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第１章　緒 言

第１章　緒 言 

1.1 はじめに 
Micro Electro Mechanical Systems （MEMS）は，微小な電気的な要素と機械的な要素

が組み合わされたシステムであり，周りの自動車，携帯機器，PC周辺機器などのシステムの
鍵を握るデバイスである。これから，第4次産業革命（Industry 4.0）が進むうえで，生産設
備，社会インフラをたくさんのセンサ・デバイスを用いて人工知能（AI）が自律的に制御・
監視する社会を実現するために，大量のセンサ・デバイスを提供するMEMS技術が重要にな
ると考えられている。 

ここで，MEMSの歴史を振り返ると，1960年代にはシリコンの結晶異方性エッチングや
陽極接合等の基本技術ができた。1980年代になると，インクジェットプリンターのヘッド，
加速度センサなどに使われはじめた。しかし，従来のシリコン加工技術は，主にシリコン表
面加工法であるため，高アスペクト比の構造の作製が極めて難しい点が課題でした。この問
題を解決したのは，シリコンの深掘り反応性イオンエッチング（Deep ReactiveIon 
Etching：DRIE）の発明（1994年，Bosch社）とDRIE装置の製品化（1994年，英STS社）
である。それからの五年間，自動車や携帯機器などのMEMS加速度センサ，ジャイロが爆発
的に普及し，MEMSマーケットも15億ドルから139億ドルに爆発的に拡大した。 

以上に述べたように，MEMS分野の歴史を振り返ると，加工装置，工程におけるイノ
ベーションが新しい産業を生み出す原動力になっている。 

現在まで，主に単結晶シリコンがMEMS用構造材として使用されてきた。シリコンは，耐
衝撃性と破壊靭性が低いなど耐久性面で課題がある。従来のMEMSは使い捨て可能で安いも
のが想定されていたが，大量にセンサ・デバイスが地球上に配置される時代においては，耐
久性が要求されると考えられる。なぜならば，一度，配置されたセンサ・デバイスの取り換
えはその数ゆえに困難なためである。その解決策として，本研究では，耐久性，機能性の優
れた新材料，すなわち，チタン，チタン合金などのマイナーメタルをMEMS分野へ取り入
れ，タフなMEMSデバイスを作製することを目指している。 

本章では，まず，1.2節でMEMSの定義，MEMSの歴史と特長について説明する。次に，
現在のMEMSデバイスの基本作製プロセス，MEMSデバイスの作製技術と本研究に関わる代
表的な三つの技術：フォトリソグラフィ，薄膜成膜とドライエッチングについて説明する。
その後に，現在のMEMS材料（単結晶シリコン）の問題点とその問題点を解決できる次世代
MEMS材料（マイナーメタル）について説明する。最後に，マイナーメタルをMEMS材料と
して使用する場合の課題と本研究の目的について説明する。 

1
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1.2 MEMS 

1.2.1 MEMSとは 
MEMSは，図1-1[ , ]に示すように，半導体集積回路製造技術を発展させた半導体マイクロ12

マシーニングと呼ばれる微細加工技術[ , ]により，回路だけでなく，微細構造体やセンサ，3 4

あるいは機械的に動くアクチュエータなど微小な電気的な要素と機械的な要素が組み合わさ
れたシステムである[ ]。 5

マイクロ電子回路と異なり，MEMSデバイスは電流の開閉を制御するだけではなく，マイ
クロセンサにより外界の光[ ]，静電力[ , ]，磁気[ , ]，熱[ , , ]，流体[ , , ]，速度[ , ]と6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

温度[ ]などの多種の環境信号を感知し，プロセッサにより環境信号の処理と判断を行い，マ19

イクロアクチュエータにより外界環境に反応することなどもできる。一部のMEMSデバイス
には通信コンポーネントも内蔵されており，異なるMEMSデバイスやシステム間で情報イン
タラクションを行うことができる。図1-2[ , , , , ]に，身の回りの圧力センサ，温度セン20 21 22 23 24

サとジャイロセンサなどのMEMS商品の例を示す。 

2

微小加
工技術

機械要
素

電気要
素

200 μm200 μm

1つの
基板に
組込む
デバイス

LSI作製技術

図1-1　MEMSデバイス[1,2]
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1.2.2 MEMSの歴史 
MEMSの歴史は，シリコンとその特性の発見，シリコンの微細加工技術の確立，シリコ

ン製MEMS製品の登場とMEMS産業の形成の四つの段階がある。以下に，順番に説明する。 

MEMS材料：シリコンとその特性の発見 
1824年，スウェーデンの化学者Berzeliusはシリコンを発見し，半導体電子技術とMEMS

技術の発展に材料基礎を築いた。1926～1928年，Lilienfeldは電界効果トランジスタ
（Field Effect Transistor：FET）の構造と原理を提案した[ ]。1954年，Bell研究所の25

Smithはシリコンとプルトニウムの圧力抵抗ピエゾ効果を発見し，マイクロ圧力センサーの
開発に理論基礎を提供した[ ]。図1-3[ ]に，現在のMEMSで多用されるシリコン基板を示す。 26 27

シリコンの微細加工技術の確立 
1967年，Nathansonは表面犠牲層の技術を提案した[ ]。1978年，図1-4[ ]に示した単結28 29

晶シリコンの結晶異方性エッチング技術が発見された[ ]。1982年，カリフォルニア大学30

バークレー校のHoweとMullerは，多結晶シリコン材料を利用して，カンチレバー構造を作
製できる表面犠牲層加工プロセスを提案した[ ]。1984年，IBMのPetersenは，現在に至る31

まで，当該分野の研究者に大きな影響力を与えている論文　“Silicon as a mechanical 
material”　を発表し，シリコンを微小機械材料としての可能性を詳しく述べた。それから
20年以内に，単結晶および多結晶シリコンの表面微細加工技術と立体微細加工技術は急速に
成熟した[ , , ]。 32 33 34

3

圧力センサー加速度センサー ジャイロセンサー

マイクロ流路チップ スマートレンズ
図1-2　MEMSの応用例[20-24]
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シリコン製MEMS製品の登場 
1977年～1979年，スタンフォード大学のLynn RoycelandとJames Angell教授がシリコ

ンの加速度計を開発した[ ]。1979年，シリコンマイクロ機械加工技術の発展に伴い，イン35

クジェット印刷技術が生まれた[ , ]。1980年，Petersenは，単結晶シリコンを材料とし36 37

て，静電力駆動のマイクロ走査型プローブ顕微鏡を開発した[ ]。1989年，カリフォルニア38

大学のTangらは多結晶シリコン表面犠牲層プロセスを利用して，櫛歯式静電力アクチュエー
タを開発した[ ]。1991年，カリフォルニア大学のPisterらは，多結晶シリコン表面犠牲層プ39

ロセスを利用して，平面変形できる微細構造を持つマイクロヒンジを開発した[ ]。 40

1993年，表面犠牲層プロセスを用いて作製されたマイクロ加速度計（ADXL50）の商業
販売が開始された。1993年，Texas Instruments社がCMOSプロセスに基づく，デジタルマ
イクロミラーチップ（Digital Mirror Devices，DMD）を開発した。1994年，Bosch社は高
度アスペクト比を製造できるDRIEプロセスを発明した。図1-5[ , ]に，加速度計とDMD41 42

チップの内部構造を示す[ ]。 43

4

図1-5　加速度計（左）とDMDチップ（右）の内部構造[41,42]

図1-3　シリコン基板[27] 図1-4　異方性エッチング技術[29]
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MEMS産業が形成 
2000年から，MEMS技術の発展により，強力で持続可能なMEMS産業システムが形成さ

れた。2006年にMEMS技術によって生み出された年間売上のうち，HP会社のインクジェッ
トプリンターは5億ドル，Epson会社とLexmark会社のインクジェットプリンターは6億ド
ル，Texas　Instruments会社のDLPチップは9億ドル，Analog Devices会社は1億5000万ド
ルで，Freescale Semiconductorの圧力センサーと加速度計は2億ドルである[ ]。 44

1.2.3 MEMSの特長 
MEMSの特長は主に小型化，集積化と大量一括生産の３つがある。 

小型化 
典型的なMEMSデバイスの長さは1 μm～1 cmである。サイズが小さいため，高共振周

波数，高感度，低熱慣性など多くの利点を持っている。さらに，携帯型電子機器，医療機
器，埋め込みデバイスなどのシステムに，省スペースのため，他の部品への干渉なしで集積
することもできる。 

集積化 
MEMS生産技術は，異なる機能，検出方向または動く方向の異なるセンサまたはアク

チュエータを一体化して集積したり，マイクロセンサアレイ，マイクロアクチュエータアレ
イを形成したりすることができる。さらに，電子回路の作製技術との互換化により，セン
サー，アクチュエータ，信号処理と制御回路を一つの基板上に集積して，複雑なMEMSデバ
イスを作製できる[ , ]。 45 46

大量一括生産 
半導体集積回路製造技術を発展させた微細加工技術を用いて，1枚の基板上に2次元，3次

元微細構造を同時に高精度に加工し，数百個のマイクロデバイスを作製することにより，生
産コストを大幅に低減できる。 

5
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1.3 現在のMEMS作製技術 

1.3.1 MEMSデバイスの基本作製プロセス 
MEMSデバイスの基本作製プロセスは，図1-6[ ]に示すように，まず，MEMSデバイスの47

論理回路を設計し，その設計にしたがって，回路パターンのフォトマスクを作製する。シリ
コン基板表面の酸化膜などの成膜プロセスも同時に行う。次に，フォトリソグラフィにより
フォトマスクのパターンをシリコン基板上に形成して，レジストのない部分から下地の材料
をエッチングして除去加工，あるいはレジストを鋳型にして，金属をめっきする付着加工が
行われる。このプロセスを繰り返すことによって，基板上に多数の要素からなる複雑なシス
テムを作製することができる。最後に，作製したMEMSデバイスを機械加工でシリコン基板
から一つずつ切り離し，パッケージングする。 

6

図1-6　MEMSデバイスの基本作製プロセス[47]
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1.3.2 MEMSデバイスの作製技術の分類 
MEMSの作製技術は，主に，堆積技術，エッチング技術，微細パターン形成技術，材料改

質技術と機械加工技術（接合技術を含む）に分類される。表1-1に，現在よく使われている
MEMS作製技術をまとめた。 

表1-1　MEMSの作製技術
技術種類 作製技術 説明

堆積技術

金属蒸着
金属薄膜をウェハ上に堆積させる方法であって，るつ

ぼの中の蒸着源（金属）を沸騰するまで加熱し，金属は微
粒子の形でるつぼからウェハ上に堆積する。

金属スパッタ

金属薄膜をウェハ上に堆積させる方法であって，高速
高エネルギー粒子が金属源を衝突させることにより，金属
粒子を金属からスパッタリングし，シリコン基板上に堆積
させる方法である。

有機化学気相成長

有機物薄膜をウェハ上に堆積させる1つの方法であっ
て，化学反応により1種以上の材料を蒸発させることによ
り，薄膜材料をシリコン基板上での堆積させる方法であ
る。

無機化学気相成長

無機物（酸化物，窒化物等）薄膜をウェハ上に堆積さ
せる方法であって，高温（ > 500 ℃ ）で，化学反応によ
り1種以上の材料を蒸発させることにより，薄膜材料をシ
リコン基板上での堆積させる方法である。

プラズマアシスト
化学気相成長

化学蒸着方法により薄膜を堆積する方法であって，プ
ラズマは化学反応にエネルギーを供給し，反応過程に必要
な温度（例えば，300～500 ℃）を低減するために使用さ
れる方法である。

熱酸化
シリコン基板を高温（ > 900 ℃ ）まで加熱し，酸素と

反応して，表面に酸化物薄膜を成長させる方法である。

めっき
室温において，電気めっき又は化学めっきにより金属

薄膜をシリコン基板表面に成長させる方法である。

プラズマエッチン
グ

シリコン基板を接地電極上に置き，高エネルギープラ
ズマによる化学活性物質と反応することにより，ある種の
材料をエッチングする。

反応性イオンエッ
チング

カソード電極上にシリコン基板を置き，高エネルギー
プラズマによる化学活性物質反応により材料表面の薄膜を
除去する。

7
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エッチン
グ技術

深掘りイオンエッ
チング

特定の材料や条件の下で，反応性イオンエッチングで
シリコン基板をエッチングすることにより深い溝が得られ
る。

シリコンウェト
エッチング

試薬溶媒を用いてシリコン材料をエッチングすること
で，キャビティ，段差，あるいはシリコン片を貫通する貫
通孔を形成するために用いられる。

薄膜ウェトエッチ
ング

化合物溶媒と反応することにより，シリコン表面の材
料をエッチングする。

微細パ
ターン形
成技術

レジスト塗布
通常，スピンコートで被覆する方法でシリコン基板表

面上に厚みの均一なレジストフィルムが得られる。

フォトリソグラ
フィ

微細パターンがあるマスクを透過して，シリコン基板
表面にパターン状に露光することによって，マスクのパ
ターンをレジストに移す。

材料改質
技術

イオン注入
基板材料に高エネルギーのドープ原子を注入して，材

料の電気的または化学的特性を変更する。

拡散トーピング
ドーピングする基板の表面に高濃度のドーピングソース

を配置し，高温で原子の拡散能力を高めて，基板に原子拡
散ドーピングを実現する。

アニール
基板材料の温度を上げることより，その電気的または

化学的特性を変化する。通常，拡散源の拡散を強化した
り，固有応力を低減したりするために使用される。

機械加工
技術

ポリッシュ 研磨剤によりシリコン基板表面を平坦化。

基板ボンディング 2枚の基板を正確に合わせて永久に接着する。

シリコン基板スラ
イス

シリコン基板上に溝を切り出し，それらの溝に沿って
シリコン基板を分割し，一枚のシリコン基板を独立した小
片に切断する。

ワイヤーボンディ
ング

チップ間またはパッケージングの間において，細い金
属リード線を介して電気的接続を確立する。

チップパッケージ
パッケージ体にベアチップをセットすることで，回路

基板やシステムと統合することができる。シリコンチップ
及び部品のパッケージングを実現する。

8
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1.3.3 MEMS作製プロセスの代表的な技術 
以下に，MEMS作製プロセスの代表的な技術であるフォトリソグラフィ，薄膜成膜とド

ライエッチングについて説明する。 

フォトリソグラフィ 
フォトリソグラフィの目的は，シリコン基板表面に微細なパターンを形成することであ

る。通常のフォトリソグラフィのステップは３つある。 
まず，シリコン基板をスピンコートに固定され，感光性化学物質（フォトレジストまたは

レジストと呼ばれる）をシリコン基板の中心に滴下してから，シリコン基板を高速回転し，
遠心力によって，フォトレジストは基板のエッジに向かって流れ，厚さ（通常1～10 μm）
が均一なレジストが基板表面上に覆われる。次に，シリコン基板をプリベークし，表面のレ
ジストが硬化してから，紫外線露光装置により，微細パターンがあるマスクを透過して，シ
リコン基板表面にパターン状に露光する。最後に，紫外線により性質が変化したレジスト材
料を現像液により除去することで，レジストの微細パターンが形成される[ ]。図1-7に，48

フォトリソグラフィのプロセスを示す。 
フォトリソグラフィの成功率には，フォトレジストの性質（粘度，紫外線敏感波長および

光感受性など），シリコン基板の回転速度，ベーク温度とベーク時間，露光装置の照射強
度，現像液の種類および現像時間など様々な要素が関わる。 

薄膜成膜 
薄膜成膜技術は，主に機能性材料，半導体材料および絶縁体材料などをシリコン基板表

面に堆積するために使われる技術である。この堆積を実現する方法は主に2種類ある。 
1つ目は，図1-8に示すように，直接堆積しようとする材料が，ソース材料から基板表面に

