熱交換器のナンバーリングアップの例[6] 
 
 
(3) 研究開発の課題 
 マイクロリアクタは微小空間特有の効果が得られ[7]-[9]、多くの可能性を有する魅力的工

業技術ではあるが、一方で実用化された事例は極めて少ない。ドイツのIMM社が数多くの

革新的なマイクロリアクタ要素（マイクロ熱交換器、マイクロミキサ等）を開発しているが、

ろ過、乾燥といった基本の単位操作に関しても、マイクロリアクタ化にはまだ課題が多い。

また、個別の化学反応系で最適な反応系を作成するに当り下記の課題が存在する[10]。 
・数千-数万のマイクロ流路の高精度形成と品質保証 
・安定送液技術 
・装置コスト 
・現実的なシステムコンセプト(マクロ装置との融合) 
・単なるダウンサイジング技術にならないこと 
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 数千-数万流路の流路設計は、各種多様なマイクロ流路をメニュー化することで対応でき

ると考えられるが、品質保証は難しい課題である。高効率な計測方法、簡便な道通テスト等、

今後、開発が望まれる。安定送液技術も同様に難しい課題である。必ずしもMEMS技術、

すなわちマイクロポンプ、マイクロバルブ等で閉じる必要はなく、既存の精密送液ポンプ、

精密流量制御装置との組合せ検討も重要と考えられる。これは、マイクロリアクタ装置のコ

スト削減や、システムコンセプトの実現性を高める意味でも重要である。また、プラントの

ダウンサイジングだけを求めるのであればマイクロサイズまでする必要はなく、ミリサイズ

で十分である。マイクロリアクタの本質は、マイクロサイズ空間特有の反応、効果をいかに

活用するかにある。その場合、適用反応系の選定とそのシステム化が課題である。 
 
 
論文リスト 
[1] 0W.Ehrfeld, V.Hessel, and H.Lehr:T pics in Current Chemistry,194,p.233(1998) 
[2] W.Ehrfeld, V.Hessel, and H.Löwe:”Microreactors”,Wiley-VCH, Weinheim, (2000) 
[3] 岡本秀穂：化学工学,63,p.27(1999) 
[4] A.Shanley：Chem.Eng., March,p.30(1997) 
[5] J.Brandner, M.Fichtner, and K.Schubert: Electrically Heated Microstructure Heat 
Exchangers and Reactors. Proc. of the 3rd Int. Conf. on Microreaction Technology, 
p.213(1999) 
[6] 佐藤忠久、吉田潤一監修：マイクロリアクター、シーエムシー出版(2003) 
[7] 岡本秀穂：PETROTEC、23、p.918(2000) 
[8] 岡本秀穂：有機合成化学協会誌、57、p.805(1991) 
[9] 岡本秀穂：化学工学、63、p.17(1999) 
[10] 西澤恵一郎、福田三壽：化学装置、45、p.79(2003) 
[11] R.Miyake et. al. : Proc. of IEEE-MEMS '93 Workshop, p. 248 (1993) 



4.4   MEMS/NEMSのロードマップと必要な新機能性材料 
 後に新機能性材料に関する将来展望を鳥瞰するために、システムからの要求、それに

利用されるMEMSやNEMS、更にそのデバイスを実現するために必要な機能材料、あるい

は将来必要とされる機能材料をロードマップ形式で示した。これによって個々のMEMSや
NEMSからの要求に加えて、新材料の抱える共通の課題が明確になると考えた。 
 
4.4.1  健康・医療分野でのロードマップ 
 健康・医療分野でのMEMSやNEMSは、生化学分析に利用される各種バイオセンサー、

マイクロ流体MEMSやマイクロ分析MEMSで構成されるマイクロTAS、また遺伝子やｍ

RNAのシークエンス分析に利用されるマイクロPCRやマイクロカラム、マイクロキャピラ

リー、またSNPや遺伝子の発現解析に利用される各種DNAチップやマイクロアレイが考え

られる。また広義に考察するならば、遺伝子情報を利用した製薬に必要なコンビナトリア

ルケミストリーやハイスループットスクリーニングも、使用する試薬・試料の微量化や高

速処理には必須の技術である。また健康分野では高齢化社会に必要なバイタルサインセン

サーを利用した健康センサーネットワーク、家庭や診療所、更に病院のベッドサイドで利

用されるポイントオブケア用の即時診断装置に、MEMSやNEMSを用いたマイクロTASや
マイクロ流体が利用される。また将来、ナノバイオシステムの研究開発が進めば、がん細

