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平成２３年度実施方針 

 

機械システム部 

 

1．件名 ： プログラム名 ロボット・新機械イノベーションプログラム 

（大項目） 「異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト」 

 

２．根拠法 ： 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第２号 

 

３．背景及び目的・目標 

（１）研究開発の背景及び目的 

我が国産業は、強力な競争力を有する製造業を柱に成長してきたが、情報ネットワーク技術の進展や経済

のグローバル化によって、激しい国際競争にさらされており、さらに少子高齢化による技術伝承の困難さ、地

球環境問題への対応等、様々な課題に直面している。このような中で、製造業が我が国の産業競争力を支えて

いくためには、新たな製造技術の開発により、新しい産業を創出し、製造業での高付加価値化を更に進めるこ

とが必要である。そのためには、これまでの縦割りの技術の深耕ではなく、様々な分野の技術、科学的知見を

融合した新しい製造技術を創り上げていくことが必要である。 

代表的な新しい製造技術であるＭＥＭＳ(Micro Electro Mechanical Systems：微小電気機械システム)技

術は、９０年代に世界に先駆け我が国では産学官での挑戦が始まり、２０００年以降自動車、各種製造機器、

情報機器、通信機器等の小型・高性能化をもたらし、我が国の産業競争力強化に貢献してきた。 

ＭＥＭＳ技術は、直近の産学官の取り組みである「高集積・複合ＭＥＭＳ製造技術開発プロジェクト」に

おいて、ＭＥＭＳ技術と半導体技術、ナノ技術とを融合し、高集積化・複合化による多機能デバイスの創出を

狙う新たな製造技術を実現したが、今後、２０１５年以降２０２５年に向けて革新的イノベーションを起こし、

更なる市場の拡大を図るには、従来電子・機械製造技術と完全に異分野とされてきた技術とを融合させる等に

より、これまでの製造技術の概念・常識を打ち破った技術を創出することが肝要である。 

ＭＥＭＳ技術戦略マップ２００７年版では、「ＭＥＭＳはトップダウンプロセスである微細加工とボトムア

ッププロセスであるナノ・バイオプロセスとを融合させたマイクロ・ナノ統合製造技術の確立により、その応

用範囲を急速に広げ国家・社会的課題である「環境・エネルギー」、「医療・福祉」、「安全・安心」分野で新し

いライフスタイルを創出する革新的デバイスとして広く浸透する。」と記載されている。例えば、「医療・福祉」

分野では、人体に与える負荷を極小化させる医療診断システムが、「安全・安心」分野では、広くセンサネッ

トワークを構築し、災害監視や地球観測に適用可能な宇宙で使えるような革新的デバイスの創出が望まれてい

る。この革新的デバイスを創出するためには、その基盤技術であるプロセス技術の確立が必須である。 

このため、本プロジェクトは、サイエンスとエンジニアリングを融合させ、将来の革新的次世代デバイス

の創出に必要な新しいコンセプトに基づき、基盤的プロセス技術群を開発し、かつ、そのプラットフォームを

確立することを目的とし、我が国のものづくりを支える中核デバイスの国際競争力強化を目的とした「ロボッ

ト・新機械イノベーションプログラム」の一環として行う。 

 

（２）研究開発の目標 

本プロジェクトでは、次の研究開発項目①～⑤の５項目を 終目標とし、各項目間の連携にも配慮しながら、

異分野融合型次世代デバイス製造に必要な基盤技術を確立する。プラットフォーム構築に向けた全体のポリシ

ーを明確化し、戦略的かつ代表的な想定デバイスを設定した上で、その製品成立のキラープロセス、あるいは
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上市までのスピードアップを行うキラープロセスを設定し、機能を具体的に落とし込む上で、数値化可能な技

術については定量的な数値目標を設定する。  

 

