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In this paper, we report a micromachining of titanium using a desktop DRIE and fabrication of microstructure. We found out 

high speed exhaust characteristic is indispensable in the etching of titanium, and the etching rate more than 0.2 μm/min (a 

maximum rate is 0.4 μm/min)was provided in a small amount of etching gas (SF6). As the demonstration of the method, we 

fabricated microneedles imitating mosquito’s proboscis. We revealed that it is available for fabricating precision microstructure. 

Titanium has excellent mechanical property and corrosion resistance, and it is expected to be used as a material for MEMS. In 

this method, it is expected to apply to fabricate the three-dimensional structures.  
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1.  はじめに 

近年，MEMS の応用分野は更なる広がりを見せており，

それを背景にシリコン以外の材料への深掘反応性イオンエ

ッチング (Deep Reactive Ion Etching : DRIE) 技術への要求

が増えつつある。特に，チタニウムは弾性や靭性などの優

れた機械特性や，腐食耐性などの化学特性から，MEMS の

構造用材料として期待されている。しかし，従来のチタニ

ウムの微細加工法である，レーザー加工(1)(2)や電気化学エッ

チング(3)(4)では，その加工性に課題が残っており，チタニウ

ムの微細加工のための，DRIE 技術の開発が求められてい

る。既存の DRIE 技術(5)～(7)では，エッチングガスとして腐

食性の高い塩素系のものを使用しており，ガスの毒性の高

さとチャンバー内の腐食による装置の耐久性などの低下か

ら，安全性，操作性の点で課題が残っている。そのため，

フッ素系ガスによるチタニウムの DRIE 技術が求められて

いる。しかしフッ素系ガスを用いたチタニウムの DRIEで反

応生成物として発生する TiF4は，沸点が 557 K と高く加工

温度範囲内(室温~473 K)では不揮発性である。よって，反応

後にウェハ表面へ再堆積することでエッチングを阻害し，

エッチング速度の低下や表面粗さの増加などの問題が発生

する(8)。また一般的な DRIE装置は，研究開発レベルでは大

型かつ高価なものであるため，装置の小型化が望まれてお

り，デスクトップサイズの DRIE 装置への期待は高い。 

これまでの知見から，このような不揮発性生成物が発生

する加工では，RIE装置の高速排気特性が重要であることが

わかっている(9)。これらの背景を踏まえて，最低限の排気特

性を持つ，デスクトップサイズの DRIE装置を開発した。本

研究では，この装置による SF6ガスを用いた RIE の加工特

性の評価について報告する。 

2.  デスクトップ型 DRIE 装置 

図 1(a)に，本研究で用いたデスクトップ型 DRIE装置の外観

図を，図 1(b)に，概略図を示す。本装置は，一辺の寸法が

60 cm程度のデスクトップ型であり，対応するウェハサイズ

は 2 inch となっている。なお本装置は，小型化のためチャ

ンバー壁からガスを供給する構造となっている。また，メ

インバルブの最大開放時における本装置の N2換算でのガス

滞留時間は，約 2 ms である。プラズマ源にはマグネトロン

方式を採用し，マグネットにはネオジム磁石を用いた。 
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3.  デスクトップ型 DRIE 装置 

