
◆放射光による金型 
◆1. 原理 
放射光によって作製した金型によって成形体を量産する技術は LIGA と呼ばれ、ドイツ語の

LIthographie, Galvanoformung und Abformung(ｘ線リソグラフィー、電鋳、モールド)の略である。

この技術はドイツ語名が現在も使われていることからもわかるとおり、1980 年代にカールスルーエ研

究所において発明・開発され現在に至っている。シンクロトロン軌道放射光(SR 光)から発生する指向性

の良いｘ線を用いた Deep x-ray Lithography(日本語訳はないがこの用語は DXL と略され、広く使われ

ている)により、高アスペクト比、側面のナノ精度での加工を特徴とする。工程のモデルを図１に示した。

この工程図を用いてまず LIGA プロセスの概略を説明したい。 
まず、x線マスクであるが、これはメンブレンと呼ばれるｘ線を透過する材料の上に、x線を遮蔽する

材料で所望するパターンを描いたものである。レジストはx線に敏感なレジストで、電子ビーム露光用

のものが使えるが、最近では、専用のレジストも販売されている。このレジストに、ｘ線マスクを密着

させるのが理想的であるが、実際に密着させると、x線マスクのパターンが倒壊してしまうので、レジ

ストとx線マスクの間は、空隙を設けなければならない。しかし、ｘ線露光の解像度は、(λg)0.5となっ

ているので(λ: 波長, g: マスクとレジストの距離)、マスクとレジストは極力接近させる必要がある。そ

の後、現像を行うことで高アスペクト比のレジスト製モールドを得ることができる。SR光を使うことで、

レジスト内部での散乱が少なく、また指向性、直進性に優れているので高アスペクト比、ナノ精度での

側面平滑性が得られる。この高分子製モールドに電鋳を行い（図１(c)）、レジスト製モールドを除去す

ることで、金属製のモールドが得られる（図１(d)）。この金属製モールドにナノインプリント、射出成

形等で高分子を充填し（図１(e)）、金属製モールドから離型すれば高分子成形体ができる。さらにこれ

をモールドとして使用することもできる（図１(f)）。この高分子モールドは、安価であるために使い捨

てにすることができる。この高分子モールドに、金属やセラミックスを充填して焼き飛ばして部品とす

る。工程が多いものの製造コストは安くなる。また、(b)のレジストモールドに直接、金属やセラミック

スを充填して部品とすることも可能である。このプロセスはdirect LIGAとも呼ばれている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図１ LIGAプロセスの流れ 

 
各放射光施設のホームページをみても、図１のようなポンチ絵と最終部品の写真のみしか掲載されて

いないので、我々の実施例をもとにプロセスを解説したい。図２(a)は PMMA 膜（厚さ 2 ミクロン）を

シリコン基板上に形成し、x 線マスクを用いて SR 光を照射、現像した後の PMMA 製のテンプレート

である。写真は断面を観察するために、ウエハーを PMMA 膜ごと破断したものである。直径 640nm の

穴が、PMMA 厚膜を貫通していることがわかる。破断面近くのシリコンウエハー上に PMMA が残って

いるのがわかるが、これが SR 光高エネルギー成分による膜の変質である（後述）。 
このテンプレートに酸化チタンを充填させるのには LIGA では通常、粉体を充填・焼結させるが、こ

のような 1 ミクロン以下の場合には、粉体を用いたプロセスは馴染まない。我々は液相析出法(LPD)を
用いて、酸化チタンを充填した。その SEM 観察像が図 2(b)である。PMMA テンプレートの穴に緻密に

酸化チタンが充填されていることがわかる。その後、PMMA を除去した後、SEM 観察を行った結果が

図 3 である。テンプレートに忠実に直径 640nm、高さ 2 ミクロンの酸化チタンロッドが形成できたこ

とがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 
 

図２ (a) シンクロトロン放射光をｘ線マスクを介し

てPMMA膜に照射後、現像して作製したテンプレー

トの電子顕微鏡像、直径は640nm、(b) (a)のテンプ

レートに酸化チタンを液相にて析出させた後の電

子顕微鏡像。 

    図３ 図２(b)に示した酸化チタンを充填した

PMMAテンプレートよりPMMAのみを除去した

後の電子顕微鏡像。直径640nmのロッドアレ

イは酸化チタン。 



 
 また、図４(a)のようなゴニオメーターを用いることで三方向から SR 光を照射すれば三次元テンプ

レートを作製することもできる。図 4(b)は三方向からの照射、現像後の SEM 像である。互いに 120°
をなす方向に直径 400nm の穴が形成されていることがわかる。酸化チタンを LPD 法で充填させて、