原子または層毎に堆積される方法である。この方法を利用する装置は蒸着とスパッタリング
などである。 

2つ目は，2種類以上の活性材料を基板表面の近傍に到達させ，加熱またはプラズマによ
りエネルギーを供給して，これらの材料を反応させ，基板表面に新たな材料を形成する方法
である。この方法を利用する装置は，有機化学気相蒸着装置，無機化学気相蒸着装置および
プラズマアシスト化学気相蒸着装置である。 

9
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通常，蒸着，スパッタリング，または化学気相蒸着により形成される薄膜の平均厚さは1 
nm ～ 1 μmである。 

ドライエッチング 
ドライエッチングとは，プラズマエッチング装置，反応性イオンエッチング装置などの専

門的なプロセス装置により，シリコン基板の表面から材料を除去し，特殊な3次元構造を作
製する方法である。 

プラズマとは「電離状気体」を意味しており，自由に運動する電子とイオンがほぼ同数存
在し，巨視的には電気的に中性な状態で，導電性を持っているものである。プラズマ中の電
子密度とイオン密度はほぼ同じく，これらはプラズマ密度と呼ばれる。 

プラズマには，電子とイオンが100%分離した完全電離プラズマと，イオン化率が低く，
イオン，電子および中性な原子や分子が混在する低温電離プラズマ2つの種類がある。 

プラズマエッチング装置には，2つの電極とガスを含むエッチングチャンバーが含まれて
いる。図1-9に，誘導結合型と容量結合型プラズマエッチング装置の概略図を示す。 

装置が作動する時，2つの電極にRF powerを印加すると，電界が発生し，その電界によ
り，ガス原子や分子中の電子は加速されて，運動エネルギーを得る。そのエネルギーが電離
エネルギー以上になる時，ガス原子や分子の最外殻にある電子が飛び出す。その結果，中性
であった原子や分子は正の電荷を持つようになり，イオンになる。一方，電子の数は，衝突
した電子に分子や原子から飛び出した電子が加わり，計2つになる。これらの電子は電界で
加速されて，ほかの原子や分子に衝突して，新たにイオンおよび電子を生成する。このよう
にして，イオン，電子の数がなだれ的に増加し，ある閾値を超えると，放電が起こって，プ
ラズマが形成される。このように，エッチングチャンバー中のガスが電場によりプラズマに
なって，ラジカルとイオンが形成される。ラジカルはシリコンと化学的反応を発生する同時

10
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に，イオンも電界によって加速されて非常に高速になり，シリコン基板の材料との物理的反
応（ボンビング，スパッタリング）が発生する。つまり，物理的エッチングと化学的エッチ
ングが同時に発生する。一般に，物理的エッチングの方向性と異方性は優れているが，化学
的エッチングの等方性と材料選択性は優れている。 

反応性イオンエッチング（Reactive Ion Etching: RIE）とは，反応性ガスによるプラズマ
を用いたプラズマエッチング法である。図1-10に，反応性イオンエッチングの概略図を示
す。その原理は，まず，プラズマエッチング装置と同じく，2つの対向電極により反応室内で
エッチングガスに高周波電圧を与え，プラズマ化し，プラズマ中で反応種（中性ラジカル，
イオン）を生成する。次に，プラズマ発生と同時に，被加工材とプラズマの間に自己バイア
ス電位が生じ，プラズマ中のイオン種が被加工材方向に垂直に加速されて被加工材と衝突す
る。この際，イオンによるスパッタリングとエッチングガスの化学反応が同時に発生し，微
細加工に適した高い精度でのエッチングが行える。 

プラズマエッチングと比較したRIEのメリットは，被加工材料に対して，イオンアシスト
反応（被エッチ膜表面に入射したイオンが表面反応を促進する反応）により，イオン照射面
のエッチング速度が中性ラジカル反応によるエッチング速度より大きいため，被加工面にイ
オンを入射させると異方性エッチングが実現できる。 

RIEにとって重要なパラメータは3つあり，エッチング速度，選択比および加工均一性で
ある。エッチング速度は被加工材料のエッチング速度であり，値が大きいほうが望ましい。
選択比は被加工材料のエッチレートとマスク材料のエッチレートの比，値が大きいほうが良
い。加工均一性は加工後の被加工表面の均一性である[ ]。 49
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誘導結合型
コイルウェハ ボートプラズマ RF（13.56 MHz）

石英管

容量結合型

RF
（13.56 MHz）

プラズマ ウェハ ボート 電極

石英管

図1-9　誘導結合型と容量結合型プラズマエッチングの概略図

図1-10　反応性イオンエッチングの概略図
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1.4 MEMS材料の問題点とその解決策 

1.4.1 シリコン材料の問題点 
現在のMEMS生産技術は，半導体工業の単結晶シリコンのマイクロエレクトロニクス製

造技術から発展しているため，現在まで，主に単結晶シリコンがMEMS用構造材として使用
されてきた。単結晶シリコンは，優れた機械特性，LSIとの適合性，低生産コストで微細加
工方法が多いなど様々な長所を持っているが，脆性であり，耐衝撃性と破壊靭性が低いなど
耐久性面で課題がある。 

従来のMEMSデバイスは使い捨て可能で安いものが想定されていたが，これから，第4次
産業革命（Industry 4.0）が進むうえで，生産設備，社会インフラをたくさんのセンサ・デ
バイスを用いて人工知能（AI）が自律的に制御・監視する社会を実現するために，大量にセ
ンサ・デバイスが地球上に配置される時代が来ると考えられる。その時代においては耐久性
が要求されると考えられる。なぜならば，多くのMEMSセンサ・デバイスは，自然環境，高
温，広い温度範囲，または大きい衝撃を受ける環境などの厳しい条件で動作する必要がある
ためである。さらに，一度配置されたMEMSセンサ・デバイスの取り換えはその数ゆえに困
難なことも理由である。 

1.4.2 問題点の解決策 
その解決策として，研究者たちは，シリコン以外の耐久性材料，例えば，炭化ケイ素

（SiC）[ , , ]，ダイヤモンドライクカーボン（Diamond-Like Carbon：DLC）[ , , ]とヒ50 51 52 53 54 55

化ガリウム（GaAs）[ , , ]などを研究しながら，金属材料のステンレス，ニッケル，マイ56 57 58

ナーメタルなども研究されている[ ]。しかしながら，研究例はまだ少ない状況である。本研59

究では，マイナーメタルを着目し，それらの材料を次世代のMEMS材料になる可能性を探索
した。 
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1.5 次世代MEMS材料：マイナーメタル 

1.5.1 チタン 
チタンは原子番号22の元素，元素記号はTiである。 

分布 
地球を構成する地殻の成分として9番目に多い元素（金属としてはアルミニウム，鉄，マ

グネシウムに次ぐ4番目）で，遷移元素としては鉄に次ぐ。造岩鉱物のルチル，チタン鉄鉱な
どの鉱物の主成分で，自然界の存在は豊富である。しかし，集積度が高くなく，製錬も難し
いことから，金属として使われるのは1950年代のジェット軍用機からになる。人類にとって
比較的に利用の歴史が若い金属である。 

特徴 
チタンは，空気中の酸素と接触すると，表面が強力な酸化物（不動態酸化皮膜）が生成

する。この酸化皮膜（二酸化チタン）が非常に安定なため，チタンは白金や金などの貴金属
とほぼ同等の強い耐食性を持つ。貴金属並みの耐食性を持つ金属の中で，もっとも軽く安価
な金属である。 

性質 
純チタンは展性・延性が富み，引張強度も大きい（硬くかつ粘り強い），外観は銀灰色

の金属光沢を持つ金属元素である。チタンの比重は4.5，融点は1812 ℃，沸点は3285 ℃，
化学性質と物理性質はジルコニウムに近く，弱い常磁性，低い電気伝導性・熱伝導性を持っ
ている。常温常圧で安定な結晶として六方最密充填構造を持つが，880 ℃以上なると，体心
立方構造に転移する。150 ℃以上でハロゲンしか反応しないが，700 ℃以上なると，水素，
酸素，窒素，炭素と反応できる。安定な酸化数は+Ⅲまたは+Ⅳである。 

用途 
金属チタンは，強度・軽さ・耐食性・耐熱性・環境性能・色彩などを備えるため，さま

ざまな分野で応用されている。しかし，金属チタンの製錬・加工が難しく，コストが高いた
め，大量には使われていない。一方で，チタンの酸化物，酸化チタン（IV）が安価な白色顔
料として広く使われている。 

1952年，チタンは生体親和性が非常に高く，骨と結合するオッセオインテグレーション
現象が発見された。それから，デンタルインプラントのフィクスチャー（インプラント体）
はほとんどチタンを使用する。また，人工関節，人工骨の材料として，整形外科分野もチタ
ンを利用している。 
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1.5.2 チタン合金 
チタン合金は，チタンの特性を生かしつつ，目的に応じて，様々な元素を添加し，溶接性

や耐食性をさらに高めたチタンを主成分とする合金である。 

種類 
チタン合金は，組織状態によって，α型合金，β型合金およびα+β型合金の3つに分類

できる。 
1.5.1節に述べたように，純チタンは常温でα相を持ち，880 ℃以上になると，β相に転

移する。合金元素を加えると，変態温度（880 ℃）が変化したり，α相とβ相が同居する
α+β相が現れたたりする。例えば，α相安定化元素（アルミニウム，酸素，窒素，炭素な
ど）を添加すると，変態温度が上昇し，α相が安定になる。β相安定化元素（モリブデン，
バナジウム，ニオブ，鉄，クロム，ニッケルなど）を添加すると，変態温度が低下し，β相
が安定になる。 

チタン合金の種類の一般的な呼び名は，元素配合の主要組成によって表示される。例え
ば，Ti-6Al-4Vは，6%アルミと4%バナジウムを加えたチタン合金である。 

性質 
材料中の相の結晶構造が，チタン合金の性質を定める。α型チタン合金は高温下でのク

リープ強度や低温下での脆性破壊強度に優れているが，加工性が悪い欠点がある。β型チタ
ン合金は体心立方格子構造のため，結晶内のすべり面が多く，加工しやすい。α+β型に属
するTi-6Al-4V合金は，超強力鋼並みの強度と靭性を兼ねることができ，海水に対する耐食
性が優れ，溶接性と加工性が良好，比重が鉄の60%と軽いなどの性能を持っているため，チ
タン合金の中で最も使用される。 

用途 
チタン合金は，優れた比強度，耐腐食性能および生体適合性を持っている。これらの特性

を生かして，航空機，化学プラント，スポーツ器具，医療など様々の分野で使用されてい
る。 

チタン合金と航空機の繋がりは深く，航空機の発展とともに開発され，適用が拡大してき
たと言っても過言ではないと評されている。軍用機と民間機，ともにチタン合金の適用が広
い。重量で計算すると，F-15戦闘機は約25%，F-22戦闘機は約40%がチタン合金製で，民間
機はコストのため，軍用機ほどの適用拡大は進んでいない。その他，ランディングギア，パ
イロン，コクピットの窓枠，ボルト類などで使用されている。近年の民間航空機では炭素繊
維強化プラスチック（CFRP）の適用が拡大しているが，チタン合金はCFRPとのガルバニッ
ク腐食が起きにくく，CFRPとの熱膨張差が小さいなどの利点があるため，CFRPの適用拡大
に合わせて，チタン合金の適用も拡大している。 
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1.5.3 タンタル 
タンタルは原子番号73の元素，元素記号はTaである。 

分布 
タンタルは，タンタル石，コルンブ石あるいはコルタンといった鉱物に含まれ，化学的に

類似するニオブと共に産出する。タンタルを含む鉱物はたくさんあるが，工業的に原材料と
して利用されているのはその一部だけである。地球の地殻に重量比で1 ppmから2 ppm程度
含まれていると考える。 

特徴 
タンタル（Ta）は，チタンと同じように空気中で表面に酸化タンタルを生成して耐食性

に優れる。タンタルは展性，延性に富み加工しやすく，光反射率が全金属中最も低いため，
外見は純金属としては最も黒い。 

性質 
タンタルは，銀灰色で，密度や延性が高く，非常に固いが加工はしやすく，熱伝導率と電

気伝導度が高く，酸による腐食にも強い。融点は3017 ℃，沸点は5458 ℃で，非常に高
い。タンタルの単体は，臨界温度4.5Kで超伝導となる。 

タンタルにはαとβの2種類の結晶構造が存在する。α-Taはやわらかくて延性があり，
β-Taは硬いが脆い。β構造のタンタルを750-775 ℃まで加熱すると，α構造に転移でき
る。普段のタンタルはほぼすべてα構造であるが，表1-1中のMEMS作製技術のマグネトロ
ンスパッタリング，化学気相成長および電気化学析出などの方法より得られるタンタル薄膜
はほとんどがβ構造である。 

タンタルは，酸化数+Ⅱ，+Ⅲ，+Ⅳ，+Ⅴの化合物を形成でき，酸化数+Ⅴが最も安定で
ある。タンタルの化合物としては酸化物が安定で，タンタルの鉱物はすべて酸化鉱物であ
る。 

用途 
タンタルの主な用途は，電子機器の製造であり，主にコンデンサ，高出力抵抗器などに金

属粉末の形態で使用されている。生体適合性が高く，化学的に安定で体液とも反応しにくい
ため，人体への害は少ないと見られており，医療材料として体内に埋め込んだ例がある。 

金属として融点が高いため，アルミのような金属を蒸着する時，使用されるヒータ線，
ボードなどの材料はタンタルである。 
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1.5.4 ニオブ 
ニオブは，原子番号41，元素記号Nbの元素である。 

分布 
ニオブは，自然界では，単体で発見されず，他の元素と化合し，鉱物中に含まれている状

態で発見された。ニオブを含む鉱物は1.5.3節が述べたように，タンタルも含んでいること
が多い，例えば，コルンブ石，コルタンなどである。地球の地殻における存在量で34番目の
元素で，約20 ppm含まれる。 

特徴 
ニオブは，銀白色の軟らかい金属で，性質はタンタルと非常によく似ている。耐食性があ

るが，酸化力のある酸やフッ化水素酸には可溶である。金属としては，より軟らかく展性・
延性に富み，加工しやすい。 

性質 
ニオブは元素としては高い融点（2468 ℃）を持ち，他の耐火金属に比べると，密度が小

さい。非常に純度が高い金属ニオブは比較的柔らかく延性があるが，不純物の存在により硬
くなる。全ての元素の中で最大の磁場侵入長を持っている。 

ニオブは多くの点でタンタルに類似している。フッ素とは室温で，塩素，水素とは200 ℃
で，窒素とは400 ℃で反応する。大気中では200 ℃で酸化する。王水，塩酸，硫酸，硝酸，
リン酸などの酸による腐食に耐える。フッ化水素酸と硝酸の混合物には腐食される。 

用途 
ニオブが商業的に初めて利用されたのは20世紀からである。主に合金として用いられ，

最大の用途はガスのパイプラインなどに使用する特殊合金である。ニオブを含む超合金の温
度安定性は高いため，ジェットエンジン，ロケットエンジンにも使用されている。 

ニオブの腐食耐性はタンタルほど優れているわけではないが，価格が安く豊富に入手可能
で，化学工場におけるタンクの内張りなど，厳しい要求ではない用途にはニオブが向いてい
る。 

ニオブの細粉は目や肌に対する刺激物で，火災の危険もある。一方で，単体の化学性質が
比較的安定で生体に対しても不活性である。また，生体に対してアレルギー反応を誘発しに
くいため，宝飾品によく使用され，ある種の医学用の埋め込み物（インプラント）の試作例
もある。 

金属ニオブは，熱中性子の捕獲断面積が小さいため，原子力産業において，中性子に透過
的な構造が必要な場合に使用される。 
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1.5.5 モリブデン 
モリブデンは原子番号42，元素記号は Moの元素である。 