[委託事業] 研究開発目標①～④ 

（ 終目標 平成２４年度） 

研究開発項目①「バイオ・有機材料融合プロセス技術の開発」 

1) ナノ界面融合プロセス技術 

ナノ構造体表面で、生体分子、細胞、組織や合成有機分子の生体適合性、特異的分子認識能を発現させる。 

機能性分子を脂質二重膜に導入したセンシングモジュールを試作し、24 時間以上の生化学的な機能発現を

電流計測等により実証する。 

有機半導体のキャリア拡散距離である 200nm 以下の間隔を有するナノ構造体表面に低分子有機材料の配

向・高分子材料の被覆プロセスを開発する。プロセスの有効性確認のため、まず有機薄膜の分子配向制御プロ

セスを開発し、光電変換デバイスの変換効率が 20％向上することを示す。また、陽極（透明導電膜）上への

ナノ構造形成プロセスを開発し、光電変換デバイスの変換効率が 20％向上することを示す。さらに陰極（金

属電極）上にナノ構造形成プロセスを開発し、発光デバイスの光取り出し効率が 20％向上することを確認す

る。有機薄膜の損傷によるデバイス特性の低下を 10％以下に抑える中性粒子ビームエッチングプロセスを開

発する。 

2) バイオ・有機高次構造形成プロセス技術 

バイオ・有機異種材料による３次元組立プロセス技術を開発する。 

ハイドロゲルの高次構造形成プロセスを開発し、血糖値観察が可能な埋め込み型デバイスへ適用し、生体

内において3カ月の機能確認を実証する。 

毛細胆管構造などの微細組織構造を再構成するプロセスを開発し、少なくとも１つの典型基質由来代謝物

を蛍光光度等を用いて測定し、定量可能な代謝物量を抽出できる細胞の配置や添加物、培養日数を決定する。 

また、径50 nm 以下の有機分子ナノピラー構造、100 nm 以下の均一ポアを有する有機分子ナノポーラス構

造、ライン・アンド・スペース（L／S）＝100 nm 以下の網目や直線構造などのナノ構造を自己組織的に形成

するプロセスを開発する。開発されたナノ構造を熱電変換デバイ ス及び光電変換デバイスに適用し、熱電特

性（パワーファクター）P = 10mWm-1K-2以上、及び光電変換効率従来比20％向上することを示す。 

 

研究開発項目②「３次元ナノ構造形成プロセス技術の開発」 

1) 超低損傷・高密度３次元ナノ構造形成技術 

超低損傷エッチングにおいて±10%の精度で予測・設計できるシミュレーション技術を活用して、被エッチ

ング面の粗さが原子層レベルの超低損傷シリコン３次元ナノ構造（ナノサイズの開口でアスペクト比が 100

以上）をエッチング速度0.3um/min以上により形成するプロセスを開発する。 

超低損傷エッチング技術を活用し、300MHz 帯での動作可能な高周波デバイスを試作し、超低損傷エッチン

グの有効性を確認する。 

シリコン以外の材料の検討としては、バイオチップ等に用いられる石英、ホウ珪酸ガラス等に対して、フェ

ムト秒レーザーアシストエッチングにより、水平方向、垂直方向のアスペクト比がそれぞれ10000、100を実

現するプロセスを開発する。 

 

2) 異種機能集積３次元ナノ構造形成技術 

３次元構造表面の特定箇所に対し、100 nm以下の径のナノ粒子・自己組織化ドット等を配置し、粒子間隔・

密度をデバイス構造に対応して高精度に制御する。 

プローブ先端におけるナノトライポロジーモデルを構築するとともに、先端電極部を100nm以下まで微細化
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した耐摩耗マルチプローブを試作し、摺動距離 1m を経たプローブの接触抵抗値を 1Ω以下に抑えられること

を実証する。 

3次元構造へのナノ粒子配列プロセス技術を開発し、ガスセンサに適用し、エタノールを対象に濃度500ppm

のガス存在下の抵抗変化比5を実現する。また、検出対象ガス種を拡大し、VOC、SOX、NOX等の検出が可能で

あることを確認する。 

各種金属・半導体表面とナノマテリアルとの2重認識バインダ分子を構築し、ＭＥＭＳ構造上への自己組織

的ナノ配列プロセス技術を開発し、３次元形状表面のナノチューブ修飾による潤滑化を検討し、無修飾時に比

べ摩擦抵抗を1/10を実現する。また、直径100 nm以下のナノチューブバンドルを均一性10%以上でプローブ

尖塔に修飾するプロセスを開発する。 

また、３次元ナノ構造の微細溝や孔（ナノサイズの開口でアスペクト比が100以上）に、金属あるいは酸化

膜を空隙なく埋め込む技術を確立する。 

 