PMMA を除去した試料の SEM 像が図５である。直径 400nm の酸化チタンの三次元構造体を形成する

ことができた。 
次に金属の実施例を写真で紹介したい。電極をつけた基板を用いて先と同様 PMMA テンプレートを

作製する。次に金を電鋳したものの SEM 像が図６である。白く見える部分は電鋳で成長した金、灰色

に見える部分が PMMA である。PMMA を除去することにより直径 640nm 高さ 1.5 ミクロンの金のア

レイを形成することができた(図 7)。 
 

図４ (a)三次元構造体を作製するためのゴニ

オメータ、ｘ線と照射試料のセットを放射光に

対して35°傾けたゴニオメータ上に置き、照射

する。次にゴニオメータを120°回転させて、

二度目の照射を行う。さらに120°回転させて

合計３回照射を行なう。(b)照射後、現像した

PMMA製三次元テンプレートの電子顕微鏡

像。直径400nmの穴が三方向に開いているこ

とがわかる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
 
 
 
 

図５ 図４で作製した三次元テンプレー

トに酸化チタンを液相で析出させ、その

後PMMAを除去。直径400nmの酸化チ

タンの三次元構造体が得られた。テン

プレートの形状が正確に反映されてい

ることがわかる。 

 

      図 ７  図 ６ で 作 製 さ れ た 試 料 よ り

PMMAテンプレートを除去した後の電

子顕微鏡像。直径640nmの金のロッ

ドアレイが並んでいるのがわかる。 

 

              図６ 二次元PMMAテンプレート（図

２）に金を電鋳した試料の電子顕微

鏡像。白色に見える部分が金、灰

色部分はPMMAである。 

 

 
◆2. 光源について 
表は世界の放射光施設のうち、LIGA を行っている施設をまとめたものである。放射光は第一世代～

第三世代の３つに分類されている。1960 年代に始まった、高エネルギー物理学実験と真空紫外光・軟 x
線利用実験共生の時代を、第一世代放射光と呼ぶ。主として、欧米で行われた大規模な原子核・素粒子

実験に用いられた円形の大型電子加速器を、放射光利用施設に転用したものである。国内では、既に廃



止された東大核研の電子シンクロトロンが最初のものであり、かつ、これは第二世代放射光施設への掛

け橋となった。。その後、70 年代後半より放射光専用に設計された電子蓄積リングが建設され、これを

第二世代と分類している。数年前に廃止された東大物性研の SOR-ring は世界で最初の第二世代放射光

施設であった。日本には現在 20 近い放射光施設が稼働中であり、また世界最高性能を誇る、第三世代

放射光施設”Spring-8”を有しており「放射光大国」であることは良く知られている。 
放射光物理学の世界では、電子ビームの質を表すものとしてエミッタンスという量が用いられる。品