特徴 
モリブデンは銀白色の硬い金属で，高温強度に優れるため，各種合金鋼，工具鋼などの鉄

合金材料として多用されている。 

性質 
モリブデンは銀白色の硬い金属である。常温，常圧で安定な結晶構造は体心立方構造 

で，比重は10.28，融点は2620 ℃，沸点は4650 ℃である。空気中では酸化膜を形成し，内
部が保護される。しかし，高温で酸素，ハロゲンと反応する。アンモニア水，熱濃硫酸，硝
酸，王水に溶ける。 

用途 
モリブデンは，各種合金鋼（クロムモリブデン鋼，マンガンモリブデン鋼，ニッケルクロ

ムモリブデン鋼），工具鋼の添加元素としてよく使用されている。モリブデンと銅の合金
は，優れた温度特性と適度な導電性があるため，ハイブリッドカーやロケットの電子基板な
どに使用されている。モリブデンの硫化物：硫化モリブデン（IV）は，摩擦係数が低いた
め，工業用の潤滑油，エンジンオイルの添加剤としてよく使用されている。 

モリブデンは，人を含む全ての生物種で必須な微量元素である。人体には体重1kgあたり
約0.1mg含まれ，骨，皮膚，肝臓，腎臓に多く分布している。 
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1.5.6 単結晶シリコンとマイナーメタルの機械特性 
表1-2はシリコンとマイナーメタルの機械特性をまとめた。 
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表1-2　シリコンとマイナーメタルの機械特性

物質 比重
[g/cm3]

引張強さ 
[GPa]

ヤング率
[GPa]

熱伝導率
[W/m・K] 

破壊靭性
[MPa・m1/2]

電気抵抗率
[µΩ・m]

Si 2.33 0.66 185 149 1.33 0.252

Ti 4.5 0.32 116 21.9 50 0.42

Ti-6Al-4V 4.43 0.98 106 18 108 1.7

Ta 16.69 0.216 186 57.5 ̶ 0.131

Nb 8.57 0.15~0.162 105 53.7 ̶ 0.152

Mo 10.28 ̶ 329 138 ̶ 0.053
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1.6 マイナーメタルをMEMS材料として使用す
る場合の課題 

図1-9に示すように，シリコンMEMSの歴史を振り返ると，まず，シリコン材料とその特
性が発見された。次に，シリコン材料の微細加工技術が確立した。最後に，様々なシリコン
製のMEMS製品が開発され，実用化された。 

マイナーメタルをMEMS材料として扱う取り組みは，第一段階の材料とその特性は既に発
見されているが，第二段階の微細加工技術の確立はまだ研究中のため，第三段階の製品開発
と第四段階の実用化までは至ってない状況である。 

微細加工技術の研究先行例として，シリコンのDRIE装置で，塩素ガスを用いて，チタン
を加工する研究[ ]と，ICP-RIE装置で，チタンを加工する研究[ ]などがある（詳しくは，第60 61

3章を参照）。それらの研究の主な目的は，チタン，モリブデンの特性を利用して，
Metallic MEMSを作製することである。Metallic MEMSには，各々の金属特有の機械的お
よび電気的な特性を利用できるメリットが期待される。しかし，既存の加工法では，塩素ガ
スの安全性の点や高額なICP-RIE装置を必要とする点などの問題点があるため，研究者や企
業技術者にとって実施に大きな抵抗がある。 
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図1-9　シリコン・マイナーメタル製MEMSの歴史
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1.7 本研究の目的 
単結晶シリコンは，優れた機械特性，LSIとの適合性，低生産コストで微細加工技術が成

熟しているなど様々な長所を持っているが，脆性を有し，耐衝撃性と破壊靭性が低いなど耐
久性面で課題があるため，耐久性の面から非シリコン材を用いたタフなMEMSデバイスが求
められている。ここで，チタン，チタン合金，タンタル，ニオブやモリブデンなどのマイ
ナーメタルは単結晶シリコンと比較すると，耐食性，耐摩耗性，高強度性と生体適合性の面
で優れた特性を持つ。しかし，これらの材料の微細加工技術はまだ研究が着手された段階で
ある。本研究の目的は，マイナーメタルの簡単な微細加工プロセスを開発し，MEMS分野へ
取り入れ，タフなMEMSデバイスを作製することである。 

1.8 おわり 
本章では，まず，MEMSデバイスの概念，歴史と特長について説明した。次に，MEMSデ

バイス作製技術の基本作製プロセスについて紹介した。その後に，現在の主要MEMS材料で
あるシリコンの問題点と，次世代MEMS材料として，問題点の解決が期待されるマイナーメ
タルについて紹介した。最後に，マイナーメタルをMEMS材料として使用する場合の課題に
ついて説明し，本研究の意義と目的を述べた。 
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第２章　マイナーメタルの微細加工プロ
セスおよびRIEによる加工結果 

2.1 はじめに 
前章で述べたように，現在マイナーメタルの微細加工技術の確立はまだ研究中で，本研究

の目的を実現するために，マイナーメタルの微細加工プロセスの開発が必要である。 
本章においては，まず，2.2節で，本研究で使用したマイナーメタル材料（Ti，Ti alloy，

Ta，NbとMo）を紹介する。次に，2.3節で，本研究室で考案したマイナーメタルの微細加
工プロセスについて説明する。最後に，2.4節で，この微細加工プロセスと通常のRIE法を用
いたマイナーメタルの加工結果を示す。 

2.2 本研究で使用したマイナーメタル材料 
本研究に使用したマイナーメタル材料は，1.5節が述べた５種類の金属，チタン（Ti），

チタン合金（Ti-6Al-4V，Ti-3Al-2.5V），タンタル（Ta），ニオブ（Nb）とモリブデン
（Mo）の板である。 

チタン，チタン合金とタンタルは，耐食性が優れているため，医療MEMS用インプラント
材料や微小医療器具材料に適している[ , ]。ニオブの酸化物は，誘電率が優れているため，1 2

MEMSデバイスの電子機器材料に適している[ ]。モリブデンは，高融点と耐摩耗性を持つた3

め，MEMSデバイスのマイクロ電極や高温環境などへの利用に適している[ , ]。 4 5

表2-1に，使用したマイナーメタル材料のサイズと成分を示す。 

2.2.1 Ti 
本研究で使用したTi板の厚さは100 μmと50 μmの2種類がある。研磨会社によって，表

面の算術平均粗さRaは4 μm（小林研業），10 nm（TDC，株式会社ティ・ディ・シー）と
5-6 nm（東京ステンレス研磨興業）の3種類がある。 

2.2.2 Ti alloy 
本研究で使用したチタン合金板は2種類，Ti-6Al-4VおよびTi-3Al-2.5Vであり，厚さは全

て100 μmである。Ti-6Al-4Vは業界で一番よく使用されるチタン合金である。Ti-3Al-2.5V
はTi-6Al-4Vより，アルミとバナジウムの成分が約半分である。 
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2.2.3 Ta，Nb，Mo 
本研究で使用したタンタル，ニオブとモリブデンは純度が99.95%の純金属で，厚さは全

て100 μmである。 
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表2-1 マイナーメタル材料
マイナーメタル サイズ（mm） 成分 入手

チタン
20×20×0.1 
20×20×0.05 Ti-99.5%

ニコラ
チタン合金

20×20×0.1

Ti-90%  Al-6%  V-4% 
Ti-94.5%  Al-3%  V-2.5%

タンタル Ta-99.5%

ニオブ Nb-99.5%

モリブデン Mo-99.5%
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2.3 本研究のマイナーメタルの微細加工プロセ
ス 

現在，シリコンMEMSの微細加工方法は非常に成熟しており，1.3節で述べた成膜，フォ
トリソグラフィー，電気メッキなどのシリコン微細加工方法を金属基板上で直接使用でき
る。本研究では，1.3.3節で述べたシリコンMEMSの基本作製プロセスを参考にして，図2-1
のマイナーメタルの微細加工プロセスを考案した。 

本微細加工プロセスは，まず，基板を洗浄し，表面にAu/Tiを成膜する。次に，フォトリ
ソグラフィで基板上にレジストを塗布，微細バターンを形成し，それを鋳型として，ニッケ
ルをメッキして，エッチングマスクを作製する。最後に，レジストを除去し，エッチング加
工を行う。以下に，この微細加工プロセスについて，詳しく説明する。 
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図2-1 マイナーメタルの微細加工プロセス
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（1） 基板の準備 
用意したマイナーメタル基板をラシャハサミ（7300，貝印）で，20×20 mmの寸法に

カットする。 

（2） 洗浄 
まず，基板上の汚染物質を除去するため，基板にアセトン（純正化学）と99%IPA変性ア

ルコール（今津薬品工業）を用いて，超音波洗浄機（AUC-1LおよびUS-1R，アズワン）に
より各々3分間の超音波洗浄を行う。 

次に，スピンドライヤで乾燥させる。最後に，薬品を完全に揮発させるため，恒温炉
（ST-110，エスペック）を用いて，90 ℃で1分間加熱する。 

（3） Au/Ti成膜 
まず，真空蒸着器（VPC-260，アルバックテクノ株式会社）を用いて，厚さ約3 nmのTi

（99.9%，株式会社ニラコ）を接着層として，基板上に堆積させる。次に，同じ蒸着装置を
用いて，基板上に約30 nm厚さのAu（金線，99.95%，株式会社ニラコ）を堆積させる。 

Auの薄膜を作る理由は，（6）のニッケルめっきのシード層として，密着性を高めるため
である。 

（4） レジスト塗布 
まず，基板上にOAP （HMDS，東京応化工業）を4滴滴下し，スピンコータ（MS-

A100，ミカサ）を用いて3000 rpmで20 sスピンコートし，恒温炉を用いて，90 ℃で1分間
加熱し，基板表面を疎水性にすることで，フォトレジストとチタン基板との密着性を向上さ
せる。次に，基板上にポジ型フォトレジスト（AZ P4620，AZエレクトロニックマテリアル
ズ）を4滴滴下し，5500 rpmで20 sスピンコートする。最後に，恒温炉を用いて，90 ℃で
120分間のプリベークを行う。 

先にOAPを塗布する理由は，Au/Ti膜とポジ型フォトレジストの密着性を良くするためで
ある。 

（5） フォトリソグラフィ 
まず，表面にレジストを塗布した基板をマスクアライメント装置（M-1S型，ミカサ）を

用いて，図2-2に示すフォトマスク（東洋精密工業） を用いて，紫外線で200 sの露光をする
ことで，マスクの微細形状を基板上のレジストに転写する。次に，露光した基板を現像液
（P-7G，東京応化工業）に約5分間つけることで，現像し，レジストにパターンを形成した
後に，純水中で約1分間の洗浄を2回行う。最後に，恒温炉を用いて，90 ℃で30分間のポス
トベークを行う。通常は，100 ℃以上でポストベークを行うが，断面形状の変形を抑えるた
め，90 ℃でポストベークを行う。 
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ポストベーク後，（6）のニッケルめっき中に，基板の裏面にニッケルをめっきさせない
ため，裏面にレジスト塗布をし，30分間のベークをする。 

（6） ニッケルめっき 
まず，超音波洗浄装置で，スルファミン酸浴を，50分間の超音波処理をしながら，50 ℃

まで加熱する。超音波処理後，ホットスターラ（HS-5BHSD，アズワン）で，スルファミン
酸浴を約50 ℃に維持する。表2-2に示すように，スルファミン酸浴の組成は，スルファミン
酸ニッケル29.8%，塩化ニッケル2%，ホウ酸2%である。次に，純度99.99%のニッケル棒
（ニラコ）とめっきを行う基板をパルス電源（Model 2401 Low-Voltage Source Meter，
Keithley）につなげ，スルファミン酸浴に浸漬し，基板表面にニッケル電解めっきを60分間
行い，レジスト開口部に約2.5 μmのニッケル膜を形成する。電流値は20 mAで，電圧印加
時間は0.001 s，印加オフの時間は0.001 sで，パルスめっきを行う。最後に，めっきした基
板を純水で1分間リンスする。 
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表2-2 スルファミン酸浴成分
薬品 スルファミン酸ニッケル 塩化ニッケル ホウ酸

スルファミン酸浴 29.8% 2% 2%

図2-2 マスク形状
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（7） レジスト除去 
まず，めっきした基板をアセトンとIPA変性アルコールで各々3分間の洗浄をする。次

に，スピンドライヤで基板を乾燥させる。最後に，恒温炉を用いて，90 ℃で1分間のベーク
を行う。 

（8） エッチング加工 
基板のエッチング加工法として，1.3.2節に述べた

RIE法を使用する。図2-3に，本研究で使用したマグ
ネトロンRIE法を採用したプラズマエッチング装置
（TEP-01，立山マシン）を示す。本装置は，本研究
室と共同で開発した装置である。図2-4に，エッチン
グ装置の概略図を示す。 

マグネトロンRIE法とは，図2-5に示すように，電
界（E）に直交方向に平行な磁界（B）を与えること
で，電子が電磁界によるローレンツ力を受け，電界と
磁界の直角な方向にサイクロイド曲線を描きながら移
動し，原子や分子との衝突率が増え，より高密度な
プラズマを得る方法である。この方法のメリットは，
低圧力でイオンの直進性を確保しながら，高密度の
プラズマを生成可能な点である。 

エッチング加工に使用する反応性ガスは業界でよ
く使用されるSF6を使用し，エッチング加工時間は30
分である。表2-3に詳しい加工条件を示す。 

（9） ニッケルを除去 
まず，ホットスターラを用いて，30 wt%硝酸を50 ℃まで加熱する。次に，エッチングし

た基板を硝酸に浸漬し，約5分後に取り出す。最後に，純水でリンスをする。 
なお，モリブデン（Mo）は硝酸に溶けるため，Mo上のニッケルマスクの除去は，硝酸を

使わずに熱衝撃を利用した物理的手法により剥離する。 

（10） Auを除去 
まず，基板をAuエッチング液に浸漬し，約3分後取り出す。次に，純水でリンスをする。

最後に，スピンドライヤで基板を乾燥する。Auエッチング液の成分は表2-4に示す。 
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図2-3マグネトロンRIE装置 
（立山科学との共同開発）
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表2-3 エッチング（RIE）加工条件
RIE process conditions

Plasma generate method Magnetron type CCP

Cathode temperature 20 ℃

Stage size Φ 90 mm

High frequency power 1.6 W/cm2

Reactive gas SF6

Gas flow 15 sccm

Process time 30 min

Chamber pressure 0.3 Pa

磁界

電子

電界

サイクロイド運動図2-5 サイクロイド運動

表2-4 Auエッチング液の成分
薬品 NH4I I2 水 エタノール

Auエッチング液 8 g 1.2 g 40 cc 60 cc

図2-4 エッチング装置の概略図
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2.4 マイナーメタルの微細加工面の評価方法 
本研究では，上記の節で述べた微細加工プロセスを用いて，5種類のマイナーメタルを

RIEで加工した。 
RIEのエッチング速度とエッチング選択比を評価するため，エッチング加工前に，触針式

段差計（SJ-400，ミツトヨ）を用いて，めっきしたニッケルのラインとスペースが100 μm
の部分と50 μmの部分を測定し，全部で９データ分の平均値を取る。エッチング加工後，
同じ方法を使って，データを測定し，平均値を取る。Auを除去後，同じ方法を使って，デー
タを測定し，平均値を取る。この3つの平均値の差を読み取り，エッチング速度とエッチン
グ選択比を算出する。 

RIEのエッチング加工均一性を評価するために，触針式段差計を用いて，微細加工を行っ
たマイナーメタルのエッチング加工面を測定する。さらに，SEM（Scanning Electron 
Microscope，走査型電子顕微鏡）を用いて，基板のラインとスペースが50 μmの部分を観
察する。 
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2.5 RIE加工法によるマイナーメタルの微細加工
結果 