3) 宇宙適用３次元ナノ構造形成技術 

宇宙空間でのマルチバンド観測を実現する３次元ナノ構造形成技術として、トップダウンにより形成された

３次元構造に均一に100nmレベルのナノ構造を転写形成する技術を構築する。 

さらに、３次元ナノ構造を形成したフィルタにより宇宙空間において複数の波長の光が選択的に検出できる

ことを検証する手法を確立する。 

 

研究開発項目③「マイクロ・ナノ構造大面積・連続製造プロセス技術の開発」 

   1) 非真空高品位ナノ機能膜大面積形成プロセス技術 

局所雰囲気制御下で非真空薄膜堆積プロセスにより電子移動度 1 cm2/V･sec 以上の電子的機能膜やマイク

ロ･ナノ構造を構成する機械的機能膜を形成可能とする塗布ヘッドを開発し、メーター級の大面積基板上にス

キャニングして、膜厚均一性±10％以下及び現行真空装置以上の成膜速度60nm/分で大面積基板に形成可能と

するプロセスを確立する。さらに、それを実現する装置仕様を決定する。 

 

2) 繊維状基材連続微細加工・集積化プロセス技術 

繊維状基材上に、電子的機能膜としての有機薄膜、マイクロ・ナノ構造を構成する機械的機能膜としての圧

電薄膜、電極薄膜、絶縁薄膜を、各々連続的に50m/min以上の線速にて形成するプロセスを開発する。 

また、繊維状基材に３次元ナノ構造を加工速度20 m/min以上で形成するプロセスを開発する。 

さらに、タッチセンサ、超音波アレイや発電シートなどさまざまなデバイスに対応する汎用的な素子実装技

術と製織技術を開発し、デバイス面積 1 m x 1 m 以上で３種類以上の素子が密度 400 個/m2で集積されたメ

ートル級布状デバイスを実現する。 

 

研究開発項目④「異分野融合型次世代デバイス製造技術知識データベースの整備」 

異分野融合型次世代デバイス製造技術の研究開発項目①～③にかかわる新たな知見（文献情報、特許情

報、及び研究成果を含めて）を系統的に蓄積してデータベース化するとともに、ＭＥＭＳ用設計・解析支

援システム開発プロジェクトや高集積・複合ＭＥＭＳ製造技術開発プロジェクトなどでこれまで蓄積した

技術情報を統合的に取り扱える知識データベースシステムを開発する。また、蓄積するデータ数は   

１５００件以上とし、この知識情報をＭＥＭＳ用設計・解析支援システムで活用できるようにする。 

 

[委託事業] 研究開発目標⑤ 

（ 終目標 平成２２年度） 
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研究開発項目⑤「高機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発」 

1)  高機能センサネットシステム開発 

検証用のクリーンルームにおいて、従来比（1990年比）CO2削減60％のセンサネット制御システムを開

発する。また、一辺30mm、厚み10mm以内に複数のＭＥＭＳセンサと処理回路、無線回路、エネルギーデ

バイスとの融合を想定したセンサモジュールプラットフォームを作製する。 

 

2) 低環境負荷型プロセス技術開発 

現状のSF6ガスに対し、複数の代替候補ガスを調査・検討し、温暖化ガス排出量を90％以上削減可能と

する 適代替ガスの選定指針を得る。また高機能デバイス薄膜の集積化に関し、250℃以下で大気圧付近

から真空で封止できる接合方式を決定する。さらに生体適合性ポリマーを用いたＭＥＭＳ製造プロセスに

おいて、シミュレーションを用いて機械特性などの機能数値を具体的に示す。 

大口径ＭＥＭＳ用試作ラインにて、センサ用途等ＴＥＧの設計及び試作を複数種類行い、歩留まり、生

産性、効率性のデータとデバイスの動作を妨げる製造装置、製造プロセス、デバイス構造起因の欠陥・ば

らつき等の課題を抽出する。研究開発項目②「３次元ナノ構造形成プロセス技術開発」の成果である中性

粒子ビームエッチングをセンサＴＥＧに適用し、デバイス性能への効果を検証する。 

設計・計測・ファブ環境情報において共有化する情報を類型化し、データ共有化のためのデータフォー

マット、それに付随する基本ソフトウェアの開発を行い、ＭＥＭＳ-ＴＥＧを用いてデータ交換及び設計

手法の検証を行う。また、クリーンルーム及び製造・検査装置に関わる消費エネルギー、二酸化炭素排出

量など環境情報の収集管理の方法を決定する。 

 