質の良い電子ビームほど低いエミッタンスを持つ。第三世代リングとは、一言でいえば低エミッタンス

化した電子ビームから、非常に高輝度の放射光を発生する放射光施設である。放射光の輝度を高めるた

めに、電子ビームの大電流化とともに、ビームを細く絞ることで、第二世代に比較して数桁も高い輝度

の放射光を発生する。表中、韓国 PLS、台湾 TLS、フランス Super ACO、ドイツ BESSY-II、イタリ

ア ELETTRA、アメリカ ALS が第三世代リングとして稼働中である第三世代の放射光施設は、現在世

界で 19施設が稼動もしくは計画されているのに対して、日本では Spring-8のみが稼動している。東大、

東北大をはじめ、幾つかの研究機関から建設計画はいくつか提案されているが、予算の確保は非常に厳

しい状況となっている。国内の経済的な理由もあるだろうが、第三世代施設の国内への普及、および放

射光利用研究のボトムアップを図るという意味では、日本の現状は世界から大きく立ち遅れているとい

わざるをえない。 
第三世代リングにはアンジュレーター、ウイグラーといった挿入光源が設置され、この利用により飛

躍的に輝度は上昇する。アンジュレーターとは、永久磁石列を S 極、N 極交互に配列することでリング

の蓄積電子を波状に揺さぶり、単一エネルギーでかつ高輝度の光を取り出す挿入光源であり、今後の

LIGA 用光源として有望である。しかし、課題が残っているのも事実で、例えば高調波も基本波の

20~30%の割合で発生する上に、偏向電磁石からの放射光もアンジュレーター放射光に重なってくる。

また、アンジュレーター放射光は電子ビーム軸に対してθの傾きを持つ方向への強度、波長が異なる。

すなわち軸から外れるほど長波長へシフトし、強度も弱くなる。今後 LIGA がさらなる高精度な金型作

製へと展開した時には、これらの課題が問題化する可能性は否定できない。一方で、フォトンファクト

リー（PF; 高エネルギー加速器研究機構）や UVSOR(自然科学研究機構・分子研)では、第二世代放射

光の高輝度化によって、コストパフォーマンスの高い装置開発を行っている。PF では 1997 年に電子ビ

ームの収束を強化することで低エミッタンス化を実現し、輝度を一桁改善することに成功した。分子研

では限られた建屋スペースの中でコストパフォーマンスの高い改造を行い、2004 年に高輝度化を達成

した。 
さて、LIGA にはどのエネルギー領域の x 線が重要なのか、考えてみたい。単純には解像度の向上に

は短波長化が有効であるといえる。しかし、短波長ｘ線はエネルギーが大きいためにレジストや基板の

原子に衝突して出てくる二次電子の量が増えるばかりでなく拡散距離も長くなり、光学像がぼやける

（解像度の悪化）ことになる。また、レジスト材料が電子励起により分解しガスが発生したり、図 2(a)
で紹介したように、レジストが変質し、最も極端には炭化も見られるようになる。このため、90 年代の

一般の放射光の教科書や総説には、LIGAには波長7-8オングストロームが最適であると書かれている。

しかし、近年におけるｘ線リソグラフィーでは、この定説を見直し、二次電子の影響を最小限にできる

レジストの開発により、広い波長域を有効に活用させることが提案されている。また、Kupka らは４つ

のエネルギー領域にわけてそれぞれの向き・不向きを提案している。(1) 500eV-2keV 領域：膜厚 5 ミク

ロン以下のレジスト用の高精度微細加工、(2)2-5keV 領域：膜厚 50 ミクロン以下のレジスト用のナノオ

ーダー精度微細加工、(3) 5-15keV 領域：膜厚 1 ミリ以下のレジスト用のミクロンオーダー精度微細加



工、表面粗さは 50nm 以下、(4) 15keV 以上の領域：膜厚センチメートルオーダーのレジスト用の加工、

である。ただし(4)に関しての報告はまだない。 
図８は、1980 年より今日に至るまでほぼ毎日稼動している（独）産業技術総合研究所の 750MeV放

射光施設TERASである。偏向電磁石により、光速に近い蓄積電子の軌道を曲げたときに、接線方向に

放射する光がシンクロトロン放射光である。図８写真中にSR光の写真を示した。放射光はx線領域より

低エネルギー側に真空紫外、紫外、可視、赤外、遠赤外領域まで広く分布しているため、肉眼では白色

の強力な光として見られる。接線方向に放射されるため横長のビームとなる。SR光は真空ダクトを通り、

放射線遮蔽壁（厚さ 1m）逆側のクリーンルームへと続く。図９の写真が示すとおり、リング室からク

リーンルーム(Deep x-ray Lithography Laboratory; DXL2)へとつながる真空ダクトと、その下流の真空

チャンバーを見ることができる。偏向電磁石からの放射光を一枚のミラーも使わずに、すなわち輝度を

損なうことなく、試料チェンバーまで導入できることが、産総研DXL2の優位点といえる。真空チャン

バーと試料チャンバーとの間は、一般にベリリウム窓を隔壁にして用いる。試料チェンバーを真空にし

てしまうと、ロータリーポンプからの油がベリリウム隔壁に付着してしまうため、DXL2では試料チャ

ンバーを大気圧のヘリウムで満たしている。ただしこの場合、ベリリウム窓に大気圧がかかるので、ベ

リリウム窓を厚くするか、窓のサイズを小さくする必要がある。DXL2の場合のベリリウム窓の直径は

20mmである。また、他の機関ではヘリウムの圧力を 1~10Torrにして行っているところもある。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

図８ 産総研の放射光TERAS。また、左上の写

真は発生した放射光の写真。 

図９ LIGA用ビームライン。 

 
 