2.5.1 チタンの加工結果 
RIEで30分加工したチタンの加工深さは約6 μmであり，エッチング速度は約0.17 μm/

min，側壁角度θは約72 °，加工表面粗さRaは約0.11 μm，ニッケルマスクとの選択比は約
13となった。図2-6に，SEM写真を示す。 

側壁角度がテーパーを有するが，加工表面粗さは優れていることがわかった。ただし，
エッチング速度が 0.17μm/minと遅い点が課題である。 
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図2-6 チタンの加工面と表面状態（RIE）
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2.5.2 チタン合金の加工結果 
RIEで30分加工したチタン合金の加工深さは約4.2 μmであり，エッチング速度は約0.14 

μm/min，側壁角度θは約70 °，加工表面粗さRaは約 0.1 μm，ニッケルマスクとの選択比
は約10となった。図2-7に，SEM写真を示す。 

加工速度が遅く，側壁にテーパーを有することがわかった。しかし，十分な平滑面が得ら
れた。 
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図2-7 チタン合金の加工面と表面状態（RIE）
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2.5.3 タンタルの加工結果 
RIEで30分加工したタンタルの加工深さは約10.8 μmであり，エッチング速度は約0.36 

μm/min，側壁角度θは約73 °，加工表面粗さRaは約0.23 μm，ニッケルマスクとの選択
比は約26となった。図2-8に，SEM写真を示す。 

加工速度が遅く，側壁がテーパーを有し，加工表面の粗さが課題であることがわかった。 
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図2-8 タンタルの加工面と表面状態（RIE）
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2.5.4 ニオブの加工結果 
RIEで30分加工したニオブの加工深さは約10.2 μmであり，エッチング速度は約0.34 

μm/min，側壁角度θは約70 °，加工表面粗さRaは約0.4 μm，ニッケルマスクとの選択比
は約25となった。図2-9に，SEM写真を示す。 

加工速度が遅く，側壁がテーパーを有し，加工表面粗さが課題であることがわかった。 
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図2-9 ニオブの加工面と表面状態（RIE）
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2.5.5 モリブデンの加工結果 
RIEで30分加工したモリブデンの加工深さは約5.4 μmであり，エッチング速度は約0.18 

μm/min，側壁角度θは約75 °，加工表面粗さRaは約0.04 μm，ニッケルマスクとの選択
比は約13となった。図2-10に，SEM写真を示す。 

加工表面粗さは優れているが，加工速度が遅く，側壁にテーパーがあることが課題である
ことがわかった。 
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図2-10 モリブデンの加工面と表面状態（RIE）
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2.6 おわり 
本章では，まず，本研究で使用した5種類のマイナーメタル材料（チタン，チタン合金，

タンタル，ニオブとモリブデン）の基板サイズと成分について説明した。次に，考案した本
研究でのマイナーメタルの微細加工プロセスについて説明した。最後に，微細加工したマイ
ナーメタルの加工面の評価方法および加工結果を示した。従来のRIEで加工した場合は，
エッチング速度が遅く，側壁にテーパーがあることが課題であることがわかった。 

次章では，それらの課題を解決するために本研究室で考案した熱アシスト型反応性イオン
エッチング（TRIE）加工法について説明する。 

38



第２章　マイナーメタルの微細加工プロセスおよびRIEによる加工結果

参考文献 
 Parker, E. R., et al. "Bulk micromachined titanium microneedles." Journal of 1

microelectromechanical systems 16.2 (2007): 289-295.
 Pypen, CMJ M., et al. "Characterization of microblasted and reactive ion etched surfaces on 2

the commercially pure metals niobium, tantalum and titanium." Journal of Materials Science: 
Materials in Medicine 8.12 (1997): 781-784.
 阿相英孝, 大舘広和, and 小野幸子. "ニオブアノード酸化皮膜の結晶化挙動と誘電特性の評価." 表面3

技術 55.12 (2004): 952-952.
 Hu, Jia, et al. "Inductively coupled plasma etching of bulk molybdenum." 2012 IEEE 25th 4

International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS). IEEE, 2012.
 Ha, Daewon, et al. "Molybdenum gate technology for ultrathin-body MOSFETs and 5

FinFETs." IEEE transactions on electron devices 51.12 (2004): 1989-1996.

39





第3章　熱アシスト型反応性イオンエッチング（TRIE）法の開発

第3章　熱アシスト型反応性イオンエッ
チング（TRIE）法の開発 

3.1 はじめに 
前章で述べたように，従来のRIE法でマイナーメタルを加工すると，エッチング速度が遅

く，側壁にテーパーがあることが課題である。それを改善するために，新しい加工法の開発
が必要である。 

本章においては，まず，3.2節と3.3節で，前章で述べたRIE法でマイナーメタルを微細加
工する時の課題と従来の解決策を紹介する。次に，3.4節と3.5節で，本研究室で考案した熱
アシスト型反応性イオンエッチング（TRIE）の原理とTRIE用自己加熱カソードの設計につ
いて説明する。最後に，3.6節と3.7節で，自己加熱カソードの評価方法と評価結果を説明す
る。 

3.2 マイナーメタルのRIEの課題とその原因 
前章の2.4節で述べたように，RIE法でマイナーメタルを加工した基板を評価すると，

エッチング速度が遅い点と側壁にテーパーを有する点が問題点になる。これは，マイナーメ
タルと反応性ガスの反応生成物の蒸発温度がシリコンの場合より高いためと考える。その理
由を説明するため，以下に，RIE法でシリコン材料を加工する時のエッチング反応のメカニ
ズムを説明する。 

シリコンのエッチング反応の過程は，図3-1に示すように，まず，プラズマ中のラジカル
がシリコン表面に拡散する。次に，加工面のラジカルがシリコンと反応して，反応生成物
（SiF4）が生成される。基板にマイナス電位が与えられるため，プラズマ中のイオンが加工
面に衝突し，反応がアシストされる。最後に，反応生成物が加工面から脱離し，シリコンが
エッチングされる。 

エッチング反応が進むにつれて，露出したシリコン側壁面にもラジカルとシリコンが反応
する。しかし，側壁面の法線方向のエッチング反応に対して，加工面の法線方向のエッチン
グ反応は，イオンの衝突により，エッチング反応にエネルギーが供給されるため，速くな
る。マスク材料とシリコン材料のエッチング選択性が無限大の場合，側壁面の法線方向の
エッチング速度が加工面の法線方向のエッチング速度に対して，ほぼ無視できる場合は，垂
直異方性のエッチング加工を行うことができる。側壁面の法線方向エッチング速度が速くな
ると，アンダーカットが形成され，逆に，エッチング速度が遅くなると，一定の傾斜角度
（テーパー）が形成される。 
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以下に，RIE法でマイナーメタルを加工すると，加工速度が遅く，側壁にテーパーがある
理由を説明する。 

表3-1に，シリコンとマイナーメタルの反応性ガスとの反応生成物，フッ化物の揮発温度
を示す。シリコンの-86 ℃に対して，チタンの蒸発温度が284 ℃，モリブデンの蒸発温度が
213 ℃，タンタルの蒸発温度が230 ℃，ニオブの蒸発温度が234 ℃であるため，RIE法でマ
イナーメタルを加工する場合，シリコンの場合より，反応生成物が蒸発にくいことがわか
る。 

上記の理由で，本研究で考案したマイナーメタル微細加工プロセスを用いて，マイナーメ
タルをエッチング加工を行った時，マイナーメタルと反応性ガスSF6の反応生成物（不揮発
性フッ化物）が，図3-2に示すように，加工面と側壁面を覆い，加工面の法線方向と側壁面
の法線方向のエッチング反応を妨害することが，エッチング速度が遅く，側壁に一定の傾斜
角度（テーパー）を形成する原因であることがわかった。 

次節で，従来のマイナーメタルの微細加工例と，不揮発性を持つ反応生成物の問題を解決
する方法およびその課題を紹介する。 

41

図3-1 シリコンのエッチング反応過程
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表3-1 シリコン、マイナーメタルの反応生成物の揮発温度
Material Reaction products Melting temp （℃） Boiling temp （℃）

Si SiF4 -90.2 -86

Ti
TiF3 950 - （ no data ）

TiF4 377 284 （ sublime ）

Mo

MoF3 >600 -

MoF4 decompose -

MoF5 67 213

MoF6 17.5 34

Ta TaF5 97 230

Nb

NbF3 - -

NbF4 >350 -

NbF5 80 234

図3-2 加工面と側壁面を覆う反応生成物

SFx+
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3.3 従来の解決策とその課題 
不揮発性を持つフッ化物（反応生成物）が引き起こす難加工性を改善する解決策として知

られているチタンとモリブデンの微細加工研究例をそれぞれ２つ紹介する。 
これまでに，難加工性材料であるチタンのRIE法による加工特性を改善する解決策とし

て，塩素ガス（Cl2）と保護膜（TiO2）形成用酸素ガス（O2）を交互に流すことで，側壁面
のエッチング速度と加工面のエッチング速度を一定の割合を保ちつつ，垂直異方性のエッチ
ング加工を実現する方法が知られている[ ]。そのほかの解決策として，誘導結合プラズマ1

（Inductively Coupled Plasma: ICP）を用いて，チタンの高速エッチング加工（約2 μm/
min）を実現する方法も知られている[ ]。 2

モリブデンをRIE加工する解決策として，Cl2とO2をエッチングガスとして，モリブデン薄
膜をエッチングする方法が知られている[ ]。そのほかの解決策として，ICP-RIEを用いて，モ3

リブデンを高速エッチング加工（約2.6 μm/min）する方法も知られている[ ]。 4

上記のチタンとモリブデンの微細加工研究例から，不揮発性を持つフッ化物の問題の解
決方法は大きく２つに分類されることがわかる。 

１つ目は，フッ素ガスの代わりに，塩素ガスを使用することで，揮発性を高く，高速
エッチングを可能にする方法である。塩素ガスは常温で活性であるため，フッ素ガスより金
属と反応しやすい。表3-2に，塩素ガスとチタン，モリブデンの反応生成物の揮発温度を示
す。チタンの場合では，塩化チタンの蒸発温度がフッ化チタンより低く，揮発性がより高い
ことがわかる。モリブデンの場合，フッ化モリブデンの種類が少なくても4種類以上あり，
さらに，ほぼ蒸発しない反応生成物が存在することに対して，塩化モリブデンは1種類しか
なく，蒸発温度が268 ℃で揮発性がより高いこともわかる。 

一方で，塩素ガスは毒性を持ち，人体に有毒である。常温で活性があり，エッチング装置
自体が腐食される危険性がある。安全性と操作性の面から，毒性がなく，常温で不活性の
フッ素ガスが優れている。 

２つ目は，高密度プラズマを形成できるICP-RIE装置を使う方法で，高速エッチングを可
能にする方法である。ICP-RIE装置は誘導結合プラズマ（ICP）をプラズマ源として使うRIE
装置である。誘導結合プラズマは反応性ガスに高電圧をかけることによってプラズマ化さ
せ，さらに，高周波数の変動磁場によってそのプラズマ内部に渦電流によるジュール熱を発
生させることによって得られる高温のプラズマである。通常のRIEプラズマの約1010個/cm3

の電子密度に対して，誘導結合プラズマの電子密度は約1011個/cm3で，約10倍の差がある。 
図3-3に，ICP-RIEの断面図を示す。また，図3-4に，プラズマ生成の原理を示す。エッチ

ングチャンバ上部の絶縁プレ一ト上には渦巻状の誘導コイルが設置される。誘導コイルには
13.56 MHzのプラズマ生成用RF電源が接続されている。コイルに高周波電流を流すと磁界
が励起される。この磁界によりチャンバ内に電界が励起され，高密度プラズマが発生する。
ICP-RIEと通常RIEの重要な違いは，下部電極には13.56 MHzのイオンエネルギ一制御用RF
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図3-4 プラズマ生成原理

図3-3 ICP-RIE装置の断面図
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電源が接続されることで，プラズマ形成と独立にイオンエネルギ一を制御することができる
[ ]。 5

ICP-RIE装置を用いてチタンあるいはモリブデンをエッチング加工すると，通常のRIEよ
り10倍高いプラズマ密度とより高い入射イオンエネルギ一により，加工面の高速エッチング
が実現できる。しかし，ICP-RIE装置は高価で大型の装置であるため，この方法を使用する
と，新しい加工装置・工程の導入には，既存設備の一新を伴うことがあり，研究者や企業技
術者にとって実施に大きな抵抗がある。 

そこで，本研究室は，上記の解決策の課題を克服するために，安全なSF6ガスと通常の
RIE装置に使用可能な熱アシスト型反応性イオンエッチング技術を考案した。次節で，その
原理について説明する。 
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表3-2 塩素ガスとチタン、モリブデンの反応生成物の揮発温度

Material Reaction products Melting temp （℃） Boiling temp （℃）

Ti
TiCl3 425 960

TiCl4 -24.12 136.45

Mo MoCl5 194 268



第3章　熱アシスト型反応性イオンエッチング（TRIE）法の開発

3.4 熱アシスト型反応性イオンエッチング
（TRIE）の原理 

熱反応性イオンエッチング（Thermally assisted Reactive Ion Etching: TRIE）とは，自
己加熱カソードをマグネトロンRIEシステムの陰極に置くことによって，基板の温度を選択
的かつ迅速に増加させて，エッチング速度を増加させる方法である。 

図3-5に示すように，通常のRIE装置では，エッチングチャンバーの中で電極間にRF 
powerを印加すると，約400～500 ℃のプラズマが発生し，陰極はプラズマからの熱輻射と
ラジカル・粒子の衝突より，エネルギーが得られる。 

本研究のマイナーメタルをエッチングする場合は，図3-6に示すように，陰極に伝熱を抑
制した特別なステージ（自己加熱カソード）を置くと，カソードが陰極の代わりにエネル
ギーを受け，温度が上昇する。一定の温度が到達できれば，エッチング加工中に生成した
フッ化物を蒸発でき，マイナーメタル基板を高速エッチング加工することが可能になる。 

次節で，本研究で設計した自己加熱カソードを紹介する。 
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図3-5 通常のRIE装置
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図3-6 熱アシスト型反応性イオンエッチングの原理
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3.5 自己加熱カソードの設計と解析 
表3-1に示したマイナーメタルの反応生成物の揮発温度，自己加熱カソードの材料とマグ

ネトロンRIE装置の冷却能を参考にし到達温度を200 ℃，250 ℃，300 ℃および350 ℃にな
るように自己加熱カソードを設計した。以下にその詳細を示す。 

3.5.1 自己加熱カソード解析に用いる関連の式 
ステージ温度は以下の熱力学的平衡式から求める[ ]。 6

ここで，kは材料の熱伝導率[W/mK]，Tf, Tb, Tsはステージ表面，裏面，表面周囲の温度
[K]，LはTfとTbの間の厚さ[m]，𝛆は放射率，𝛔= 5.7×10-8はステファン・ボルツマン定数[W/

m2K4]，ERは反応量[mol/m2s]，Δ𝗉はマイナーメタル基板材料の蒸気圧と真空系における分

圧との差，ΔH°はモルエンタルピー[J/mol]（1気圧），Qkinは熱流束のエネルギー[W/m2]で
ある。 

本研究のRIE装置の熱流速の測定は困難であるため，以下の式で近似計算を行った。 
ここで，aは装置定数，PはRF Power[W]，Aは自己加熱カソードの面積[m2]である。装