[委託事業] 

（中間目標 平成２２年度） 

研究開発項目①「バイオ・有機材料融合プロセス技術の開発」 

1) ナノ界面融合プロセス技術 

終目標に示されている生体適合性、特異的分子認識能、高効率多段階反応能を発現させるための、材

料及び手法を選定する。配向や被覆プロセス、材料充填プロセス、表面平坦化プロセスを実現するための

材料や手法を確定する。体内で機能するハイドロゲルなどのバイオ・有機材料及び人工脂質二重膜を安定

形成する基本技術を確立し、 終目標値を達成するための手法を決定する。ナノ界面融合プロセスモデル

構築のための、基本パラメータ群を導出する。 

2) バイオ・有機高次構造形成プロセス技術 

バイオ・有機異種材料の組立プロセス技術を開発し、 終目標を達成するための手法を決定する。有機

分子ナノピラー構造、有機分子ナノポーラス構造、直線及び網目構造などのナノ構造形成のための手法を

選定する。バイオ・有機高次構造形成プロセスモデル構築のための、基本パラメータ群を導出する。 

 

研究開発項目②「３次元ナノ構造形成プロセス技術の開発」 

   1) 超低損傷・高密度３次元ナノ構造形成技術 

被エッチング面の粗さが原子層レベルの超低損傷シリコン３次元ナノ構造（ナノサイズの開口でアスペ

クト比が３０以上）をエッチングにより形成し、側壁の傾斜角や等方性・異方性を制御する。 また、超低

損傷３次元ナノ構造の形状を予測・設計できるシミュレーションモデルを構築する。 

2) 異種機能集積３次元ナノ構造形成技術 

３次元構造表面の特定箇所に対し、100nm 以下の径のナノ粒子・自己組織化ドット等を配置するための

表面制御技術を構築する。その際必要となるナノ構造の接触物間作用力を実用的な精度で測定する技術を

開発する。また、３次元ナノ構造の微細溝や孔（ナノサイズの開口でアスペクト比が３０以上）に、金属
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あるいは酸化膜を埋め込む。 

 

研究開発項目③「マイクロ・ナノ構造大面積・連続製造プロセス技術の開発」 

1) 非真空高品位ナノ機能膜大面積形成プロセス技術 

終目標に示される電子的機能膜、機械的機能膜を形成する基本プロセスを開発する。また、大面積化

に関しては、 終目標の膜厚均一性、パターニング分解能、及び成膜速度を達成する手法を決定する。 

2) 繊維状基材連続微細加工・集積化プロセス技術 

繊維状基材上に、上記非真空薄膜堆積プロセスにより、 終目標に示される電子的機能膜、機械的機能

膜、及び光学的機能膜を形成する基本プロセスを開発する。また、ナノ機能膜が被覆された繊維状基材に

３次元ナノ構造を形成するプロセスを構築する。さらに、シート型デバイスを実現する製織集積化基本プ

ロセスを開発する。 

 

研究開発項目④「異分野融合型次世代デバイス製造技術知識データベースの整備」 

    異分野融合型次世代デバイス製造技術の研究開発項目①～③にかかわる新たな知見（文献情報、特許情

報、及び研究成果を含めて）を系統的に蓄積してデータベース化するとともに、ＭＥＭＳ用設計・解析支

援システム開発プロジェクトや高集積・複合ＭＥＭＳ製造技術開発プロジェクトなどでこれまで蓄積した

技術情報を統合的に取り扱える知識データベースシステムを開発する。また、蓄積するデータ数は５００

件以上とし、この知識情報をＭＥＭＳ用設計・解析支援システムで活用できるようにする。 

 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 

 平成２２年度に技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所 所長 遊佐 厚氏をプロジェクトリーダーとして実施された

研究開発の進捗状況を以下に示す。 

 