                
図１０は 750MeV リング TERAS の輝度と、放射光の光子エネルギーの関係の実測値である。50 ミ

クロン、100 ミクロンのベリリウム窓を透過した後の放射光はそれぞれ点線、一点鎖線のようになる。

Kupka らの分類によれば、(2)の膜厚 50 ミクロン以下のレジストの、ナノオーダー精度微細加工に適し

た光が得られることになる。ベリリウム窓の厚さを増すことにより、高エネルギーの光を選択的に取り

出すことが可能となるが、輝度は損なわれる。ドイツの第三世代リング BESSY では、4 テスラのウイ

グラー(wavelength shifter, WLS)を用いて soft, normal, deep の三種類の放射光の発生を可能にした。

ピークエネルギーは、それぞれ 0.8keV, 2.5keV, 7.7keV である。200 ミクロンの厚さのベリリウム窓を

透過した後の、放射輝度と光子エネルギーの関係を、図１１に示した。ピークエネルギーは、それぞれ、

0.3keV, 0.7keV, 3keV となるので、soft と normal の場合、膜厚 5 ミクロン以下のレジスト用の高精度

微細加工、deep の場合、膜厚 50 ミクロン以下のレジスト用のナノオーダー精度微細加工に適している

ということになる。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１０ 放射光輝度と光子エネルギーの関係。点

線、一点鎖線はそれぞれ50ミクロン、100ミクロン

のベリリウム窓を透過後の輝度。 

図１１ ドイツBESSYにおけるウイグラーからの放射光

の放射輝度と光子エネルギーの関係。蓄積電流

200mA、200ミクロンのベリリウム窓透過後の値が示さ

れている。 

http://www.graphilox.de/azm/englisch/ultradeepxrl_en

g.htmより引用。 

 
 
 

 
 
 

放射光のもう一つの課題は大面積化である。図８中の SR 光ビームスポットの写真が示す通り、第

二世代リング TERAS からの放射光のスポットサイズは楕円形で、長軸、短軸がそれぞれ約 2cm, 1cm
であり、強度はガウス分布をなしている。大面積化には試料ステージを動かす方法の他に、旧、電子技

術総合研究所で開発された波動リング法がある。これは、電子蓄積軌道を振り子のように動かすことで、

光源を大面積化する手法である。兵庫県立大学の NewSUBARU では、偏光磁石からの放射光を取込む

角度を出来るだけ大きくし、走査機構を含んだ露光ステーションを大型化することで、A4 サイズのレ

ジストを全面露光できるようになった。第三世代リングになると高輝度化できる反面、ビームスポット

は小さくなるという欠点を持つ。 
 既に第四世代放射光に向けた研究も開始されている。自由電子レーザー(FEL)は遠赤外～紫外領域に

関して、既に一定の成果がでているが、LIGA への応用が可能なｘ線の発生に関しては、ミラーに適当

な材料がないことから、技術的に困難であると考えられる。今日、最も注目を集めている光源として

SASE(Self Amplification of Spontaneous Emission あるいは Self-Amplified Spontaneous Emission)
がある。極めて高品質の電子ビームを、長尺のアンジュレーターを通すことで、ミラーを使うことなく

FEL を発振させる x 線レーザーである。 
 

◆3. ｘ線マスク 
 図１２にx線マスクの構造のポンチ絵を示した。シリコンウエハー上に、メンブレンと呼ばれるx線

透過材料の膜を形成し、メタルでパターンを描画した後、シリコンウエハーを背面より、水酸化カリウ

ム等を用いて、パターン描画部付近を溶解することで得られる。x線マスクは、露光ショット毎にSR光

照射を受けるために、機械的、光学的に特性が変化しない、高い照射耐性が要求される。例えば、マス

クの歪は、パターンの歪やパターンの位置決め精度を低下させる。照射劣化による可視光透過率の低下

は、アライメント信号のS/N比の低下につながる。メンブレン材料として、初期には窒化硼素(BN)が用

いられたが、照射により応力発生と着色があることからBドープシリコン、窒化珪素（SiNx）、炭化珪素

(SiC)が使われ、ダイヤモンドも提案されている。特にダイヤモンドは、ヤング率がSiNxに比べて１桁

大きく、熱伝導率も高いので魅力ある材料である。図１３に、各種メンブレンのx線領域の透過率を示

http://www.graphilox.de/azm/englisch/ultradeepxrl_eng.htm
http://www.graphilox.de/azm/englisch/ultradeepxrl_eng.htm