胞や疾患細胞を狙い撃ちするターゲットDDSやナノ医療機器が開発され、その実現を支援

するMEMSやNEMSも必要になると思われる。 
 図4.4-1に、健康・医療領域で要求される医療システムを概観し、それに利用されるMEMS
やNEMS、更にそのデバイスを実現する機能材料、あるいは将来必要とされる機能材料を

ロードマップ形式で示した。ロードマップには、 終製品や利用形態を時間軸に従って上

段に示し、その 終製品を支えるデバイス技術、すなわちMEMSやNEMSを中段に明記し、

そのデバイスの作製に必要な機能材料やナノ材料技術を下段にその要素開発に必要な時間

軸を意識して表示した。まず既に一部製品化されている遺伝子解析関連の機器が今後益々

普及するものと思われる。これを支えるバイオMEMSはDNAチップやキャピラリー、更に

PCRモジュール等である。これには基板としてシリコンやガラス、プラスチック（機能性

ポリマー）が利用される。PCRの様な反応モジュールやマイクロ反応炉を用いた集積化チ

ップはSi3N4やTi薄膜等を用いたヒータまたセンサーが一緒に集積化される。また多く場合、

蛋白質や酵素、遺伝子等の反応や吸着、検出を行うために、表面に適切な表面処理が施さ

れる。続いて普及するシステムは、マイクロマシンやMEMSを用いた医療機器や診断装置

であると考えられる。例えば、能動内視鏡や能動カテーテル、マイクロサージェリーが可

能な各種マイクロ機器である。これらにはMEMSやマイクロマシンのような複雑な機能を

行う、マイクロ構造体で構成されると考えられる。それらのデバイスには現在基礎研究中

の様々な材料、すなわち圧電材料や磁性材料等がMEMSの中で使われる。その場合、現在

の電子材料に採用されているような薄膜ではなく、様々な機能を発現できる構造体が利用
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されるようになる。将来的に医療分野で期待できるシステムはDDSやナノ医療機器、生体

代替機能である。これは現在の再生医療の延長であったり、現在の基礎研究が進んでいる

ナノバイオ技術の実用化である。これに必要な材料は、生体高分子や錯体のような自己組

織化材料、あるいはナノカーボンに修飾基をつけたり、ナノ粒子（例えば金ナノ粒子や半

導体ナノ粒子）と生体高分子の組み合わせ（例えば高分子ミセルや脂質2分子層膜）であっ

たり様々である。これらは、多岐に渡っており全体の予測をすることは困難である。 
 
4.4.2  情報・通信分野でのロードマップ 
 情報・通信分野でのMEMSやNEMSは、PCを中心とした情報機器やその周辺機器、通信

インフラに利用される機器や携帯電話等に利用されるMEMSやNEMS、更に将来大きく成

長されると予測されるユビキタスコンピュータやユビキタス機器に利用されるMEMS、ま

たセンサーや通信機器が更に小型化・低消費電力化されることで可能となるセンサーネッ

トワークに必要とされるMEMSが対象になる。まず情報機器関連では、既にMEMS技術な

しでは性能向上は考えられないインクジェットプリンター用のヘッド、既にマイクロファ

ブリケーション技術を用いて製造されたHDD用ヘッドが先行している。またプロジェクタ

ーに採用されているDMDが現在普及している代表的なMEMSである。更に今後、携帯電話

に順次採用が進むと考えられるRF-MEMS、光通信に採用される光スイッチを代表とした光

MEMS、次世代のより高密度記録が可能なMEMSによるナノアクチュエータが可能なHDD
用MEMS、更に超高密度記録を狙った集積型カンチレバーやホログラム型の記録方式が検

討されている。これらの１平方インチ当りテラビットを超えるような記録方式には原子や

分子のスケールでの制御が必要となって、NEMSの活躍する領域となる。図4.4.-2に、情報・

通信領域で要求される将来システムを概観し、それに利用されるMEMSやNEMS、更にそ

のデバイスを実現する機能材料、あるいは将来必要とされる機能材料をロードマップ形式

で示した。まず既に一部製品化されているPC周辺機器関連の機器が今後益々普及するもの

と思われる。これを支えるインクジェットプリンターに代表されるプリンター用MEMSは
シリコンの精密加工されたマイクロ流路や精密モールド等が用いられる。またPC周辺とし