置定数aは実験値から計算し，0.7とした。 
解析過程における計算量を簡略化するため，設計・シミュレーション用ソフトウェア

Solidworks（Dassault Systems）を用いて，有限要素法で，自己加熱カソードの設計と到達
温度・熱応力の解析を行った[ , ]。 7 8

以下に，上記の式を用いて設計した2次元・3次元自己加熱カソードと温度・熱応力解析
結果を示す。 

3.5.2　2次元自己加熱カソード 
図3-7に，前節が述べたTRIE原理と設計・シミュレーション用ソフトウェアSolidworks

（Dassault Systems）を用いて，実際に設計した自己加熱カソード一つの例を示す。 
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伝熱を抑制するために，ビームを用いて，ステージを支持する。ビームの長さを長くする
ために，円周方向を利用し，さらに，熱応力も低減できるように設計した。カソードの材料
は純アルミ製で熱容量が小さいため，急速にカソード全体が加熱される。カソードの足部分
はRIE装置の陰極と接触するため，熱が逃げやすく，中央部の熱はビームによって熱伝導が
抑制されるため，カソード中央部の温度が熱平衡の状態まで急激に上昇し，一定温度にな
る。中央部分の到達温度はカソードの材料，ビームの本数，ビームの長さ，ビームの断面積
とRF powerなどに依存するため，ビームのパラメータを調整することで，目標の到達温度
が得られる。 

図3-8に，200 ℃，250 ℃と300 ℃に対応するビームの本数（N）が7本，5本と4本の自
己加熱カソードの設計概略図を示す。設計が完了した後，Solidworksソフトを用いて，到達
温度と最大熱応力の解析シミュレーションを行った。表3-3に示すように，シミュレーショ
ン条件は，熱伝導率k=218 W/mK，投入熱流速Qin=11000 W/m2，初期温度TbとTs=293 
K，放射率は0.4である。 

図3-9に，自己加熱カソード（N=7, 5, 4）の到達温度・温度分布と最大熱応力の解析シ
ミュレーションの結果を示す。到達温度は約220 ℃，255 ℃および310 ℃で，温度分布が5 
℃以内であることがわかった。最大熱応力は約33～51 MPaであり，純アルミ（A1100）の
降伏応力99.3 MPaより低く，許容範囲内であることもわかった。 

3.5.3　3次元自己加熱カソード 
上記の２次元自己加熱カソードの中央部の面積が狭く，加工できる基板サイズが狭い課題

がある。大面積に対応するため，カソード上にさらに大きな面積なステージを有する３次元
形状の自己加熱カソードを考案した。350 ℃に対応するため，純アルミより熱伝導率が低
く，強度が高いアルミ合金（A5052）をカソード材料として使用した。 

図3-10に，350 ℃に対応する３次元形状の自己加熱カソードの設計概略図を示す。設計
が完了した後，Solidworksソフトを用いて解析シミュレーションを行った。表3-4に示すよ
うに，シミュレーション条件は，熱伝導率k=137 W/mK，投入熱流速Qin=9900 W/m2，初
期温度TbとTs=293 K，放射率は0.4である。 

図3-11に，３次元自己加熱カソードの到達温度・温度分布と最大熱応力の解析シミュ
レーションの結果を示す。到達温度は約350 ℃で，温度分布が5 ℃以内であることがわかっ
た。最大熱応力は約76 MPaであり，アルミ合金（A5052）の降伏応力195 MPaより低く，
許容範囲内であることもわかった。 

次節で，設計した自己加熱カソードの到達温度を測定する方法を紹介する。 
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図3-8 自己加熱カソードの設計概略図

図3-7 自己加熱カソードの例

表3-3 シミュレーション条件
熱伝導率　k 218 W/mK

投入熱流速　Qin 11000 W/m2

初期温度　TbとTs 293 K
放射率 0.4
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図3-9 自己加熱カソードの解析結果（N=7,5,4）
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図3-10 ３次元形状の自己加熱カソードの設計概略図

表3-4 シミュレーション条件

熱伝導率　k 137 W/mK

投入熱流速　Qin 9900 W/m2

初期温度　TbとTs 293 K

放射率 0.4

図3-11 ３次元自己加熱カソードの解析結果
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3.6 自己加熱カソードの温度測定評価方法 
自己加熱カソードの到達温度は，サーモラベルを用いて測定する。サーモラベルは，特

定温度で変色し，一度変色すると，元の色に戻らない不可逆性示温材である。その特性を利
用すると，TRIE加工における自己加熱カソードの到達温度を測定できる。 

本研究は，測定したい温度範囲に合わせるために，VL-120，VL-140，VL-180，G-1，
G-2（日油技研工業），MN-Y，MN-Z（ミクロン）7種類のサーモラベルを用いて，自己カ
ソードの到達温度を測定した。 

以下に，測定方法について説明する。まず，図3-12に示すように，自己加熱カソードの中
央部の裏面に，サーモラベルとポリイミド製耐熱テープ（サーモラベルを保護するため）を
貼り付け，脚部の裏面に，真空グリース（東レ・タウコーニング）を塗布し，マグネトロン
RIE装置の陰極上に固定した。次に，マグネトロンRIE装置を起動し，プラズマを発生させ
る。到達温度を評価するために，5分，10分，15分，20分，25分と30分とプラズマを立て
る時間を変えた。表3-5に，自己加熱カソードの到達温度測定条件を示す。２次元自己加熱
カソードの場合，RF Powerは1.6 W/cm2である。３次元自己加熱カソードの場合，RF 
Powerは1.4 W/cm2である。最後に，実験後に自己加熱カソードの裏面のサーモラベルの色
を確認することで，到達温度を評価した。次節で，測定した結果について説明する。 

3.7 自己加熱カソードの温度測定結果 
図3-13に，自己加熱カソード（５本）の昇温特性のシミュレーション結果と実際に測定

した結果を示す。実際の到達温度はシミュレーションの結果はほぼ一致することがわかっ
た。その他の自己加熱カソードの昇温特性を図3-14に示す。２次元自己加熱カソードの温度
はプラズマ発生から10分で安定したことに対して，３次元自己加熱カソードの温度は安定ま
で約15分かかった。これは３次元自己加熱カソードの熱容量が２次元自己加熱カソードより
約2倍大きいためと考えられる。 
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表3-5 自己加熱カソードの到達温度測定条件
Plasma generate method Magnetron type CCP

Cathode temperature 20 ℃

High frequency power 1.4（3D） or 1.6（2D） W/cm2

Reactive gas SF6

Gas flow 15 sccm

Process time 5, 10, 15, 20, 25, 30 min

Chamber pressure 0.3 Pa

図3-12 サーモラベルの位置
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図3-14 自己加熱カソード（２次元・３次元）の昇温特性

図3-13 自己加熱カソード（５本）の昇温特性
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3.8 TRIE技術のDesktop-RIE装置への適用 
異なるRIE装置におけるTRIE技術の適用性を検証するために，本研究では，本研究室が

開発したDesktop-RIE装置用の自己加熱カソードを設計し，温度シミュレーションと評価を
行った。 

図3-15に，本研究室が開発した低コスト
Desktop-RIE装置を示す。本装置は研究開発用
に特化した3インチ対応とし，従来の装置と比

較し大幅に小型化した。⾼密度プラズマ源は

Nd-Fe-B系永久磁石を用いたマグネトロンプラズ

マを使用する。特に，排気系は排気速度の小型
TMPと小容量の真空チャンバーを採用し，実効

ガス滞留時間は5 msec以下となり，従来の装置

より，反応生成物をチャンバー内に迅速に排出
できる。 

図3-16に，Desktop-RIE装置用3次元自己加
熱カソードの設計概略図を示す。さらに，３次
元自己加熱カソードの熱容量を低減し，TRIEの
生産効率を向上するために，図3-17に示す熱容
量を低減した脱着型の自己加熱カソードも設計
した。これらの自己加熱カソードの温度シミュ
レーションと評価も行った。 

図3-18に，３次元自己加熱カソードと脱着
式の自己加熱カソードの昇温特性を示す。2つの自己加熱カソードは全部昇温できるため，
本研究室が開発したTRIE技術は異なる装置に使用できることがわかった。さらに，３次元
自己加熱カソードより，脱着型の自己加熱カソードは短時間で，より高温にできることも確
認した[ ]。 9
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図3-15 Desktop-RIE装置 
（本研究室開発）
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図3-17 Desktop-RIE装置用脱着型の自己加熱カソード 
（本研究室の桐生氏との共同研究）

図3-16 Desktop-RIE装置用3次元自己加熱カソード 
（本研究室の大川氏との共同研究）
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3.9 おわり 
本章では，まず，マイナーメタルのRIE加工時に発生する不揮発性を持つ反応生成物の課

題と従来の解決策について紹介した。次に，本研究室で考案した熱アシスト型反応性イオン
エッチング（TRIE）の原理とTRIE用2次元自己加熱カソードと3次元自己加熱カソードの設
計と解析について説明した。本カソードでは，加工ステージを支えるビームにより，伝熱を
抑制し，加工ステージ温度を300 ℃以上に昇温し，揮発性を高めることができる。その後，
本カソードの評価方法と評価結果を説明した。最後に，異なるRIE装置を利用して，TRIE技
術の汎用性を確認した。 

次章では，本研究室が開発したTRIEを用いて，マイナーメタルの微細加工を行った結果
および考察を示す。 
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図3-18 卓上型RIE装置用自己加熱カソードの昇温特性 
（本研究室の大川氏，桐生氏との共同研究）
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第4章　TRIEを用いたマイナーメタルの
微細加工実験の結果と評価 

4.1 はじめに 
本章においては，前章で述べた熱アシスト型反応性イオンエッチング（TRIE）技術を用

いて，1.5節で述べた5種類のマイナーメタルの微細加工を行った結果と評価を示す。 
マイナーメタルの微細加工プロセスは2.3節で述べた微細加工プロセスを使用したが，

エッチング加工として，RIEではなくTRIEを使用した。到達温度が210 ℃，250 ℃および
300 ℃の２次元自己加熱カソードと，到達温度が350 ℃の３次元自己加熱カソードを使用し
た。TRIEで加工したマイナーメタル基板は2.4節で述べた微細加工面の評価方法に従い，
エッチング深さ，エッチング速度，エッチング選択比，加工面の表面粗さおよび側壁の角度
を測定し，評価を行った。 

以下に，4.2節～4.6節で，チタン（Ti），チタン合金（Ti alloy），タンタル（Ta），ニ
オブ（Nb）およびモリブデン（Mo）のそれぞれの実験結果と評価結果について説明する。
4.7節で，各々のマイナーメタルの加工特性をまとめて説明する。 

4.2 チタン（Ti）の加工結果 

4.2.1 TRIE（210 ℃）の実験結果 
TRIE（210 ℃）で30分加工したチタンの加工深さは約10.8 μmであり，エッチング速度

は約0.36 μm/min，側壁角度θは約85 °，加工表面粗さRaは約0.1 μm，ニッケルマスク
との選択比は約28となった。図4-1に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

RIEの場合と比較すると，TRIE（210 ℃）でチタンを加工した時，エッチング速度が約2
倍速くなり，側壁角度が垂直に近くなり，加工表面の均一性が良いことがわかった。また，
ニッケルマスクとの選択比も約2倍に向上した。しかし，チタンの加工表面に浅い溝（結晶
粒界）が発生する課題がある。これは，チタン基板材料内に微小結晶粒が存在するため，
TRIE加工法の問題ではないと考えられる。 
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4.2.2 TRIE（250 ℃）の実験結果 
TRIE（250 ℃）で30分加工したチタンの加工深さは約16.8 μmであり，エッチング速度

は約0.56 μm/min，側壁角度θは約90 °，加工表面粗さRaは約0.28 μm，ニッケルマスク
との選択比は約47となった。図4-2に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIE（210 ℃）の場合と比較すると，TRIE（250 ℃）の加工速度，選択比，側壁角度が
改善したが，前述の理由で，加工表面に深い溝（結晶粒界）が見られた。 

4.2.3 TRIE（300 ℃）とTRIE（350 ℃）の実験結果 
TRIE（300 ℃）で30分加工したチタンの加工深さは約19.5 μmであり，エッチング速度

は約0.65 μm/min，側壁角度θは90 °以上となり，加工表面粗さRaは約0.3 μm，ニッケ
ルマスクとの選択比は約55となった。図4-3に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIE（350 ℃）で30分加工したチタンの加工深さはTRIE（300 ℃）と同じ約19.5 μm
であり，エッチング速度も約0.65 μm/min，側壁角度θは90 °以上となり，加工表面粗さ
Raは約0.31 μm，ニッケルマスクとの選択比は約55となった。図4-4に加工面と表面状態の
SEM写真を示す。 

TRIEの温度が300 ℃と350 ℃の場合，チタンのエッチング速度がほぼ同じとなったが，
TRIE（250 ℃）より速くなった。これは，TRIEにより，チタンのエッチング速度が増加す
る温度限界が250～300 ℃にあるためと考えられる。それ以上の向上のためには，プラズマ
密度を上げるなどの方法が必要だと考えられる。 

側壁にアンダーカットが発生したことは，温度の上昇により，側壁面の法線方向のエッチ
ング速度が速くなり，加工面の法線方向のエッチング速度と一定の割合を保つことができな
くなるためと考えられる。 

加工表面がより粗くなる理由は２つある。1つ目はチタン内部に微小結晶粒界があるこ
と，2つ目は高エッチング速度によりマイクロマスクとの選択比が高くなるためと考えられ
る。 

4.2.4 TRIE実験結果のまとめ 
チタンに対して，TRIEの加工速度がRIEより約2～4倍に向上でき，ほぼ垂直な側壁角度

も得られた。しかし，深くエッチングすると，チタン内部の微小結晶粒界が現れ，加工面が
粗くなる課題がある。 
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図4-2チタンの加工面と表面状態（TRIE 250 ℃）

図4-1 チタンの加工面と表面状態（TRIE 210 ℃）
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4.3 チタン合金（Ti alloy）の加工結果 
チタン合金には，Alが 6%，Vが4%含まれており，特にAlは，フッ素ガスと不揮発性の反

応生成物の生み出すために，チタンよりもさらに加工特性が劣化すると考えられる。 

4.3.1 TRIE（210 ℃）の実験結果 
TRIE（210 ℃）で30分加工したチタン合金の加工深さは約6.9 μmであり，エッチング

速度は約0.23 μm/min，側壁角度θは約74 °，加工表面粗さRaは約0.1 μm，ニッケルマ
スクとの選択比は約19となった。図4-5に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

RIEの場合と比較すると，加工速度は改善したが不十分であり，側壁がテーパー形状と
なった。TRIEの温度をさらに高温にする必要がある。 
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図4-4 チタンの加工面と表面状態（TRIE 350 ℃）

図4-3 チタンの加工面と表面状態（TRIE 300 ℃）
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4.3.2 TRIE（250 ℃）の実験結果 
TRIE（250 ℃）で，30分加工したチタン合金の加工深さは約7.5 μmであり，エッチン

グ速度は約0.25 μm/min，側壁角度θは約76 °，加工表面粗さRaは約0.07 μm，ニッケル
マスクとの選択比は約21となった。図4-6に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIE（210 ℃）の場合と比較すると，TRIE（250 ℃）の加工速度はわずかに改善した
が，側壁面にはまだテーパーがあり，さらなる改善が必要である。 