４．１ 平成２２年度（委託）事業内容 

研究開発項目①「バイオ・有機材料融合プロセス技術の開発」 

1) ナノ界面融合プロセス技術 

バイオ材料に関しての進捗を示す。 

２４時間以上安定して機能する脂質二重膜の形成プロセスを開発した。また、膜タンパク質（VEGF受容体）を

高純度に精製しVEGFとの結合を検出した。生体適合性ポリマー分子の表面修飾し、タンパク質が吸着しにくいと

いう結果を得た。二酸化炭素固定など微生物を利用した高効率多段階反応能を評価した。 

次に有機材料に関しての進捗を示す。 

真空蒸着法によるナノマーキング、及び有機単結晶成長制御を真空中でおこない、 終目標に掲げた径 50nm

以下のナノピラー、ナノドットの形成技術を開発した。70 nm ピッチの平滑性を有するモールドを用いてインプ

リントを行い、 終目標に掲げた100nm以下のL/S構造実現と、その構造物への有機半導体材料の充填プロセス

を開発した。さらに、表面平滑化プロセスの開発により、光電変換デバイスの性能湖上への見通しを得る見込み

である。 

 

2) バイオ・有機高次構造形成プロセス技術 

バイオ材料に関しての進捗を示す。 

マウスの耳に蛍光ゲルファイバーを埋め込み、生体外部からの検出、長期埋め込みなどについて評価した。また

徐放能を有する3種類のゲルを生体に適応し、一定期間後の生体内での血流を比較した。液滴径の平均・分散の評

価を行なうため、シミュレーションにおいて、液滴領域の同定、時間の進展に応じた液滴のトレースを検討した。

さらに、肝細胞の空間的配置の制御により毛細胆管を誘導する手法を得た。 
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次に有機材料に関しての進捗を示す。 

ライン・アンド・スペース（Ｌ／Ｓ）＝100nm以下の網目や直線構造などの有機材料のナノ構造を自己組織的に

形成するプロセスを開発した。また、中性粒子ビームによる有機半導体のエッチングと損傷制御の条件を求めた。

さらに世界 高レベル熱電特性を有する低分子有機熱電デバイスを作製した。 

（委託先：技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所、国立大学法人東京大学、国立大学法人九州大学） 

 

研究開発項目②「３次元ナノ構造形成プロセス技術の開発」 

1) 超低損傷・高密度３次元ナノ構造形成技術 

中性粒子ビームの特性測定に基づいたプロセス 適化により、アスペクト比が 30 以上の超低損傷シリコン

ナノ構造を実現するとともに、側壁の傾斜角や等方性・異方性の制御を実現した。カンチレバーに対してビー

ムを照射する前後で損傷の有無を検知する手法を確立し、中性粒子ビームと従来型のイオンエッチングを比較

した。またフェムト秒レーザ改質とドライ・ウエットエッチングの組み合わせにより、100 nmレベルの微細開

口を有する高アスペクト比トレンチを作製した。 

 

2) 異種機能集積３次元ナノ構造形成技術 

電極の接触面積が100 nmの耐摩耗性プローブを試作した。またペプチドを媒介としたZnOに対するCdSeナノ粒

子の物質選択的パターニングを、１μｍ以下の分解能で実現した。さらに加工シリコン基板上に横方向成長によ

りAlNテンプレートを作製し、その上にAlInGaNナノドットを作製して深紫外発光を得た。 

３Ｄ構造への機能性ナノ粒子配列において、無損傷３次元構造や単分散酸化物ナノ粒子の利用により粒子を配

列した。ナノトライボロジの評価において、ナノ構造の導入によるトライボロジ特性の変化を検証した。 

酸化物製膜において、ナノサイズの開口でアスペクト比が８０以上の微細溝や孔へSiO2を空隙なく埋め込むこ

とに成功した。また金属下地上のCu及びRuを製膜した。有機機能層製膜において、ガラス基板上に超臨界グラフ

ト法による両末端片、末端PEGを修飾した。 

（委託先：技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所、国立大学法人東京大学） 

 