した。SiNx, SiCはほとんど同じであるが、ダイヤモンドの場合、2keV付近の透過率が著しく良くなっ

ていることがわかる。これはシリコン原子による吸収がなくなるためである。ただし、現在入手可能な

ダイヤモンド膜は非晶質でないため、結晶構造を反映し、表面は平滑でない。表面平滑化の一つの手法

として、クラスターイオンビームの利用が提案されている。クラスターイオンビームは、クラスターが

ダイヤモンド表面で炸裂し、表面を「走る」ことにより平滑化させる技術である。現在、ダイヤモンド

材料の開発は目覚しい勢いで進んでおり、将来は、通常の膜形成技術により、平滑表面を有する膜を作

製できると考えられる。 
一方、x線吸収体であるが、厚くするほどx線の遮蔽効果が高くなるものの、マスクパターンのアスペ

クト比が大きくなってしまうという問題がある。x線吸収体としてW, Ta, WTi, WRe, Ta4B等がこれまで

に提案・作製されている。 
x線吸収体、メンブレンともに、膜堆積後に、大きい内部応力が発生する。応力緩和法として、水素

イオン注入も試みられている。SiNxメンブレンの場合、150keV Hイオンの注入により応力変化が起き

る。注入量が少ないと圧縮応力、注入量 1016/cm2以上では引っ張り応力が発生することを利用して、膜

堆積後にx線吸収体、メンブレンの応力を緩和することが可能となった。 
反射防止膜についても、メンブレン（SiNx, SiC, ダイヤモンド）より屈折率の小さいSiO2, Al2O3, ITO

に関して検討がなされてきた。SiO2の場合、SR光照射により緻密化が起こり、屈折率が増大してしま

う。現在ではITOが最もSR光照射耐性のある材料であると考えられている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 図１２ ｘ線マスクのポンチ絵。 

 

図１３ 窒化珪素、炭化珪素、ダイヤモンドメ

ンブレンのｘ線領域での透過率。  
◆4. レジスト剤 
レジスト剤について、半導体リソグラフィー用の材料の延長線上にあるか、全く別の発想で開発され

るのか、まだ明確にはなっていないのが現状である。現在はPMMA（例えばOEBR-1000）, エポキシ

樹脂（例えばSU-8）が用いられているが、これはi, g線～KrFエキシマレーザ~ArFエキシマレーザ~F2レ

ーザという半導体リソグラフィーで経験した流れとは、全く異なった発想といえる。ユーザーから求め

られているものは、まず厚膜化である。粘度の高いレジストが厚膜用として販売されているが、スピン

コートの時に気泡が入りやすいので扱いにくい。また、金属、セラミックスを充填あるいはメッキした

後、剥離しやすいものも求められている。その逆に剥離しにくいものも求められている。現像液（アル

カリ）耐性のあるもの、高感度レジストといった特徴のレジストへの期待も大きい。ただ、これらの物

性は相反するものであり、全てを同時に達成することは困難である。例えば、PMMAでは樹脂そのもの

が光感光するため、低感度であるが、剥離は容易であるというのが特徴である。PMMAに感光剤、



PAG(Photo Acid Generator)の導入による高感度化も期待できる。逆に、ハンドリングの観点からは、

低感度というのは扱いやすい。エポキシ系はアルカリ不溶で剥離困難であるが、強い膜であるという特

徴がある。高密度化・緻密化による現像液耐性の向上も望まれる。 
 
◇ 実施例 
1980 年始めにドイツ・カールスルーエ研究所で、ウラン濃縮用分離ノズルを量産する目的でLIGAは

生まれた。図１４はNi製のノズルで、質量による遠心力の違いでUF6中の軽いU２３５成分を濃縮する。

ノズルの隙間の寸法には平均自由行程との関係があり、高アスペクト比で寸法を小さくするほど高い圧

力で使用できるため効率が上がる。下部のノズルより分別できなかった成分は、再び上流側にフィード

バックされる。これを大面積に渡ってくみ上げて、ウラン濃縮フィルターとする構想である。従って、

写真のような構造体を高精度で量産する必要がある。以後LIGA実施例を分野別にいくつか紹介してい

きたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１４ ドイツカールスルーエ研究所で作製されたウラン濃縮用ノズル。 