4.3.3 TRIE（300 ℃）とTRIE（350 ℃）の実験結果 
TRIE（300 ℃）で，30分加工したチタン合金の加工深さは約8.4 μmであり，エッチン

グ速度は約0.28 μm/min，側壁角度θは約80 °，加工表面粗さRaは約0.1 μm，ニッケル
マスクとの選択比は約23となった。図4-7に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIE（350 ℃）で，30分加工したチタン合金の加工深さは約8.7 μmであり，エッチン
グ速度は約0.29 μm/min，側壁角度θは約84 °，加工表面粗さRaは約0.13 μm，ニッケル
マスクとの選択比は約24となった。図4-8に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIEの温度が300 ℃と350 ℃の場合，チタン合金のエッチング速度はTRIE（250 ℃）よ
り速くなったが，エッチング速度がほぼ等しい結果となった。これはチタンの場合と同じ
く，エッチング速度を増加する温度限界が250～300 ℃にあるためと考える。さらに，アル
ミとフッ素ガスとの反応生成物の蒸発温度が高いため，エッチング速度が遅いと考えられ
る。TRIE温度が350 ℃の場合，垂直に近い側壁が得られることがわかった。加工表面が少
し粗くなるが，チタンの場合より平滑になり，微小粒界が見られなかった。 

4.3.4 TRIE実験結果のまとめ 
チタン合金に対して，TRIEの加工速度はRIEの加工速度と比較すると約2倍向上したが，

チタンの場合と比べると，加工速度があまり改善されていない。これは，チタン合金内部に
アルミが存在するためと考えられる。アルミとフッ素ガスとの反応生成物AlF3の蒸発温度は
1276 ℃で，TRIE加工中の温度では蒸発できないため，加工中に生成したAlF3は保護膜にな
り，加工面と側壁面を覆い加工を妨害し，加工速度が低下する。一方，AlF3による加工表面
の保護で，加工表面がチタンより平滑になり，アンダーカットが発生しなかったことがわ
かった。なお，チタン合金内部のVの反応生成物VF5の蒸発温度は48 ℃で，VF3は昇華状態
であるため，AlF3が主な不揮発性生成物と考えられる。 
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図4-6 チタン合金の加工面と表面状態（TRIE 250 ℃）

図4-5 チタン合金の加工面と表面状態（TRIE 210 ℃）
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4.4 タンタル（Ta）の加工結果 

4.4.1 TRIE（210 ℃）の実験結果 
TRIE（210 ℃）で30分加工したタンタルの加工深さは約15.6 μmであり，エッチング速

度は約0.52 μm/min，側壁角度θは約90 °，加工表面粗さRaは約0.15 μm，ニッケルマス
クとの選択比は約43となった。図4-9に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

RIEの場合と比較すると，加工深さと側壁角度が改善したが，加工表面には，段差計が測
定不能の凸凹（グラス構造）が見られる。側壁面を観察すると，アンダーカットされた箇所
においても，微小な凹凸があることから，金属内部の微結晶粒界が関わると考えられる。 

4.4.2 TRIE（250 ℃）の実験結果 
TRIE（250 ℃）で30分加工したタンタルの加工深さは約20.7 μmであり，エッチング速

度は約0.69 μm/min，側壁角度θは約90 °，加工表面粗さRaは約0.8 μm，ニッケルマス
クとの選択比は約58となった。図4-10に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 
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図4-8 チタン合金の加工面と表面状態（TRIE 350 ℃）

図4-7 チタン合金の加工面と表面状態（TRIE 300 ℃）
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TRIE（210 ℃）の場合と比較すると，加工速度が改善したが，加工表面粗さがより高く
なった。前述した原因により，発生した凹凸部の凸部の斜面にイオンが入射し反射され，よ
り大きな凹凸になったと考えられる。 

4.4.3 TRIE（300 ℃）とTRIE（350 ℃）の実験結果 
TRIE（300 ℃）で30分加工したタンタルの加工深さは約21 μmであり，エッチング速度

は約0.7 μm/min，側壁角度θは90 °以上となり，加工表面粗さRaは約0.9 μm，ニッケル
マスクとの選択比は約58となった。図4-11に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIE（350 ℃）で30分加工したタンタルの加工深さは約28.8 μmであり，エッチング速
度は約0.96 μm/min，側壁角度θは90 °以上となり，表面粗さRaは約0.37 μm，ニッケル
マスクとの選択比は約80となった。図4-12に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIEの温度が300 ℃の場合，タンタルの加工速度，加工表面粗さなどはTRIE（250 ℃）
とほぼ同じが，TRIEの温度が300 ℃を超えると，加工速度が急激に上昇し，側壁にも大き
なアンダーカットが発生する現象を見出した。その理由は，以下のように説明できる。ま
ず，3.2節が述べたように，RIE法では，側壁面の法線方向のエッチング反応に対して，加工
面の法線方向のエッチング反応については，加工対象の材料を活性化状態にするためのエネ
ルギーがイオンアシストにより提供されるために，加工面の反応速度が側壁面より速くなる
ことが知られている。ここで，300 ℃以下の場合は，このイオンアシストがないため側壁面
の反応が遅くなると考えられるが，300℃以上の場合は，図4-13に示すように，加工対象の
材料を活性化するエネルギーは熱だけで十分となり，加工面の法線方向と側壁面の法線方向
のエッチング速度が共に急激に上昇し，アンダーカットが発生したと考えられる。 

4.4.4 TRIE実験結果のまとめ 
タンタルに対して，TRIEの加工速度はRIEより約2～3倍向上したが，加工表面が粗く

なった。チタンの場合と比べると，タンタルのフッ化物の揮発温度はより低いため，TRIE
加工より垂直に近い側壁が得られた。TRIEの温度が300 ℃を超えると，急激に加工速度が
上昇し，側壁にアンダーカットが発生する現象も見出した。300 ℃以上では，イオンアシス
トなしで，熱エネルギーだけでエッチング反応が進むためと考えられる。 
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図4-10 タンタルの加工面と表面状態（TRIE 250 ℃）

図4-9 タンタルの加工面と表面状態（TRIE 210 ℃）
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図4-13 エッチング反応中のエネルギ変化

図4-12 タンタルの加工面と表面状態（TRIE 350 ℃）

図4-11 タンタルの加工面と表面状態（TRIE 300 ℃）
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4.5 ニオブ（Nb）の加工結果 

4.5.1 TRIE（210 ℃）の実験結果 
TRIE（210 ℃）で30分加工したニオブの加工深さは約18 μmであり，エッチング速度は

約0.6 μm/min，側壁角度θは約90 °，加工表面粗さRaは約0.24 μm，ニッケルマスクと
の選択比は約50となった。図4-14に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 
RIEの場合と比較すると，加工速度と側壁角度が改善したが，加工表面粗さが良くないこ

とが課題であることがわかった。側壁面を観察すると，アンダーカットされた箇所において
も，タンタルと同じく微小な凹凸があることから，金属内部の微結晶粒界が関わると考えら
れる。 

4.5.2 TRIE（250 ℃）の実験結果 
TRIE（250 ℃）で30分加工したニオブの加工深さは約23.4 μmであり，エッチング速度

は約0.78 μm/min，側壁角度θは約90 °，加工表面粗さRaは約0.65 μm，ニッケルマスク
との選択比は約65となった。図4-15に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIE（210 ℃）の場合と比較すると，加工速度が改善したが，加工表面がより粗くなっ
たことがわかった。前述した原因により，タンタルと同じく，より大きな凹凸になったと考
えられる。 

4.5.3 TRIE（300 ℃）とTRIE（350 ℃）の実験結果 
TRIE（300 ℃）で30分加工したニオブの加工深さは約25.5 μmであり，エッチング速度

は約0.85 μm/min，側壁角度θは約90 °，加工表面粗さRaは約0.7 μm，ニッケルマスク
との選択比は約70となった。図4-16に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIE（350 ℃）で30分加工したニオブの加工深さは約33.6 μmであり，エッチング速度
は約1.12 μm/min，側壁角度θは90 °以上となり，加工表面粗さRaは約0.36 μm，ニッケ
ルマスクとの選択比は約93となった。図4-17に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIEの温度が300 ℃の場合，ニオブの加工速度はTRIE（250 ℃）より速くなり，加工表
面がより粗くなり，側壁には小さなアンダーカットが形成した。さらに，350 ℃で加工する
と，上記のタンタルの場合と同じ理由で，加工面と側壁面の加工速度が急激に上がり，側壁
には大きなアンダーカットが形成された。表面粗さはアンダーカットにより，凸部が消失
し，滑らかになった。 
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4.5.4 TRIE実験結果のまとめ 
ニオブに対して，TRIEの加工速度はRIEより約2～4倍向上したが，加工表面が粗くなっ

た。ニオブのフッ化物の揮発温度はタンタルと近く，また，ニオブとタンタルの化学的性質
が近いことが知られている。このため，TRIEの加工特性も類似しており，300～350 ℃の範
囲で，イオンアシストなしで，熱エネルギーだけでエッチング反応が進むことで，加工速度
が急激に上がったと考えられる。また，表面粗さについても，金属内部の微結晶粒による凹
凸の発生がタンタルと同様に見られた。 
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図4-14 ニオブの加工面と表面状態（TRIE 210 ℃）
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図4-17 ニオブの加工面と表面状態（TRIE 350 ℃）

図4-16 ニオブの加工面と表面状態（TRIE 300 ℃）

図4-15 ニオブの加工面と表面状態（TRIE 250 ℃）
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4.6 モリブデン（Mo）の加工結果 

4.6.1 TRIE（210 ℃）の実験結果 
TRIE（210 ℃）で30分加工したモリブデンの加工深さは約7.2 μmであり，エッチング

速度は約0.24 μm/min，側壁角度θは約80 °，加工表面粗さRaは約0.18 μm，ニッケルマ
スクとの選択比は約20となった。図4-18に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

RIEの場合と比較すると，加工速度と側壁速度は改善したがまだ不十分だった。加工表面
粗さについては十分に小さい値を得た。 

4.6.2 TRIE（250 ℃）の実験結果 
TRIE（250 ℃）で30分加工したモリブデンの加工深さは約12.9 μmであり，エッチング

速度は約0.43 μm/min，側壁角度θは約90 °，加工表面粗さRaは約0.11 μm，ニッケルマ
スクとの選択比は約36となった。図4-19に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIE（210 ℃）の場合と比較すると，加工速度，側壁角度および加工表面粗さが十分改
善した。 

4.6.3 TRIE（300 ℃）とTRIE（350 ℃）の実験結果 
TRIE（300 ℃）で30分加工したモリブデンの加工深さは約15 μmであり，エッチング速

度は約0.5 μm/min，側壁角度θは90 °以上となり，加工表面粗さRaは約0.21 μm，ニッ
ケルマスクとの選択比は約42となった。図4-20に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIE（350 ℃）で30分加工したモリブデンの加工深さは約29.7 μmであり，エッチング
速度は約0.99 μm/min，側壁角度θは90 °以上となり，加工表面粗さRaは約0.15 μm，
ニッケルマスクとの選択比は約83となった。図4-21に加工面と表面状態のSEM写真を示す。 

TRIEの温度が300 ℃の場合，加工速度がTRIE（250 ℃）より速くなり，加工表面がより
粗くなり，側壁には小さなアンダーカットが形成された。しかし，TRIE（350 ℃）で加工す
ると，前述のタンタルとニオブの場合と同じ理由で，加工面の加工速度が急激に上がり，側
壁には大きなアンダーカットが形成した。 

4.6.4 TRIE実験結果のまとめ 
モリブデンに対して，TRIEの加工速度はRIEより約1.6～5倍向上したが，加工表面が比較

的にきれいになった。モリブデンのフッ化物は，少なくとも４種類あり，揮発がほぼしない
ものがあるため，加工速度が少し遅くなった。しかし，300度を超えると，急激に加工速度
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が上昇する現象が発見した。300～350 ℃の範囲で，タンタル，ニオブと同様に，イオンア
シストなしで，熱エネルギだけで反応が進むためと考えられる。 
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図4-18 モリブデンの加工面と表面状態（TRIE 210 ℃）
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図4-21 モリブデンの加工面と表面状態（TRIE 350 ℃）

図4-20 モリブデンの加工面と表面状態（TRIE 300 ℃）

図4-19 モリブデンの加工面と表面状態（TRIE 250 ℃）
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4.7 マイナーメタルの加工特性 
図4-22～図4-25に各々のマイナーメタルのRIE・TRIE加工速度，加工後の側壁角度，

ニッケルマスクとの選択比，加工後の加工表面粗さを示す。 
各々のマイナーメタルのTRIEの加工速度はRIEの加工速度と比較し，チタンは約3.6倍，

チタン合金は約2倍，タンタルは約2.7倍，ニオブは約3.3倍，モリブデンは約5.8倍高くなる
ことがわかった。金属の種類によってTRIEの効果は異なるが，本研究室で開発したTRIE技
術により，マイナーメタルのエッチング速度が大幅に改善された[ , , , ]。 1 2 3 4

ただし，表面粗さが大きくなる，側壁にアンダーカットが形成するなどの課題も見られ
た。アンダーカットは温度とRF Powerの調節で改善できると考えられる。表面粗さについ
ては，ArガスあるいはC4F8ガスの添加で改善できると考えられる（詳しくは，第5章を参
照）。 
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図4-22 マイナーメタルのエッチング速度
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図4-23 マイナーメタルの側壁角度

図4-24 マイナーメタルのエッチング選択比
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4.8 おわり 
本章では，まず，開発したTRIE技術を用いて，5種類のマイナーメタル材料の微細加工を

行った結果を示した。その後，各々のマイナーメタルのエッチング深さ，エッチング速度，
エッチング選択比，加工面の表面粗さおよび側壁の角度などの加工特性を評価し，まとめて
説明した。各々のマイナーメタルのTRIEの加工速度はRIEの加工速度と比較し，チタンは約
3.6倍，チタン合金は約2倍，タンタルは約2.7倍，ニオブは約3.3倍，モリブデンは約5.8倍
高くなり，TRIE技術により，マイナーメタルのエッチング速度が大幅に改善されたことがわ
かった。ただし，表面粗さが大きくなり，側壁にアンダーカットが形成するなどの課題も見
られた。 

次章では，開発したマイナーメタルの微細加工用TRIE技術を用いて，タフなMEMSへの
応用，インプリント用マイクロモールドの開発について説明する。 
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図4-25 マイナーメタルの加工表面粗さ
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第5章　マイナーメタルのタフなMEMS
への応用 

5.1 はじめに 
現在，マイナーメタルをMEMS材料として扱う取り組みは1.6節で述べたように，第一段

階の材料とその特性は既に発見されているが，第二段階の微細加工技術についてはまだ研究
中のため，第三段階の製品開発と第四段階の実用化までは至ってない状況である。 

そこで，本研究は，第三段階に入るために，開発したマイナーメタルの微細加工用熱アシ
スト型反応性イオンエッチング（TRIE）技術を用いて，タフなMEMSへの応用，インプリン
ト用マイクロモールドの開発を行った。 

本章においては，まず，開発したマイクロモールドについて説明する。次に，開発したマ
イクロモールドを用いて，転写実験を行った結果について述べる。 

5.2 インプリント技術 
インプリント技術とは，図5-1に示すように，従来の露光装置を使わずに，作製したマイ

クロモールドを樹脂の薄膜にプレスと離型することで，マイクロモールドのマイクロナノ構
造を樹脂に一括で転写する技術である[ ]。図5-2[ ]にマイクロモールドと転写された樹脂の形1 2

状を示す。 
インプリントは主に光インプリントと熱インプリント2種類に分類される。以下に，この

2つのインプリント技術について説明する。 

5.2.1 光インプリント 
光インプリントのプロセスは図5-3に示すように，まず，基板表面に光（UV）硬化性樹脂

を均一に塗布する。次に，石英ガラスなど透明のマイクロモールドを基板に押し当て，一定
の圧力をかけて，モールドを通して紫外線照射し，樹脂を硬化させる。最後に，樹脂を硬化
させてから，マイクロモールドを離型することで樹脂表面にマイクロナノ構造・パタンを形
成する。 