ては益々記録密度が向上するHDDのヘッド、PCのLSIの発熱を抑制する各種モジュール、

MEMS技術を用いた超高密度チップ実装技術やコネクター技術が対応する。これらの

MEMSには、従来から使い慣れたシリコンを中心としたLSI技術にて使い慣れた材料、すな

わち表面マイクロマシンを実現するPoly-SiliconやSi3N4、アルミニウムや金、Ti等の配線

金属が主に利用される。またバルクマイクロマシンでは同様な材料に加えてポリイミド等

の有機材料が利用される。続いて普及される情報通信システムは、高速ブロードバンドや

デジタル家電時代に必要な大容量・高速通信システムが必要となる。またより高速な無線

通信網では、多数の周波数を瞬時に使い分ける無線通信網が必要になる。これに必要な

MEMSは、オプティカルクロスコネクターに利用される光スイッチや光アッテネータ等の

光部品、加入者通信網に利用される小規模の光スイッチ、表面放射型発光ダイオードと
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MEMS光部品を組み合わせたモジュール等、かなりの重要パーツがMEMSを中心に構成さ

れると考えられる。また将来の携帯電話には多数のRF-MEMSが採用されると考えられる。

通信速度を増加させるには周波数を上げる必要があるが、周波数の向上に合わせて小型化

と高性能化が必要になる。MEMSを用いると、大量に低価格に製造できること、Q値を大

きく出来るので低雑音で高性能になる特徴がある。更にこれらのRF-MEMSで製造されるイ

ンダクタンスやキャパスタンスは、従来は個別部品で実現されていたが、MEMS化される

ことでCMOSで製造されたアナログデジタル混在－通信用LSI回路と一緒に実装されると

考えられる。これらのMEMSには現状のMEMS用材料に加えて更に高性能な機能材料が必

要となる。例えばアクチュエータとして圧電材料や磁性材料が考えられる。またRF-MEMS
では、誘電率や透磁率を制御した材料が望まれている。また表示用MEMSとしてはDMDに

代表される機械的な機構を用いた表示装置や、MEMSやナノ材料による真空電子銃を用い

た表示装置が有望と考えられる。これらには多数の高精度なミラーアレイを用いる場合と、

カーボンナノチューブやナノ粒子からの電子放出、更には直接発光を用いるものまで様々

な方式が現在検討されており、材料的な貢献が極めて高い領域である。更に将来は、HDTV
の高精細動画データを瞬時に記憶したり送付する通信網や、更にデジタルシネマと呼ばれ

る現在の 大70mm幅のフィルムに相当する現状のHDTVの4から８倍の密度を持つ動画の

記録や通信を行う為には、更に高密度の記録装置が必要と考えられる。またユビキタス環

境でのコンピューティングでは、何時でも何処でも現状のPC並みの高性能処理能力を携帯

電話やペン並みの小型装置に実装する必要がある。この場合は、MEMSからNEMS技術を

用いた情報の記録、処理、伝送が必要になる。この時代に必要な技術は正にナノテクノロ

ジー領域であって、粒子密度をナノ領域に揃えた磁気記録媒体、ナノオーダの制御を必要

とするNEMSを搭載したHDDのヘッド、STMやAFMのような原子や分子を操作する

NEMSを用いた超高密度記録装置、デジタルシネマに対応する表示用MEMS、フォトニッ

ク結晶を用いた超高密度光集積回路、全光ルータを実現する光－光・超高速光スイッチや

全光処理装置、全光メモリー等が考えられる。これらを支える材料技術には従来は存在し

ないようなナノテクを用いた材料技術が必要である。すなわちナノ粒子の粒径や方位・更

に磁化率を制御した記録薄膜、ナノオーダの三次元周期構造を用いてフォトニックバンド

ギャップを実現するフォトニック完全結晶、欠陥制御で超小型機能導波路を実現するナノ

構造材料が必要となる。この材料はトップダウン加工を用いた場合と、ボトムアップ（自

己組織化）の両方を用いた場合が必要である。更に処理回路としては従来にない単電子素

子や量子素子等に使われるナノ構造体やDNAの4ビットを用いた多値演算等も考えられる。

これに必要な材料は、カーボンナノ材料やヒゲ結晶であったり、DNAを含む生体高分子や

錯体・自己組織化材料、ナノカーボンに修飾基をつけたり、あるいはナノ粒子と生体高分

子の組み合わせであったり様々である。これらは、多岐に渡っており全体の予測をするこ

とは困難である。 
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4.4.3  環境・エネルギー分野でのロードマップ 
 環境・エネルギー分野でのMEMSやNEMSは、例えばダイオキシンや環境ホルモンに代