http://www-extern.fzk.de/dtellent/scripts/drucken/druckversion.phpより引用 
 
 
◇1. 情報通信分野 

光通信用部品作製手法としても、LIGA は注目されている。光通信部品は、小型部品をアライメント

して、実装する工程が各所にある。例えば、BESSY では LIGA を用いて、図１５のような長さ 15mm、

幅 5mm のオプティカルベンチを作製し、このベンチ上にレーザーダイオード(LD)、4.4mm の長さの平

面シリンドリカルレンズ、5mm の長さの光アンプの順に実装し、通信波長 1.06μm で 2W の出力を確認

した。また平面導波路(PLC)、アレイ状グレーティング(AWG)の作製技術としても注目されている。ド

ライエッチングによる微細加工の欠点として、側面の荒れ、うねりが挙げられるが、その結果、光透

過率の低下がおこる。高屈折率膜を低屈折率膜で挟む形状での損失のチャンピオンデータは、

0.03dB/cm（Δ=1.8%）であるのに対して、導波路形成後の損失チャンピオンデータは、0.05 dB/cm（Δ

=1.5%）である。ここでΔは高屈折率膜と低屈折率膜の屈折率比である。今後、さらなるの集積化を

目指して、光学部品は小型化する必要があり、それに伴いΔ値を大きくする必要があるが、Δ値が大

きくなると伝送損失も大きくなる。従って、ますます平滑な側面を有する導波路が重要になる。 
  ドイツのIMM, FZKそしてSTEG micro-Partsは、図１６のようなマイクロスペクトロメーターを開発

し、既に可視域用、近赤外様用が販売されている。高屈折率(n2)の高分子を低屈折率(n1)の高分子では

さみ、導波路部分の寸法は 7×17mmである。グレーティングの段差は 0.2μm、またピッチは 2μmで、

400-1100nmの波長範囲で、0.2nm/μmの分解能が報告されている。ファイバーに接続するために平面導波



路端面の厚さは 125μmとなっており、LIGAプロセスの導入で初めて達成された部品である。 

また、ｘ線分光の分野では x 線光源の集光、分光方法として、ゾーンプレートを LIGA で作製する研

究が ELETTRA, BESSY で行われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 図１６ LIGAで作製されたバイオチップの例。

www.graphilox.de/azm/englisch/biochip_eng.htm よ

り引用。 

 

図１５ドイツBESSYのLIGA施設で作製され

た マ イ ク ロ 光 学 ベ ン チ 。

http://www.graphilox.de/azm/englisch/opti

calbench_eng.htmより引用。 

 
 
 
 

 次に半導体分野から一例紹介したい。半導体製造工程で、集積回路がウエハー上に完成すると、ウエ

ハー状態で回路機能が正常に動作していることを確認する工程がある。これが、プローブテスト工程で

あり、集積回路検査装置（プローバー）と集積回路（IC チップ）の電気的接続を行うために必要な検査

部品が、プローブカードである。IC チップの外側接触端子（ボンディングパット）に、直接タングステ

ン製のプローブ針をたてることにより、テストを行う。プローブの数は、IC チップの外部接触端子の数

だけ必要となり、プローブのピッチは、ボンディングパッドのピッチと同様のピッチになる。プローブ

カードに要求されているのは、①接触抵抗安定性、②高周波特性、③狭ピッチ化などがある。この中で

も、③の狭ピッチ化は集積度の上昇、IC チップの微細化に伴い、特に早急かつ強い要望が来ている。LCD

ドライバーは、IC チップの中でも最もパッドピッチが小さいデバイスであるため、プローブカードに要

求される最小ピッチは、LCD ドライバーのボンディングパットピッチとなる。現在、プローブカードは、

熟練工の手作業によって作製されているため、微細化は量産レベルで 40 ミクロン、試験レベルで 30 ミ

クロンが限界といわれている。今日、最小寸法のものは液晶用に 45 ミクロンのものが用いられている

が、次のターゲットは 30 ミクロン以下である。 

また、IC チップの外部接触端子の数は、カスタム LSI で 200 本であり、1000 本程度のもので 500 万

円以上の高値となる。今後、プラズマディスプレイ、液晶ディスプレイの大画面化、高解像度化が求め

られていくが、本観点からもプローブカード製造技術の革新なしには、ありえない。 

兵庫県立大学と日本電子材料（株）、住友電気工業（株）では LIGA を用いてプローブを作製した。そ

れぞれの試作品の写真を図１７(a)、(b)にそれぞれ示す。LIGA プロセスを用いることの利点は数多いが、

①手作業で一つ一つ作製していたプローブを１０００本でも２０００本でも一括生産可能、②形状が極

めて揃っている、③ドライエッチングプロセスでは達成し得ない形状が可能、④プロセスの簡略化が可

能、の四点が重要である。特に液晶用のプローブは典型的である。今後、更なる狭ピッチ化、薄型化が



求められるが、LIGA の現行技術で十分クリアできる精度で、むしろ実装技術精度がネックとなる。 

②に関連しては、これまで手作業の場合、形状のばらつきがあったため、電極にプローブを強く押さ

えつけることが不可欠であった。兵庫県立大学では LIGA により均一・同一形状化を可能にした。その

結果、強く押し付ける必要性はなくなり、接触抵抗が激減して 0.5 オーム程度なった。 
コイルに関しても、LIGA の特徴を存分に生かした研究が兵庫県立大学を中心に、進工業（株）、（株）