光インプリントの加工対象は光硬化性樹脂に限定され，マイクロモールドを通して光（紫
外線）照射が必要のため，石英ガラスなど透明性があるマイクロモールド材料が要求され
る。加工対象は熱ではなく光で硬化させるため，加熱・加圧条件は25 ℃程度の室温，0.1 
MPaの低圧で十分である。 
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5.2.2 熱インプリント 
熱インプリントのプロセスは図5-4に示すように，まず，熱可塑性樹脂，低融点ガラスな

どの基板材料を軟化するまで加熱する。次に，マイクロモールドを樹脂基板に押し当て，一
定時間圧力をかける。最後に，冷却後に離型することで樹脂基板表面にマイクロナノ構造を
形成する。 

熱インプリントによく使用されるモールド材料はシリコンとニッケルであり，加熱・加
圧条件は100 ℃以上の高温と10 MPa程度の高圧である。光インプリントと比較すると，熱
インプリントは加工材料の範囲が広い，冷却により離型もしやすいなどの利点がある。しか
し，加圧・加熱条件が厳しいため，熱膨張の影響で転写パターンの精度制御性が光インプリ
ントより悪く，マイクロモールドも壊れやすく，使用寿命が短いなどの欠点がある。表5-1
には熱インプリントと光インプリントの比較を示す。 

光インプリントと熱インプリントは両方共に，マイクロモ一ルドを剥がす離型のプロセス
が必要であり，離型しやすくするために，マイクロモ一ルドをプレスする前に，表面には
フッ素系樹脂の離型剤をコ一ティングする必要がある。 

フォトリソグラフィ法とインプリント法の比較 
1.3.3節で説明したように，従来のフォトリソグラフィ技術はレジスト塗布，プリベー

ク，露光，現像，ポストベークなど様々なプロセスがある。図5-5[ , ]に示すように，従来の34

フォトリソグラフィ技術と比較すると，インプリント技術はスピンコート不要，現像不要の
ため，プロセスが簡単，化学薬品の使用量が少ないため，環境負荷も小さく，そして低コス
トで超微細パターン形成可能など様々な利点がある。 

しかし，転写されるパターンはマイクロモールドのパターンで決まるため，マイクロモー
ルドには，微細かつ高アスペクト比の構造が要求される。ゆえに，インプリント用マイクロ
モールドは通常のフォトリソグラフィ用フォトマスクより高精度な加工技術が要求される。
従って，マイクロモールドの加工技術がインプリントのキー技術である[ ]。 5

次節で，従来の熱インプリント用シリコンマイクロモールドとニッケルマイクロモールド
について説明する。 
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図5-2 マイクロモールドと転写された樹脂の形状[2]

図5-1 インプリント技術

図5-4 熱インプリントのプロセス

図5-3 光インプリントのプロセス
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図5-5 フォトリソグラフィとインプリントの比較[3,4]

表5-1 熱インプリントと光インプリントの比較
項目 熱インプリント 光インプリント

解像度 10 nm以下 10 nm以下

加工対象 熱可塑性樹脂，低融点ガラスなど 光硬化性樹脂

モールド材料 シリコン，ニッケル，SiCなど 石英ガラスなど

プロセス条件 高温（100 ℃以上） 
高圧（～10 MPa程度） 室温・低圧（～0.1 MPa程度）

長所
離型しやすい 

加工材料の範囲が広い
精度が高い 

アライメントがやすい

短所 モールドが壊れやすい 
精度制御性が悪い

モールドの透明性が要求される 
離型が難しい
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5.3 従来のマイクロモールドとその課題 
現在，世界で最もよく使われている熱インプリント用マイクロモールド材料は，シリコン

とニッケルである。図5-6[ ]に，シリコンマイクロモールドとニッケルマイクロモールドを示6

す。以下に，シリコンマイクロモールドとニッケルマイクロモールドの長所と短所について
説明する。 

シリコンをマイクロモールドの材料として使う長所は，微細加工技術が成熟しているの
で，微細かつ高アスペクト比構造の作製が簡単であり，さらに加工精度が高いことである。
一方，脆性の材料であり，破壊靭性が低く，脆くて壊れやすく，曲面への転写が不可能な短
所がある。 

ニッケルをマイクロモールドの材料として使う長所は，シリコンより破壊靭性が高くて壊
れにくい，さらに金属として弾性があるため，曲面への転写が可能なことである。しかし，
転写パターンの精度が悪く，さらに生産コストが高く，三次元形状の転写が不可能な短所が
ある。 

上記の理由で，現在，新しい材料のマイクロモールドが求められている。本研究で扱った
マイナーメタルの一つであるチタンは，破壊靭性が高くて柔軟な特性を持ち，新しい材料と
して期待される。本研究では，前章までに示した新たに開発したマイナーメタルの微細加工
用熱アシスト型反応性イオンエッチング（TRIE）技術を用いて，チタン製マイクロモールド
の開発を行った。次節で，開発したチタン製マイクロモールドについて説明する。 

84



第5章　マイナーメタルのタフなMEMSへの応用

85

図5-6 シリコン（上）とニッケル（下）マイクロモールド[6]
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5.4 本研究で開発したマイクロモールド 

5.4.1 マイクロモールドの要求仕様 
前述で説明したように，インプリント用マイクロモールド自身は微細かつ高アスペクト比

の構造と離型しやすさが要求されるため，加工面と側壁の表面粗さと側壁の適度の角度も要
求される。本研究のチタンマイクロモールドの要求仕様は三つあり，被加工表面粗さRaは
0.1 μm以下，側壁角度は85 °から90 °まで，エッチング深さは10 μm以上である。図5-7に
マイクロモールドの略図を示す。 

5.4.2 チタン製マイクロモールドの課題 
4.2節で述べたように，本研究で開発したTRIE技術を用いて，チタン基板表面に微細かつ

高アスペクト比のマイクロモールド構造を作製できた。しかし，図5-8に示すように，作製
したチタン製マイクロモールドの表面粗さが粗い課題があるため，チタンをマイクロモール
ドとして利用する前に，表面粗さを改善する必要がある。表面が粗くなる原因として，グラ
ス構造の形成とマイクロ結晶粒界の形成が挙げられる。図5-8に，加工したチタン製マイク
ロモールドのグラス構造とマイクロ結晶粒界を示す。以下に，グラス構造の形成の低減とマ
イクロ結晶粒界の影響を低減する解決策について説明する。 

5.4.3 グラス構造の形成原因とその解決策 
グラス構造の形成のメカニズムはよく知られている。図5-9に示すように，まず，エッチ

ング加工中，チタン基板に存在する酸化物やスパッタされた粒子がチタンの加工面に付着
し，マイクロマスクになる。次に，マイクロマスク下のチタンが保護されるため，周りのチ
タンだけが加工されていく。最後に，マイクロマスクもエッチングされるため，チタン表面
には針形状のチタンが残る。たくさんのチタン針が加工面に残り，グラス構造に見えること
となる。 

本研究では，グラス構造の形成を抑制するために，反応性ガス中に堆積膜（保護膜）を
形成できるC4F8を導入し，表面粗さの改善実験を行った。図5-10にC4F8による表面粗さの
改善原理を示す。TRIE加工中では，C4F8ガスがグラス構造表面上に堆積性保護膜を形成し，
同時に本来の反応性ガスSF6が保護膜とチタンを一緒にエッチングする。保護膜は表面の凹
部に堆積し，凸部がエッチングされるため，表面粗さを改善できる。 

図5-11にC4F8ガス導入の実験結果を示す。C4F8ガスの割合の増加に従って，表面粗さが
低減できることがわかった。SEMで観察すると，グラス構造が消失したことがわかったが，
マイクロ結晶粒界による凹凸が残った。マイクロ結晶粒界による凹凸形成の低減が必要であ
る。 
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5.4.4 マイクロ結晶粒界の形成原因とその解決策 
マイクロ結晶粒界の形成メカニズムは，図5-12に示すように，チタンのバルク材中に原子

と原子の結合により形成した結晶粒が存在する。結晶粒内部の原子間の強い結合力に対し
て，異なる結晶粒の原子間の結合力は弱いため，チタン表面の結晶粒界の原子結合力は結晶
内部の原子結合力より弱くなる。そのため，TRIE加工中では，結晶粒界の原子が結晶粒内
部の原子より反応しやすいために，深く加工すると，結晶粒界による凹凸がさらに大きくな
る。 

その解決策として，チタンの代わりにチタン合金を利用する方法と圧延工程でチタンの結
晶粒を大きくしたチタン基板を利用する方法がある。図5-13にはチタン合金と圧延したチタ
ン薄板を基板材料として，TRIEを用いて微細加工を行った結果を示す。チタン合金の場合は
4.3節で述べたように，チタン合金の内部にはアルミがあり，アルミとフッ素ガスとの反応
生成物AlF3の蒸発温度は1276 ℃で，TRIEでの加工中の温度では蒸発できないため，生成し
たAlF3による加工表面の保護により，加工表面がチタンより平滑になる。チタン薄板の場合
は予想通り圧延工程で結晶粒を大きくすることで，加工面に結晶粒界による凹凸がなくなっ
た。しかし，チタン合金と比較すると，TRIE加工後のチタン薄板の側壁が粗いことが新し
い課題になった。 

5.4.5 まとめ 
TRIEで加工したチタンの加工表面粗さの改善に対して，C4F8の導入によりグラス構造を

改善できたが，マイクロ結晶粒界による形成した凹凸が残った。チタン合金あるいはチタン
薄板を使用すると，マイクロ結晶粒界の問題を改善できたが，チタン薄板の側壁が粗くてマ
イクロモールドとして使えない。 

上記の理由で，マイクロモールドの材料として，チタンよりチタン合金のほうが適してい
ることがわかった。次節で，作製したマイクロモールドの樹脂への転写特性の評価結果につ
いて説明する。 

87



第5章　マイナーメタルのタフなMEMSへの応用

88

図5-9 グラス構造の形成のメカニズム

図5-8 チタン製マイクロモールドのグラス構造とマイクロ結晶粒界

図5-7 マイクロモールドの略図
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図5-11 C4F8ガス導入の実験結果

図5-10 C4F8により表面粗さの改善原理
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図5-12 マイクロ粒界の形成原因

図5-13 結晶粒界の解決策（研究室の劉氏と共同研究）
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5.5 マイクロモールドの転写特性の評価 

5.5.1 転写用樹脂 
本研究のマイクロモールド転写実験に使用した樹脂は厚さが0.1 mmのポリカーボネート

（PC）板である。ポリカーボネートは機械的強度，電気的性質が良い，透明，耐熱，耐
寒，耐候性にすぐれ，耐薬品性が高い樹脂である。表5-2にポリカーボネートの特性を示
す。 

5.5.2 転写実験プロセス 
図5-14に本研究使用した転写装置とその概略図を示す。実験プロセスは，まず，ポリカー

ボネートとマイクロモールドを組み合わせて，転写装置のヒーター間に挟む。次に，ヒー
ターの温度を155 ℃まで上昇させてから，圧力を5 MPaまで上昇し，15分後，自然冷却す
る。最後に，冷却したポリカーボネートとマイクロモールドを離型する。 

5.5.3 マイクロモールドの転写結果 
図5-15にチタン製マイクロモールドとチタン合金製マイクロモールドを用いて，ポリカー

ボネートへの転写を行った結果を示す。チタン製マイクロモールドの場合には，微小結晶粒
界まで転写されたが，チタン合金製マイクロモールドの場合には，よりきれいに転写され
た。 

さらに，TRIEでチタン合金を微細加工した際の狭いパターンにおけるテーパー形成を利
用して，より複雑な3次元形状の転写実験を行った。図5-16に転写実験の結果を示す。ポリ
カーボネート表面に，マイクロニードルを作製できた。さらに，離型した時，離型剤なし
で，付着物が残らず離型できることを見出した。 

5.5.4 マイクロモールドの表面分析 
5.2節で述べたように，従来のインプリント技術では，離型しやすいため，マイクロモ一

ルドをプレスする前に，表面にフッ素系樹脂の離型剤をコ一ティングする必要がある。しか
し，本研究で作製したチタン合金マイクロモールドは離型剤なしで離型できた。その原因を
調べるために，XPSとEDSを用いて，チタン合金製マイクロモールドの表面分析を行った。
また，濡れ性を見るために，水滴との接触角も評価した。 

図5-17に，チタン合金製マイクロモールド表面のXPS分析結果を示す。TRIEで加工した
チタン合金表面にはフッ素の化合物に起因するピークが観察された。また，EDSで組成分析
をすると，TRIEで加工したチタン合金表面にはフッ素が5％存在し，チタン合金表面にアル
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ミとチタンのフッ化物が存在することを示している。表5-3に，チタン合金製マイクロモー
ルド表面のEDS分析結果を示す。 

図5-18に示すように，水滴を用いて，TRIE加工する前と加工後のチタン合金表面の濡れ
性を評価すると，撥水性を示し，チタン合金の表面エネルギーが低下していることが確認さ
れた。このため，チタン合金の表面改質層（フッ化物）を離型剤として利用可能であり，離
型剤なしで離型できることがわかった。 
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図5-14 転写装置とその概略図

表5-2 ポリカーボネイト（PC）の特性

成形性質

成形性 ○~◎

圧縮成形温度（℃） 249~271

射出成形温度（℃） 273~328

成形収縮率（％） 0.5~0.7

熱的性質

熱伝導度（10-4cal/sec•cm/℃•cm） 4.6

熱膨張係数（10-5/℃） 6.6

熱変形温度（℃）（18.5 Kg/cm3） 130-140

機械的性質
引張強さ（Kg/cm2） 560~670

圧縮強さ（Kg/cm2） 880
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図5-15 転写実験の結果（研究室の劉氏と共同研究）

図5-16 ３次元形状の転写実験
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表5-3 チタン合金製マイクロモールド表面のEDS分析結果

Element 

Mass % Number of atoms %

Before  
TRIE process

After  
TRIE process

Before  
TRIE process

After  
TRIE process

F 0 4.57 0 10.34

Ti 90.86 86.25 87.46 77.49

Al 5.31 5.89 9.07 9.39

V 3.83 3.3 3.46 2.79

図5-17 チタン合金製マイクロモールド表面のXPS分析結果
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5.6 おわり 
本章では，まず，従来のインプリント技術を紹介し，従来の熱インプリント用材料（シリ

コンとニッケル）の耐久性が低いなどの課題について説明した。次に，TRIE加工法を用いて
開発したチタン合金製マイクロモールドについて紹介した。本モールドは，フレキシブルか
つ耐久性が高い特長があり，従来のモールドよりも高性能化が期待される。最後に，ポリ
カーボネートを用いて，開発したマイクロモールドの転写特性の評価結果および表面分析結
果について説明した。加工時に表面がフッ化し離型性が向上することがわかった。 

次章では，本研究の成果と将来の展望および今後の課題について説明する。 
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図5-18 チタン合金製マイクロモールド表面の濡れ性
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第６章 結 言 
現在まで，主に単結晶シリコンがMEMS用構造材として使用されてきた。シリコンは，耐

衝撃性と破壊靭性が低いなど耐久性面で課題がある。機械的及び化学的が向上すれば，極限
環境で使用するタフな圧力や力センサの信頼性構造，耐食性が優れたマイクロ医療器具など
の設計・作製が可能し，タフなMEMSデバイスへの応用が期待される。 

本研究では，まず，タフなMEMSデバイスを作製するために，耐食性，耐摩耗性，高強度
性と生体適合性の面で優れた特性を持つ次世代MEMS材料であるマイナーメタル（チタン，
チタン合金，タンタル，ニオブやモリブデンなど）の微細加工プロセスを開発した。次に，
マイナーメタルの微細加工特性を改善するために，熱アシスト型反応性イオンエッチング
（TRIE）技術を開発した。最後に，開発したTRIE技術を用いて，タフなMEMSデバイス
（熱インプリント用マイクロモールド）の作製と評価を行った。 