研究開発項目③「マイクロ・ナノ構造大面積・連続製造プロセス技術の開発」 

1) 非真空高品位ナノ機能膜大面積形成プロセス技術 

大気圧下で顕在化する放電の不着火や不安定性に対し、電力密度向上や不要放電抑制の対策を講じ、密閉型

装置700TorrでのH2/He混合プラズマ成膜マージンを拡大することができた。本方式によるSi膜の特性を評価

し、電子移動度1cm2/V・sec以上を達成していることで電子的機能膜が形成できていることを示し、大気圧プ

ラズマ成膜の基本プロセスを開発した。また、ミストジェットヘッドのノズル撥水処理により安定吐出を図り、

パターニング分解能を達成する手法を構築した。エレクトロスプレー法による酸化スズなどのマイクロナノ構

造の構造制御を行い、100nm以下の径のピラーの数密度を40個/μm2を実現した。雰囲気制御評価モデル機に

おいて局所環境制御に必要なガス濃度分析手法を構築した。本手法による流体制御実験及びシミュレーション

解析との比較検証を行い、開放型装置の制約事項として、反応ガス、排気、カーテンガスの流量関係を明らか

にした。 

 

2) 繊維状基材連続微細加工・集積化プロセス技術 

前後処理の適正化をおこなうことで有機薄膜、電極薄膜、絶縁薄膜をそれぞれ10m/minにて連続形成した。

圧電薄膜については今後取り組み10m/minを実現する予定である。高速化において顕在化する膜厚不安定性に

対し、溶液供給系の不安定性や基材位置変動などの課題を抽出し、供給溶液の循環やガイドロール径変動の抑

制などの対策について検討した。また、二層一括塗布プロセスによる有機多層膜の形成・分布評価に着手し、

同種溶媒の積層塗布において層の分離が可能であることを確認した。Cuインクの大気中と還元性雰囲気での減
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圧焼成をテストし、雰囲気の影響を評価した。 

製織用接点支持機能を有するガイド溝構造を繊維状基材上にインプリント形成する技術を開発したとともに

リールツーリールインプリントシステム（複合機）を完成した。また、可動接点構造として、カンチレバー構

造を提案し、その接触抵抗の測定、摩擦特性評価等を実施した。単一接触条件において、接触圧力1MPaのもと

で、比摩耗量が1μm/N・m以下、導電性繊維間の抵抗値は１Ω以下 (初期値)を実現した。 

（委託先：技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所） 

 

研究開発項目④「異分野融合型次世代デバイス製造技術知識データベースの整備」 

BEANS知識データの多様なカテゴリ分類に対応するため、編集者が操作しやすく、データの誤操作の少ないカテ

ゴリ追加・変更機能の設計、実装をおこなった。カテゴリ情報は、知識データの利用価値向上を図るため、複数分

類項目の選択を可能にした。BEANS知識データの蓄積では本研究開発事業の各BEANSセンターにおける研究成果、及

び関連する国内外会議への参加等により189件、また知識データベース編纂委員会の4ワーキング･グループにより

異分野融合分野における新しいライフスタイルを創出する次世代デバイス、製造技術関連の知識データを322件登

録した。 

（委託先：技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所） 

 

研究開発項目⑤「高機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発」 

1) 高機能センサネットシステム開発 

大口径ＭＥＭＳ用クリーンルーム及び植物工場における各製造・評価装置や空調、純水製造等の周辺装置の消

費エネルギー、温度、圧力、風量、異物粒子、ガスをセンシングすることにより、省資源、高効率生産に も適

した集積化センサチップ及びセンサネットワークシステムを検証し、省エネルギー、低炭素化などに関する効果

を分析するための、センサネットワークシステムを試作した。 

また、低環境負荷型及び異分野融合型次世代デバイス製造技術で開発したプロセス技術を活用した高機能集積

化センサチップの開発に向け、ワイヤレス通信、エネルギーのワイヤレス自立、小型・薄型化と、エネルギー、

温度、圧力、風量、異物粒子、ガスの高感度センシング機能、新たなセンシング原理を開発した。 

 