表される有害物質の環境モニタリングや大気汚染・土壌汚染・河川・大洋汚染の分析に利

用される各種バイオセンサー、マイクロ流体やマイクロ分析システムを中心としたマイク

ロTAS、また生態有害物質の分析では染色体検査関連、動物実験関連、更に遺伝子やｍRNA
のシークエンス分析に利用されるマイクロPCRやマイクロカラム、マイクロキャピラリー、

またSNPや遺伝子の発現解析に利用される各種DNAチップやマイクロアレイが考えられる。

（これらは健康・医療領域でのMEMSやNEMSと共通する部分も多い。）また分析に特化し

たハイスループットスクリーニングも、使用する試薬・試料の微量化や高速処理には必須

の技術である。またエネルギー分野では超小型燃料電池に用いる流体MEMSや、ナノ触媒

素子、ナノ構造電極、いわゆるパワーMEMSと言われるマイクロジェットタービンやマイ

クロペルチェ素子、またナノ構造を用いる方式としては色素増感太陽電池等も有望である。

加えて自らエネルギーを生み出さなくても、エネルギー効率を低減するために多数の

MEMSが採用されることも特筆すべきである。図4.4-3に、環境・エネルギー領域で要求さ

れる環境モニタリングシステムやエネルギーシステムを概観し、それに利用されるMEMS
やNEMS、更にそのデバイスを実現する機能材料、あるいは将来必要とされる機能材料を

ロードマップ形式で示した。まず既に一部MEMSを用いて製品化されている環境モニタリ

ング分析関連の機器が今後益々普及するものと思われる。これを支えるマイクロ流体

MEMSはマイクロ反応路やマイクロキャピラリー、マイクロミキサー、マイクロ光計測等

である。これには基板としてシリコンやガラス、プラスチックが利用される。特に使い捨

てで使用する場合は、マイクロモールドを用いて安く、大量に作成される必要がある。精

密で複雑な反応を行う反応モジュールや、マイクロ反応炉を用いた集積化チップは、Si3N4
やTi薄膜等を用いたヒータ、またはセンサーが一緒に集積化される。続いて普及されるのは

センサーネットワークの中で機能化・集積化されたマイクロ分析装置である。これは、無

線・有線のネットワークとマイクロTAS技術、更にバイオセンサーや各種高精度センサーを

用いたシステムが極めて小型にパッケージ化されたものであって、あらゆる地域や環境の

汚染状態や有害物質を何時でも、何処でも常時計測可能なシステムである。またこのシス

テムは地球温暖化や生物化学兵器等のテロ対策やテロモニターとしても重要である。これ

らのシステムにはセンサーMEMSやマイクロTASの要素技術に加えて、RF-MEMS技術や

通信・情報処理、各種画像センサー、更にマイクロ電池等のマイクロマシンやMEMSを用

いたシステム化の技術も必要になり、総合技術であると考えられる。またエネルギー関連

ではモバイルPCや携帯電話に使用する小型燃料電池が必要となる。この燃料電池はエネル

ギー密度を現状の１次電池や高性能の２次電池で代替することは容易ではないが、アルコ

ール等の入ったカプセルによって燃料を注入することで容易に、瞬時に発電が始まること

には大きな魅力がある。この燃料電池は、プロトン透過膜や触媒等のナノ材料技術がキー

技術であるとともに、小型で効率の良い原料の供給や廃棄物の運搬のために、MEMSは非
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常に重要な技術である。また長期的にはマイクロタービンも重要なシステムである。マイ