樹研工業、兵庫県立工業技術センターとの共同プロジェクトで行われている。現在、巻き線型コイルは、

コイル直径 18 ミクロン、3.2mm×1.6mm サイズが最小であり、情報端末には向かない、あるいは用途が

限定されてしまう。チップコイルが半導体のフォトリソグラフィーとメッキにより作製されており、情

報端末に用いられているが、高値でまた損失も大きいために、LSI で精度の悪さをカバーしていくこと

が不可欠となっている。チップコイルは、現在、モバイル用で月産 20 億個で、一個当たりの単価は 1

円程度である。 

LIGA を用いて、マイクロコイルを作製する方法は、まずレジストを塗布した丸棒を回転させながら露

光を行い、ナットのように内側に螺旋溝がある電鋳金型を作製する。この金型を使ってウォーム射出成

形を行い、ボルトのような形状の成形品の表面をメタライズする方法で達成可能である（図１８）。た

だ微細化は、高抵抗化、高損失化が起こってしまい、製品として意味をなさない。そこで、高アスペク

ト比を有する線を、巻線状にすることにより克服可能である。アスペクト比の高い線の形成は、LIGA の

最も得意とするところである。小型・低損失の立体コイルが量産できるようになると、モバイル以外で

は血管中に入れて用いるセンサー、原子力配管のクラックの検出(Micro Inspection Machine)、うず電

流センサーなども可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７(a) 兵庫県立大学と日本電子材料（株）で開発された

LIGA製のプローブアレイ(b) 住友電気工業（株）で開発された

LIGA製のプローブ。 

http://www.lasti.himeji-tech.ac.jp/microsystem/h-g/device.ht

mlとhttp://

図 １ ８  LIGA で 作 製 し た コ イ ル 。 Japanese 

Journal of Applied Physics, 44, 7B (2005) 

pp.5749-5754より引用。 

www.sei.co.jp/liga/trial/metal.htmlより引用。 

 
 ◇2.  産業機械分野 

アクチュエーターが小型化できると、マイクロロボットに搭載可能となる。電磁方式のものは、微小

化に伴い（出力/重量）が減少するのに対して、静電方式や圧電方式は、（出力/重量）を低下させるこ

となく、むしろ増加する。従って、静電方式や圧電方式は、微細化に適したアクチュエーターというこ

とができる。圧電方式のものは、変位があまりとれないという欠点もある。静電方式のものは、例えば

http://www.sei.co.jp/liga/trial/metal.html


光通信用 MEMS に利用されている。しかし、多くの加熱プロセスを経て形成されていくため、応力の問

題の克服など課題が多く、LSI の延長と考えるには困難が多い。また、強いパワーを出すことが難しい

ことがある。以上、顕在化している欠点は LIGA 法により立体型にすることにより克服可能である。立

体静電型櫛歯型アクチュエーターは単純に１００歯あれば出力は 100 倍になる。また、歯間の距離を短

く、面積を大きくすることによりハイパワー化が可能となる。このような構造の作製は、LIGA 以外は考

えられない。従って LIGA 法を用いたアクチュエーターの開発は、世界の放射光施設で幅広く研究され

ている。 

 