2) 低環境負荷型プロセス技術開発 

シリコン貫通深掘り加工において、温室効果ガス排出量削減に向けて、温暖化係数の高いSF6から代替ガスへ

の切り替えと、エッチレート高速化によるガスの消費量低減及びエネルギー消費効率の向上など環境負荷の小さ

い高効率なエッチングプロセスを開発をした。また、ウェハ・ツー・ウェハとチップ・ツー・ウェハ技術を組み

合わせて、様々な異種デバイスをウェハレベルで一括集積化する技術を開発した。さらに、従来のシリコンに比

べ高い機械特性を有するポリマー材料を使ったＭＥＭＳを開発した。さらに本プロジェクト成果のデバイス機能

検証のためのＴＥＧ(Test Element Group)ウェハを設計開発及び試作した。 

３次元構造かつ可動部から構成される高機能センサ製造に不可欠となる設計―検査間の情報共有化フレームワ

ークを構築した。製造設備の電力使用量や温室効果・有害ガスの排出量などのデータを活用し、デバイス設計時

から環境負荷を考慮した情報共有化技術を開発した。 

（委託先：技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所） 

 

４．２ 実績推移 

 ２１年度 ２２年度（見込み） 

  

実績額推移 

一般勘定（百万円） 

 

１，１４２ 

 

４，１４２ 
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特許出願件数（件） １８件 １２件 

論文発表数 （報） ７０件 １２２件 

   

５．事業内容 

技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所 所長 遊佐 厚氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施す

る。実施体制については、別紙を参照のこと。 

 

５．１ 平成２３年度（委託）事業内容 

研究開発項目①「バイオ・有機材料融合プロセス技術の開発」 

1) ナノ界面融合プロセス技術 

バイオ材料に関しては、以下の事業を実施する。 

今までの成果を基に、機能性分子を脂質二重膜に導入する条件を検討する。脂質（DPｈPC、DOPCなど）や脂質

溶媒の種類や脂質濃度等を変更し、蛍光イメージング評価等で導入できる条件を検討する。 

有機材料に関しては、以下の事業を実施する。 

光電、熱電、センサー等の新規有機半導体デバイスの開発へ応用するためのデバイス作製プロセスの 適化に

取り組み、発光デバイスの光取り出し効率の向上、電荷移動の高速化、配向層の積層化･３次元構造化による新

規フォトニックデバイスの創出の可能性を見極める。 

超低損傷エッチングによる 有機デバイスのNano-fabricationにおいて、エッチング界面の損傷を 小化する

中性粒子ビーム照射条件の導出とデバイス特性への影響を評価し、特性の低下を10％以下に抑える方法を開発す

る。 

2)バイオ・有機高次構造形成プロセス技術 

バイオ材料に関しては、以下の事業を実施する。 

「ハイドロゲル界面形成プロセスの開発」にて 22 年度に選定した材料や手法を用いて、ビーズ形状やファ

イバー形状などの高次構造ゲルを作製し、これをマウスに埋め込んで評価することで、生体内で2週間連続し

て機能可能なハイドロゲルの作製プロセスを決定する。 

微細組織構造のもつ生理活性を測定するため、昨年度誘導した毛細胆管構造などの微細組織構造の配向を制

御できるよう、空間的に制御して配置された細胞に異種細胞などを組み合わせる条件を選定する。 

有機分子の構造・結晶制御による高次構造形成に関しては、以下の事業を実施する。 

電子特性の異なる p型とn型半導体を一分子中にハイブリッド化して、100nm以下の液晶ナノ超構造を構築

し、新しい集積機能材料を創製する。単分子では平面配向しないドーパントを配向性ホスト剤中にドープする

ことで平面配向させることのできるホスト材料を開発する。有機熱電デバイス作製プロセスを開発する。 

ナノポーラス構造形成と熱電特性評価に関して、有機熱電デバイス作製プロセスと熱電特性を示すポリマー

を開発する。 

（委託先：技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所、国立大学法人東京大学、国立大学法人九州大学） 

 

研究開発項目②「３次元ナノ構造形成プロセス技術の開発」 

1) 超低損傷・高密度３次元ナノ構造形成技術 

アスペクト比50以上の構造の形成を実現するために必要な中性粒子ビームの条件（角度分布、表面堆積の許

容量など）を求める。その結果に基づき、開口サイズ100nmオーダーまたはそれ以下でアスペクト比50以上の

超低損傷シリコン構造を形成する。また、超低損傷エッチングを活用して、トランジスタとＭＥＭＳ構造を融

合させた 50MHz 帯の新規デバイスを設計・制作する。さらに石英に対する３次元加工技術により、水平方向の

アスペクト比10000、垂直方向のアスペクト比100を達成する。 
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2) 異種機能集積３次元ナノ構造形成技術 