クロタービンは、小型で非常に大きなエネルギーを瞬時に発生可能な技術である。このマ

イクロタービンには高温度に耐える材料をMEMSとして加工すること、またデバイスの熱

的アイソレーションを行う機構の開発等の課題も多い。 



4.5  まとめ 
 本章ではナノ材料を含む新機能材料を MEMS や NEMS 応用製品による要求側面から、

応用面からの課題を踏まえながら、現在すでに実用化段階にある MEMS における材料技術

と、研究開発段階にある MEMS/NEMS における材料技術に分類して報告した。MEMS は

既に 20年以上の研究開発の歴史があるが、利用する材料は単結晶シリコン、ポリシリコン、

窒化シリコン、シリコン酸化膜、各種配線材料等のシリコンプロセスとして使い慣れた材

料であった。より機能を高めるために、１）全く異なる機能材料基板を利用する場合、２）

機能性膜を積層する場合と、３）生体材料と親和性を取るための表面処理等が考えられる。

しかしシリコン系半導体製造のシリコンプロセスで使い慣れた材料以外の機能材料をプロ

セス親和性、統合性をとって使いこなすことは実際には容易ではなく、新材料の搭載は研

究開発の域を脱せない MEMS が多かった。最後に新機能性材料に関する将来展望を鳥瞰す

るために、システムからの要求、それに利用される MEMS や NEMS、更にそのデバイス

を実現する機能材料、あるいは将来必要とされる機能材料をロードマップ形式で示した。

この結果、現在開発中の MEMS や将来システムに必要となる MEMS/NEMS では、ナノ材

料を含む機能材料の開発と MEMS との融合が必須であることが判明した。今後はこの分野

において、産官学が一体となった取り組みが必要となるであろう。 
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第５章 新機能性材料の NEMS への展開を促進するための提言 

 

材料、デバイス、システムは階層構造を構成しており、加工・アセンブル技術はこれら

を繋ぐ役割を担っている。MEMS はシステム化の技術であり、高度に発達したシリコン微

細加工技術を駆使した加工およびアセンブル技術によって、既存の材料をベースに、マル

チディシプリナリーな要素技術を複合・集積化することによって新しい機能を有するシス

テムを創出してきた。MEMS 技術のこれまでの進展は、特にシリコンの微細加工技術の進

展によるところが大きい。 

一方、ナノテクノロジーは究極的には元素をアセンブルすることで新機能材料を創製す

ることを目指している。材料をナノオーダで構造制御することによって始めて発現する量

子効果などに起因する新物性・新機能は多い。 

MEMS 技術はこのナノテクノロジーの進展と相まって、更なる微小化が積極的に進めら

れ、NEMS へと発展・進化していくと予想される。しかし、実社会とのインターフェース

を考えると、必ずしもシステム全体の小型化がメリットを生み出すわけではなく、システ

ムサイズとしてはナノよりもマイクロの方が役に立つ局面は多い。最も期待されるのは、

MEMS をプラットホームとして、ここにナノテクノロジーによって創製された新物性・新

機能を有する新機能性材料を積極的に融合することによって実現される NEMS である。  

新機能性材料を NEMS に応用展開するためには、材料の研究開発と同時並行的に新機能

性材料にふさわしい加工技術を研究開発することが必要である。しかし、種々の手法で創

製される様々な新機能性材料の加工方法を、トップダウンアプローチの代表格であるシリ

コン微細加工技術のみで実現し、従来の MEMS 加工技術の中で統合しようと試みる事は得

策ではない。 

世界をリードできる体制で新機能性材料を応用した NEMS の研究展開を行うために、以

下の 3 つを提案したい。 

 
（１） 新機能性材料分野では、生体・バイオ材料から無機・有機・金属材料、デバイス、

システム、その他異分野の研究者が従来の分野の枠を超えて議論をするよい機会が

生まれつつある。この機会を積極的に促進することによって、産業革命に匹敵する

ような革新的な研究開発が行われる機運を高めるべきである。 

 

（２）NEMSは、原子・分子を積み上げるボトムアップアプローチとトップダウンアプロー

チの双方向からの融合領域として捉えるべきである。新機能性材料の多くは、セル

フアセンブリなどの原理を用いて原子・分子レベルで構造を制御されている。これ

らの新機能性材料をそれぞれ最適な加工方法でコンポーネントレベルに加工し、こ

れをトップダウンアプローチで製作したMEMS技術にアセンブルすることでNEMS

を実現するアプローチを積極的に推し進めるべきである。 
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（３）新機能性材料の有する非常に大きな可能性を漠然と探索するのではなく、材料－デ