◇3.  生物分野 

次に生物分野における LIGA の応用例を紹介する。電気泳動は生命科学研究で最も頻繁に行われてい

る手法である。この実験手法は最近、チップで行う技術へと発展してきている。10 年前にヒトゲノムの

解析研究が開始された当初に比べて、シークエンシング終了期限は大幅に短縮された。これは、キャピ

ラリーアレイ電気泳動のＤＮＡシークエンサーの出現により、ゲノム解析が急進したことによるといえ

る。ゲノムシークエンシング終了が目前に迫った今日、ポストゲノムシークエンシングの課題として、

ゲノム創薬、オーダーメイド医療、個人ゲノムが注目を集めている。特に、１塩基多型解析(SNP)は欧

米をはじめ日本でも、１９９９年以来５省庁横断国家プロジェクトとなっている。２０年で 6 桁多い塩

基対のシークエンシングの達成が望まれている。 

 解析手法には、上記キャピラリーアレイ電気泳動の他、ゲル電気泳動、マイクロチップ電気泳動があ

る。このうち最近最も注目されているのがマイクロチップ電気泳動であり、基本原理は、以下のとおり

である。まず、十文字に彫った数十ミクロンの幅の溝に、ゲルと緩衝液を充填して電場をかける。次に、

直交する方向の溝に電場をかけることで、直交部分の微小体積の試料を正確に、かつ再現性よく切り取

ることができる。この微小試料を、溝内に充填されたゲル中に電気泳動させることによって、サイズご

とに分離することが可能となり、サイズごとに分かれたサンプルのバンドを、蛍光もしくは紫外光で検

出するという方法である。 
 現在、溝はウエットエッチングまたはドライエッチングにより形成されたものが用いられているが、

前者は流路断面が楕円形になること、後者は断面が極めて粗いことが、電気泳動の再現性や、蛍光もし

くは紫外光で検出するときの精度に、大きく影響してきている。また、1 枚あたり数万円であるため、

ウイルス等を扱うことを考えると、ディスポーザブルになることが望ましい。さらに、半導体集積回路

と同様、より多くの試料をより早く分離・分析するには、溝の更なる微小化を進める必要があるが、こ

の時、溝の深さが浅くなってしまうことは、蛍光もしくは紫外光で検出するときの分析感度を下げてし

まうので、好ましくない。以上をまとめると、流路の微細化、高アスペクト比化、流路の平滑性の向上、

ディスポーザブル化が、望まれていることがわかる。これら、全てを満足する製造技術として LIGA が

注目されている。産総研では、唾液の採取により人間のストレスシグナルを迅速に計測するバイオチッ

プが開発された。表面の平滑性は、ドライエッチング品に比較しても著しく向上していることが肉眼で

もはっきりとわかるものができている。図１９は、BESSY AZM(Anwenderzentrum für Mikrotechnik)
で提案されているバイオチップである。全体のサイズは、23×54×5mm で PMMA 製である。二種類

の流体は、反応部で混合・反応した後、測定部へと送り込まれる。この測定部には電極が設けられてお

り、電気泳動が行える。 
 さらに、ゲルに換わるナノ分離担体を作製することが望まれている。現在では、メチルセルロースの

ようなポリマー溶液を用いて、ポリマー同士の絡み構造を作製し、孔を形成させる。ＤＮＡは、ポリマ



ー溶液中を泳動する間に、ゲルと同様の分子ふるい効果により、分離が達成される。10～80 ナノメー

トル程度のサイズの構造体を作製できれば、ゲルやポリマー溶液を用いなくとも、簡便に、そして高速

でＤＮＡ解析をチップ上で行うことができる。高アスペクト比の流路に、高アスペクト比のピラーアレ

イが形成できれば、高精度な塩基対の分離が可能となる。既に LIGA を用いたマイクロ流路中のナノピ

ラー形成の研究が行われている。特に、１００ナノメートル程度のピッチを持つピラーアレイの形成に

よって、4 乗オーダーの塩基対の分離が可能となるので、今後の発展が興味深い。図２０はドイツ IMM
の波状構造体を有したマイクロ流路で、微少溶液を混合・分離するチップである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 １ ９  バ イ オ チ ッ プ の 例 。

http://www.graphilox.de/azm/englisch/ultradee

pxrl_eng.htmより引用。 

図 ２ ０  マ イ ク ロ 流 路 中 に 作 ら れ た マ イ ク ロ ミ キ サ ー 。

http://www.imm-mainz.de/v0/vvseitene/vvleistung/endeff.htm

lより引用 

 
 
 
 
◇4. コンテンツへの応用 
 最後にいささか異色な応用例を紹介する。映画マトリックスのヒントとなったともいわれる日本テレ

ビ系アニメーション「甲殻機動隊」の作品中の背景に図３の酸化チタン二次元構造体（図２１右）や我々

の作製した高速重イオンで酸化チタンに形成した穴（図２１左）が使われている。電脳・情報犯罪に立

ち向かう公安９課という諜報機関が舞台となっており、写真中のハイテク企業”Poseidon Industrial Co, 
Ltd.”は、情報通信・ナノテクに精通した技術者が多く在籍しており、テロを計画しているという設定で

ある。LIGA で作製された構造体はナノテクであること、コンピューターグラフィックスで作り出すバ

ーチャルな画像と違い、実存する物質の芸術的美しさがコンテンツ産業からも注目された結果であると

考えている。（粟津浩一） 
内容に関して、（独）産業技術総合研究所 豊川弘之主任研究員よりコメントいただきました。 
 
 
 
 図２１ 日本テレビ系アニメ甲殻機動隊の１

シーン。右がLIGAにより作製された酸化チ

タン、左は高速重イオンにより作製された酸

化チタンナノ構造。プロダクションI.G.より許

可を得て掲載。甲殻機動隊のホームページ

http://www.ntv.co.jp/kokaku-s/index.html 
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