以下に，各章の概要を説明する。 
第1章では，まず，MEMSデバイスの概念，歴史と特長について説明した。次に，MEMS

デバイス作製技術の基本作製プロセスについて紹介した。その後に，現在の主要MEMS材料
であるシリコンの問題点と，次世代MEMS材料として，問題点の解決が期待されるマイナー
メタルをまとめて紹介した。最後に，マイナーメタルをMEMS材料として使用する場合の課
題を説明し，本研究の意義と目的を述べた。 

第2章では，まず，本研究で使用した5種類のマイナーメタル材料（チタン，チタン合金，
タンタル，ニオブとモリブデン）基板のサイズと成分について説明した。次に，考案した本
研究でのマイナーメタルの微細加工プロセスについて説明した。最後に，微細加工した加工
面の評価方法および加工結果を示した。従来のRIEで加工した場合は，エッチング速度が遅
く，側壁にテーパーがあることが課題であることがわかった。 

第3章では，まず，マイナーメタルのRIE時に発生する不揮発性反応生成物の課題と従来の
解決策について紹介した。次に，本研究室で考案した熱アシスト型反応性イオンエッチング
（TRIE）の原理とTRIE用2次元自己加熱カソードと3次元自己加熱カソードの設計と解析に
ついて説明した。本カソードでは，加工ステージを支えるビームにより，伝熱を抑制し，加
工ステージ温度を300℃以上に昇温し，揮発性を高めることができる。その後，本カソード
の評価方法と評価結果を説明した。最後に，異なるRIE装置を利用して，TRIE技術の汎用性
を確認した。 

第4章では，まず，開発したTRIE技術を用いて，5種類のマイナーメタル材料の微細加工
を行った結果を示した。その後，各々のマイナーメタルのエッチング深さ，エッチング速
度，エッチング選択比，加工面の表面粗さおよび側壁の角度などの加工特性を評価し，まと
めて説明した。各々のマイナーメタルのTRIEの加工速度はRIEの加工速度と比較し，チタン
は約3.6倍，チタン合金は約2倍，タンタルは約2.7倍，ニオブは約3.3倍，モリブデンは約
5.8倍高くなり，TRIE技術により，マイナーメタルのエッチング速度が大幅に改善されたこ
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とがわかった。ただし，表面粗さが大きくなり，側壁にアンダーカットが形成するなどの課
題も見られた。 

第5章では，まず，従来のインプリント技術を紹介し，従来の熱インプリント用材料（シ
リコンとニッケル）の耐久性が低いなどの課題について説明した。次に，TRIE加工法を用い
て開発したチタン合金製マイクロモールドについて紹介した。本モールドは，フレキシブル
かつ耐久性が高い特長があり，従来のモールドよりも高性能化が期待される。最後に，ポリ
カーボネートを用いて，開発したマイクロモールドの転写特性の評価結果および表面分析結
果について説明した。加工時に表面がフッ化し，離型性が向上することがわかった。 

以上に述べたように，本研究では，タフなMEMSのためのマイナーメタルの微細加工技術
の開発とマイクロモールドへの応用を行った。これらの研究成果は，今後，タフな圧力セン
サー，加速度センサーなどのタフなMEMSデバイスの研究開発を促進すると考えられるた
め，機械工学分野におけるセンサ・マイクロマシン工学への貢献が期待される。 

98



謝辞 
まず，新潟大学　自然科学研究科　材料生産システム専攻　機械科学コース　安部　隆教

授には，懇切なご指導とご鞭撻によって，本研究を導いて頂きました。マイナーメタルの微
細加工技術の研究は，安部教授による適時，適切なご指導や様々な課題のご提起，議論無く
しては進めることは困難であったと思われます。この場をお借りしてまず御礼申し上げま
す。 

新潟大学　自然科学研究科　材料生産システム専攻　寒川　雅之准教授には，本研究を遂
行するにあたり，研究全般にわたり多くの点でのご助言やご議論を賜りました。また，研究
を進める上で留意すべき点について，長期的な視点でご指導を賜りました。ありがとうござ
います。 

新潟大学　自然科学研究科　材料生産システム専攻　佐々木　朋裕准教授には，特にマイ
ナーメタルの金属構造・加工特性評価において丁寧にご指導を賜りました。また，博士課程
在籍中に経験した多くの課題に対し，その度に重要な示唆を賜りました。ありがとうござい
ます。 

審査員として，本論文について，ご助言してくださいました新潟大学　自然科学研究科　
材料生産システム専攻　新田　勇教授および平元　和彦教授に心から深く感謝します。 

新潟大学　工学部　機械システム工学科　技術職員の今井　純一先生には，加工表面計測
の各技術手法やそのデータ解釈につきご指導頂き，本研究を支えた多くのデータ取得にご協
力頂きました。 

また，新潟大学　自然科学研究科　材料生産システム専攻　機械科学　マイクロマシン工
学研究室（安部・寒川研究室）の在校生，卒業生として，授業や実験，研究を通し，お互い
に切磋琢磨してきました皆様には大いにお力添え頂きました。皆さんの研究に取り組む姿勢
を見て，私もここまで研究ができたと思って，心から感謝申し上げます。 

そして最後に，本研究は両親の韓治峰(HAN ZHIFENG)と劉同俊(LIU TONGJUN)，婚約
者の衡文瑄(HENG WENXUAN)の支えにより実現できた事を付し，謝辞とさせて頂きます。 

99





研究業績 
学術論文　3 件
1. Gang Han, Yuki Murata, Yuto Minami, Masayuki Sohgawa and Takashi Abe　

「Thermal reactive ion etching of minor metals with SF6 plasma」,『Sensors and 
Materials』, Vol. 29, pp. 217-223, 2017. 

2. Yuki Murata, Gang Han, Daiki Ohkawa, Junichi Imai, Masayuki Sohgawa and 
Takashi Abe 「Development of Self-Heated Stage Suitable for Thermal Assist 
Reactive Ion Etching of the Functional Metals」，『Electronics and 
Communications in Japan』，Vol.101，No.3, pp.96-102, 2018. 

3. 桐生祐弥，韓剛，今井純一，寒川雅之，安部隆 「チタンを反応性イオンエッチングで高
速加工するための自己加熱式ステージの開発」，『電気学会論文誌E』，Vol.139，
No.10，pp341-345，2019.

国際学術会議論文　1 件
1. Gang Han, Yuki Murata, Daiki Ohkawa, Masayuki Sohgawa and Takashi Abe 

「Deep reactive ion etching technique involving use of 3D self-heated cathode」，
『2017 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and 
Microsystems (TRANSDUCERS)』，2017. 

国際学会発表　5 件
（口頭発表）
1. Gang Han, Yuki Murata, Yuto Minami, Masayuki Sohgawa, and Takashi Abe　

「Thermal reactive ion etching of minor metals with SF6 plasma」，『APCOT 
2016』，Kanazawa, Japan，(June 2016) 

（ポスター発表）
2. Gang Han, Yuki Murata, Daiki Ohkawa, Junichi Imai, Masayuki Sohgawa and 

Takashi Abe 「Development of Self-heated cathode for Thermally Assisted 
Reactive-Ion Etching of minor metals」，『MNST 2016』，Tokyo, Japan，
(December 2016) 

3. Gang Han, Yuki Murata, Daiki Ohkawa, Masayuki Sohgawa, and Takashi Abe 
「Deep Reactive Ion Eching technique involving use of 3D Self-heated cathode」，
『Transducers 2017』，Kaohsiung, Taiwan，(June 2017) 

4. Gang Han, Daiki Ohkawa, Takeshi Hitobo, Masayuki Sohgawa, and Takashi Abe 
「Development of Thermally Assisted Reactive-Ion Etching with Desktop-type RIE 
system」，『ISFT 2018』，Niigata, Japan，(January 2018) 

100



5. Gang Han, Yuya Kiryu, Daiki Ohkawa, Junichi Imai, Masayuki Sohgawa, and 
Takashi Abe 「Thermally Assisted Reactive-Ion Etching Technique using 
Detachable Self-heated Stage」，『APCOT 2018』，Hong Kong, China，(June 
2018) 

国内学会·シンポジウム等における発表　(9 件)
1. 村田祐貴，韓剛，大川太基，今井純一，寒川雅之，安部隆　「機能性メタルの熱反応性

イオンエッチングに対応した自己加熱式ステージの開発」，『第33回「センサ·マイクロ
マシンと応用システム」シンポジウム』，25am2-PS-015，長崎　平戸（2016年10月）

2. 大川太基，村田祐貴，韓剛，今井純一，寒川雅之，安部隆　「機能性メタル加工のため
の熱アシスト型反応性イオンエッチング技術の開発」，『2016年度精密工学会北陸信越
支部学術講演会』，A13 ，新潟（2016年11月）

3. 韓剛，村田祐貴，大川太基，今井純一，寒川雅之，安部隆　「3D自己加熱ステージを用
いたマイナーメタルの深掘り反応性イオンエッチング技術の開発」，『第34回「センサ·
マイクロマシンと応用システム」シンポジウム』，S-275，広島　広島（2017年10月）

4. 大川太基，韓剛，人母岳，寒川雅之，安部隆　「卓上型熱アシスト式反応性イオンエッ
チングシステムの開発」，『第8回マイクロ・ナノ工学シンポジウム』，PN-107，広島　
広島（2017年10月）

5. 桐生祐弥，韓剛，今井純一，寒川雅之，安部隆　「チタンを反応性イオンエッチングで
高速加工するための自己加熱式ステージの開発」，『第35回「センサ·マイクロマシンと
応用システム」シンポジウム』，30am3-S-078，北海道　札幌（2018年10月）

6. 劉若愚，韓剛，人母岳，寒川雅之，安部隆　「熱アシスト反応性イオンエッチングを用
いたTi/Ti合金マイクロモールドの開発」，『第35回「センサ·マイクロマシンと応用シス
テム」シンポジウム』，30am3-PLN-85，北海道　札幌（2018年10月）

7. 吉田将希，韓剛，寒川雅之，安部隆　「タフMEMSのためのチタン合金製微小試験片の
力学の特性評価」，『第35回「センサ·マイクロマシンと応用システム」シンポジウム』，
31am3-PN-75，北海道　札幌（2018年10月）

8. 近藤正之，吉田将希，桐生祐弥，韓剛，寒川雅之，安部隆　「熱アシスト式反応性イオ
ンエッチング法によるチタン合金製微小メスの作製と評価」，『第35回「センサ·マイク
ロマシンと応用システム」シンポジウム』，30pm4-PN-28，北海道　札幌（2018年10

月）
9. Gang Han， Ruoyu Liu， Masayuki Sohgawa， Takashi Abe　「Fabrication and 

Evaluation of Titanium Alloy Micro-mold」，『日本機械学会第 10 回マイクロ・ナノ
工学シンポジウム』，20am2-PN3-35，静岡　浜松（2019年11月）

101



受賞歴
1. 韓剛「日本設計工学会武藤賞」2017年3月

102


	第１章 緒 言
	1.1 はじめに
	1.2 MEMS
	1.2.1 MEMSとは
	1.2.2 MEMSの歴史
	1.2.3 MEMSの特長
	1.3 現在のMEMS作製技術
	1.3.1 MEMSデバイスの基本作製プロセス
	1.3.2 MEMSデバイスの作製技術の分類
	1.3.3 MEMS作製プロセスの代表的な技術
	1.4 MEMS材料の問題点とその解決策
	1.4.1 シリコン材料の問題点
	1.4.2 問題点の解決策
	1.5 次世代MEMS材料：マイナーメタル
	1.5.1 チタン
	1.5.2 チタン合金
	1.5.3 タンタル
	1.5.4 ニオブ
	1.5.5 モリブデン
	1.5.6 単結晶シリコンとマイナーメタルの機械特性
	1.6 マイナーメタルをMEMS材料として使用する場合の課題
	1.7 本研究の目的
	1.8 おわり
	第２章 マイナーメタルの微細加工プロセスおよびRIEによる加工結果
	2.1 はじめに
	2.2 本研究で使用したマイナーメタル材料
	2.2.1 Ti
	2.2.2 Ti alloy
	2.2.3 Ta，Nb，Mo
	2.3 本研究のマイナーメタルの微細加工プロセス
	2.4 マイナーメタルの微細加工面の評価方法
	2.5 RIE加工法によるマイナーメタルの微細加工結果
	2.5.1 チタンの加工結果
	2.5.2 チタン合金の加工結果
	2.5.3 タンタルの加工結果
	2.5.4 ニオブの加工結果
	2.5.5 モリブデンの加工結果
	2.6 おわり
	第3章 熱アシスト型反応性イオンエッチング（TRIE）法の開発
	3.1 はじめに
	3.2 マイナーメタルのRIEの課題とその原因
	3.3 従来の解決策とその課題
	3.4 熱アシスト型反応性イオンエッチング（TRIE）の原理
	3.5 自己加熱カソードの設計と解析
	3.5.1 自己加熱カソード解析に用いる関連の式
	3.5.2 2次元自己加熱カソード
	3.5.3 3次元自己加熱カソード
	3.6 自己加熱カソードの温度測定評価方法
	3.7 自己加熱カソードの温度測定結果
	3.8 TRIE技術のDesktop-RIE装置への適用
	3.9 おわり
	第4章 TRIEを用いたマイナーメタルの微細加工実験の結果と評価
	4.1 はじめに
	4.2 チタン（Ti）の加工結果
	4.2.1 TRIE（210 ℃）の実験結果
	4.2.2 TRIE（250 ℃）の実験結果
	4.2.3 TRIE（300 ℃）とTRIE（350 ℃）の実験結果
	4.2.4 TRIE実験結果のまとめ
	4.3 チタン合金（Ti alloy）の加工結果
	4.3.1 TRIE（210 ℃）の実験結果
	4.3.2 TRIE（250 ℃）の実験結果
	4.3.3 TRIE（300 ℃）とTRIE（350 ℃）の実験結果
	4.3.4 TRIE実験結果のまとめ
	4.4 タンタル（Ta）の加工結果
	4.4.1 TRIE（210 ℃）の実験結果
	4.4.2 TRIE（250 ℃）の実験結果
	4.4.3 TRIE（300 ℃）とTRIE（350 ℃）の実験結果
	4.4.4 TRIE実験結果のまとめ
	4.5 ニオブ（Nb）の加工結果
	4.5.1 TRIE（210 ℃）の実験結果
	4.5.2 TRIE（250 ℃）の実験結果
	4.5.3 TRIE（300 ℃）とTRIE（350 ℃）の実験結果
	4.5.4 TRIE実験結果のまとめ
	4.6 モリブデン（Mo）の加工結果
	4.6.1 TRIE（210 ℃）の実験結果
	4.6.2 TRIE（250 ℃）の実験結果
	4.6.3 TRIE（300 ℃）とTRIE（350 ℃）の実験結果
	4.6.4 TRIE実験結果のまとめ
	4.7 マイナーメタルの加工特性
	4.8 おわり
	第5章 マイナーメタルのタフなMEMSへの応用
	5.1 はじめに
	5.2 インプリント技術
	5.2.1 光インプリント
	5.2.2 熱インプリント
	5.3 従来のマイクロモールドとその課題
	5.4 本研究で開発したマイクロモールド
	5.4.1 マイクロモールドの要求仕様
	5.4.2 チタン製マイクロモールドの課題
	5.4.3 グラス構造の形成原因とその解決策
	5.4.4 マイクロ結晶粒界の形成原因とその解決策
	5.4.5 まとめ
	5.5 マイクロモールドの転写特性の評価
	5.5.1 転写用樹脂
	5.5.2 転写実験プロセス
	5.5.3 マイクロモールドの転写結果
	5.5.4 マイクロモールドの表面分析
	5.6 おわり
	第６章 結 言
	謝辞
	研究業績