バイス－システムの階層構造を社会ニーズからシステム→デバイス→材料という順

番に辿ることにより、材料レベルでの目標仕様とその実現時期を明記したロードマ

ップを作成・公表し、これに基づいた研究開発を行う体制を早期に立ち上げるべき

である。 

 

 NEMSは21世紀の国家的な基盤技術の一つとして重要であり、上記提言内容の実現には、

国家プロジェクトとしての取り組みが強く求められる。 

 

 

 

 

 

LEVEL 3 

 

 

LEVEL 2 

 

 

LEVEL 1 

 

 
LEVEL 0 

システム 
加工  実装  

マイクロ 

ストラクチャ

加工  マイクロアセンブリ 
材料

（薄膜構造  →  機械的物性） 
加工   ナノアセンブリ 

原子
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材料名による簡易索引 
 
 材料名で検索すると、加工技術や応用に関する関連記述を引くことができます。 
 
          ★        ★        ★ 

第 2 章     第３章    第４章 
あ 
 圧電材料・・・・・・・・・・・・・・ 63, 66            100, 117    197, 199 
か 
 カーボンナノチューブ・・・・・・・・ 14, 31, 72        80, 85, 122  150, 199, 203,205            
 強誘電体・・・・・・・・・・・・・・ 34, 47           98, 103      131, 204 
 形状記憶合金・・・・・・・・・・・・ 56, 66, 69        100         204 
さ 
 自己組織化膜・・・・・・・・・・・・ 72                           203, 205 
 生体高分子・・・・・・・・・・・・・ 40, 41,44                     198, 199, 203, 205 
 磁歪材料・・・・・・・・・・・・・・ 66               100         204 
 スピントロニクス材料・・・・・・・・ 52                           204 
た 
 超塑性材料・・・・・・・・・・・・・ 21, 60 
 導電性ポリマー・・・・・・・・・・・ 56 
な 
 ナノガラス・・・・・・・・・・・・・ 28                           204 
 ナノセラミックス・・・・・・・・・・ 25 
 ナノポア材料・・・・・・・・・・・・ 25, 37                        204, 205 
 ナノメタル・・・・・・・・・・・・・ 21 
 ナノ粒子・・・・・・・・・・・・・・ 22, 23, 25, 26, 30  123, 124    131, 162, 173, 198 

   199, 203, 205 
は 
 フラーレン・・・・・・・・・・・・・ 14, 18, 30                    125, 126 
 フォトニック結晶・・・・・・・・・・ 33, 74            115        131, 147, 148, 199 
                                                                     204, 205 
Alphabet 
 Low-k 材料・・・・・・・・・・・・・ 50, 78 
 

 208



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

この事業は､ 競輪の補助金を受けて実施したものです。
 

非 売 品 

禁無断転載 

 

平 成 １ ５ 年 度 

新機能性材料のNEMSへの展開 
報告書 

 

発 行  平成１６年３月 

 

発行者  社団法人 日 本 機 械 工 業 連 合 会  

      〒105-0011 

      東京都港区芝公園三丁目５番８号 

      電 話 ０３－３４３４－５３８４ 

     

      財団法人 マイクロマシンセンター 

      〒101-0026 

      東京都千代田区神田佐久間河岸６７ 

      電 話 ０３－５８３５－１８７０     


	平成１５年度新機能性材料のNEMSへの展開報告書
	序
	序
	事業運営組織
	目次
	総論
	本編
	はじめに
	第１章　調査研究の概要
	1.1 調査研究の目的
	1.2 調査研究の体制
	1.3 調査研究の内容
	1.4 実施結果
	1.4.1 次世代MEMS/NEMSに期待される新機能性材料
	1.4.2 次世代MEMS/NEMSに期待される新機能性材料の加工
	1.4.3 新機能性材料を必要とするMEMS/NEMSの応用
	1.4.4 新機能性材料のNEMSへの展開を促進するための提言


	第２章　次世代MEMS/NEMSに期待される新機能性材料の調査研究
	2.1 まえがき
	2.2 カーボンナノチューブ
	2.3 フラーレン
	2.4 ナノメタル
	2.5 ナノセラミックス
	2.6 ナノガラス
	2.7 ナノ粒子（ナノクラスター）
	2.8 フォトニック結晶
	2.9 ナノポア材料
	2.10 生体高分子
	2.11 強誘電体
	2.12 low-k材料
	2.13 スピントロニクス材料
	2.14 導電性ポリマー
	2.15 超塑性材料
	2.16 圧電材料
	2.17 超磁歪材料
	2.18 形状記憶合金
	2.19 自己組織化膜
	2.20 まとめ