先端電極部を100nm前後まで微細化した耐摩耗構造プローブをマルチ化する作製プロセスを構築する。マルチプ

ローブのトライボロジ特性評価系を用いて、試作したプローブのトライボロジ特性評価を実施し、シングルプロ

ーブの特性との比較を行う。3D構造へのナノ粒子配列を用いたガスセンサについて、粒子種の検討及び粒子の表

面修飾などにより感度向上を図る。 

（委託先：技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所、国立大学法人東京大学） 

 

研究開発項目③「マイクロ・ナノ構造大面積・連続製造プロセス技術の開発」 

1) 非真空高品位ナノ機能膜大面積形成プロセス技術 

微粒子混合膜での膜界面と粒界抵抗への影響の大きいと推測されるSi微粒子表面の自然酸化膜と除去する表

面処理装置を設計・製作し、表面処理手法を開発する。さらに本技術を用いて、混合膜を実現する微粒子塗布

と大気圧プラズマ成膜との組み合わせ手法を開発する。微粒子の表面改質に関しては 1nm/min 以上のシリコン

のエッチング速度を実現する表面処理プロセスを確立する。また、エレクトロスプレー等噴霧技術を利用して、

酸化スズマイクロ構造を基板加熱とマイクロマスクの組み合わせで形成を実証する。 

 

2) 繊維状基材連続微細加工・集積化プロセス技術 

複合型リールツーリールインプリントシステムにて、送り速度20m/minでの熱インプリントを実現するために、

荷重ステージの高剛性化、荷重制御の応答速度向上などの改良を行う。また、太陽電池開発向けにリボン状基材に

対応するための改造を行う。アラインメント精度10 um以下の連続露光プロセスを確立する。さらに、中空繊維状

基材内パターン形成プロセスを用いて反射型表示素子を実現し、2cm角以上のセグメント型表示デバイス試作を行

う。 

メートル級布状センサアレイを実現するために、22年度に開発した製織集積化基本プロセスをもとに繊維状基材

への5 cm間隔でのセンサ実装と１m x 1mのアレイを製織するプロセスを構築する。 

（委託先：技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所） 

 

研究開発項目④「異分野融合型次世代デバイス製造技術知識データベースの整備」 

知識データのキーワード等による検索だけではなく、類似する研究テーマによる知識データをリストアップする

等、知識データを系統的に抽出する機能を構築する。また、知識データの質的向上を支援する機能を構築する。 

（委託先：技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所） 

 

５．２ 平成２３年度事業規模 

   一般勘定   ７１０百万円（継続） 

（注）事業規模については、変動があり得る。 

 

６. その他重要事項 

（１）評価 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」という。）は、技術的及び政策的観点

から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、成果報告会

等で研究開発内容について内部評価を実施する。 

研究開発項目⑤については、本年度に外部有識者による事後評価を行う。 

 

（２）運営・管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及びプロジェクトリーダーと密接な関係を
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維持しつつ、プログラムの目的及び目標並びに本研究開発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。

具体的には、外部有識者の意見を運営管理に反映させるほか、プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの

進捗について報告を受けること等を行う。 

 

（３）複数年度契約の実施 

平成２１～２４年度の複数年度契約とする。 

 

８．スケジュール 

  平成２３年 ４月     第１回推進委員会     

          ７月     第２回推進委員会 

    １０月      事後評価（研究開発項目⑤） 

     １０月     第３回推進委員会 

平成２４年 １月     第４回推進委員会 

 

９．実施方針の改訂履歴 

（１）平成２３年３月、制定。 

 



（別紙）事業実施体制の全体図 

平成２３年度「異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト」実施体制 

 

 

プロジェクトリーダー 

  遊佐  厚：技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所 所長 

国立大学法人九州大学（①） 

【委託先】

国立大学法人東京大学（①，②（1），（2）） 

【協議・指示】
ＮＥＤＯ 

経済産業省 

技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所（①～④） 
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