	第３章　次世代MEMS/NEMSに期待される新機能性材料の加工に関する調査研究
	3.1 まえがき
	3.2 リソグラフィ技術
	3.2.1 フォトリソグラフィ技術
	3.2.1.1 EUVリソグラフィ
	3.2.1.2 EBリソグラフィ
	3.2.1.3 X線フォトリソグラフ

	3.2.2 プローブナノリソグラフィ技術
	3.2.2.1 プローブ陽極酸化加工
	3.2.2.2 ディップペンナノリソグラフィ

	3.2.3 ナノインプリンティング技術
	3.2.3.1 ナノインプリント
	3.2.3.2 ソフトリソグラフィ
	3.2.3.3 LISA(Lithographically induced self-assembly)


	3.3 エッチング技術
	3.3.1 ビーム加工
	3.3.2 プラズマ加工

	3.4 堆積技術
	3.4.1 気相成膜法
	3.4.2 液相法
	3.4.3 特殊堆積技術

	3.5 研磨・切削・メッキ・乾燥・接合加工技術
	3.5.1 研磨・切削加工技術
	3.5.1.1 EEM （Elastic Emission Machining）法
	3.5.1.2 超純水電気化学的加工法
	3.5.1.3 プラズマCVM（Chemical Vaporization Machining）法
	3.5.1.4 原子間力顕微鏡（AFM）機構を利用した極微小切削加工法

	3.5.2 メッキ・乾燥・接合加工技術
	3.5.2.1 無電解メッキ法
	3.5.2.2 超臨界乾燥
	3.5.2.3 表面活性化接合（Surface Activated Bonding：SAB）法


	3.6 バイオ・化学を応用した加工技術
	3.6.1 ＤＮＡ・セルフアセンブル分子を利用した加工
	3.6.2 DNA・蛋白チップアレイの作製技術
	3.6.3 バイオミメティック構造の作製

	3.7 ナノ細線・ナノチューブの加工技術
	3.7.1 ナノチューブ・ナノ細線の作製方法
	3.7.1.1 カーボンナノチューブ(Carbon Nanotubes, CNTs)の合成
	3.7.1.2 CNTsの径の制御
	3.7.1.3 CNTs以外のナノチューブの合成
	3.7.1.4 ナノワイヤの作製方法

	3.7.2 機能性を発現するための加工方法
	3.7.2.1 CNTsの配向
	3.7.2.2 CNTsの分離
	3.7.2.3 ピーポッドの作製
	3.7.2.4 CNTsの磁気特性加工
	3.7.2.5 CNTsの化学修飾

	3.7.3 ナノデバイス・ナノ電気機械に応用するための加工
	3.7.3.1 半導体ナノワイヤ超格子
	3.7.3.2 CNTsの接合構造形成
	3.7.3.3 CNTsプローブの作製


	3.8 まとめ

	第４章　新機能性材料を必要とするMEMS/NEMS応用に関する調査研究
	4.1 まえがき
	4.2 実用化段階にあるMEMSにおける材料応用技術
	4.2.1 光MEMS
	4.2.2 RF-MEMS
	4.2.3 圧力センサ
	4.2.4 加速度センサ
	4.2.5 ジャイロ
	4.2.6 流量センサ

	4.3 研究段階にあるMEMS/NEMSにおける材料応用技術
	4.3.1 フォトニック結晶とNEMSの融合
	4.3.2 カーボンナノチューブ応用デバイス
	4.3.3 ナノ粒子応用
	4.3.4 生体材料利用デバイス
	4.3.5 ナノ共振器の高周波デバイス応用
	4.3.6 スキャニングプローブのデータストレージ応用
	4.3.7 センサーネットワーク
	4.3.8 バイオMEMS
	4.3.9 マイクロリアクタ

	4.4 MEMS/NEMSのロードマップと必要な新機能性材料
	4.4.1 健康・医療分野でのロードマップ
	4.4.2 情報・通信分野でのロードマップ
	4.4.3 環境・エネルギー分野でのロードマップ

	4.5 まとめ

	第５章　新機能性材料のNEMSへの展開を促進するための提言
	材料名による索引