〈3･1〉 試験片の作製  本章では，前章で説明したデ

スクトップ型 DRIE 装置によるチタニウムのエッチングに

ついて記す。まずチタニウムの DRIE における加工特性の評

価を行うために，試験片の作製を行った。図 2(a)に，試験片

の作製工程を示す。試験片には純度 99.5 %チタニウム(ニラ

コ)を用い，ポジ型フォトレジストには AZ P4620(AZ エレク

トロニックマテリアルズ)を用いた。またエッチングマスク

として，スルファミン酸ニッケル浴による電解パルスめっ

きで堆積させたニッケルを用いた。なおニッケルマスクの

膜厚は約 4 μmである。図 2(b)に完成した試験片を示す。試

験片の寸法は，長さ 25 mm，幅 20 mm，厚さ 0.1 mmとした。 

〈3･2〉 チタニウムの RIE 加工特性評価  本研究で

は，チタニウムの RIEにおける，RF パワー依存性，チャン

バー内圧力依存性，排気速度依存性の 3 つについての評価

を行った。なお，エッチングガスとして SF6を用い，加工時

間は 40 min とした。また，圧力はエッチングガス流量によ

り調節した。 

図 3 にチタニウムエッチング速度及びマスク選択比(チタ

ニウム/ニッケル)の RFパワー依存性を示す。RFパワーが上

昇すると，セルフバイアス電圧の増加によりイオンアシス

ト効果が促進されエッチング速度が高くなる。エッチング

速度は，市販の小型 RIE 装置と比較して 4~5 倍高く，大型

の DRIE装置と同等の 0.2 μm/min以上(最大速度 0.4 μm/min)

となり期待した結果を得られた。一方マスク選択比は，RF

パワーが増加すると，同じくセルフバイアス電圧の増加に

よりイオン衝突による物理的除去効果が促進されるため低

下する。また RF パワー0.9 W/cm2では，選択比のばらつき

が小さいことが確認された。以上の結果から，実際のプロ

セスでは RF パワー 0.9 W/cm2での加工が望ましい。 

図 4(a)，図 4(b)に，圧力 0.3 Pa及び 1.6 Paにおけるウェハ

表面を走査型電子顕微鏡(SEM)により観察した結果を，図

4(c)にエッチング速度とマスク選択比(チタニウム/ニッケ

ル) の圧力依存性を示す。なお，排気速度は最大の 40.7 L/sec

とした。高圧プロセス側では，エッチング速度及びマスク

選択比においてばらつきが発生し，表面粗さも増大した。

また，SEM による観察の結果，高圧プロセス側では加工表

面に不揮発性生成物がマイクロマスクを形成したことによ

る微細な凹凸が確認され，低圧になるにつれ減少していく

ことがわかった。この結果から，高圧プロセス側でのばら

つきの増大は，エッチングガス流量の増加により，イオン

衝突による物理的作用が相対的に減少し，不揮発性生成物

の堆積速度が装置の排気速度を上回ったことが原因である

と考えられる。したがって，実際のプロセスでは圧力 0.3 Pa

前後でのエッチングが望ましい。 

最後に，本装置の特長である高速排気特性のエッチング

速度に与える影響について調査した。ここで，エッチング

室の容積は 65.4 ml である。図 5(a)，図 5(b)に，エッチング

ガス流量 3 sccm及び 7.5 sccm における，ウェハ表面の SEM

による観察結果を，図 5(c)にエッチング速度及び算術平均粗

さ Raの排気速度依存性を示す。なお，圧力 0.8 Paで実験を

行ったのは，ガス流量 3 sccm(圧力 0.3 Pa)より低いガス流量

での流量の微調整が難しいためである。圧力が一定になる

ようガス流量とメインバルブの開閉を調節すると，排気速

度が上昇するにつれてエッチング速度の増加が確認され，

ガス流量が 6.5 sccm からはほぼ一定の値となった。算術平

均粗さは，低排気速度側においてばらつきが増大した。ま

た，SEM による観察の結果，低排気速度側では加工表面に

 

(a) Outside view           (b) Schematic view 

Fig. 1. Desktop-type DRIE equipment used in this study. 

 

(a) Fabrication process 

 

(b) A finished product 

Fig. 2. A specimen for titanium RIE characterization. 

 

Fig. 3. Etch rate and mask selectivity versus RF power. 
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不揮発性生成物による微細な凹凸が多く確認され，排気速

度の上昇に伴い，試験片上の凹凸が少なくなっていくこと

が分かった。この結果から，低排気速度側でのばらつきの

増大は，排気速度の低下により不揮発性生成物の排気が間

に合わず，ウェハ上に再堆積したことが原因であると考え

られる。以上の結果から本装置は十分な排気速度を持って

いることが示された。 

 

〈3･3〉 マイクロ加工例  本研究では，チタニウム

DRIE による微細加工の実演構造として，蚊の針を模したマ

イクロニードルを適用した。蚊の針を模したマイクロニー

ドルは，バイオミメティクス分野において，無痛針として

盛んに研究が行われている。既存の蚊の針を模したマイク

ロニードルは，材料にシリコン(10)(11)やポリマー(12)を使った

ものが報告されているが，いずれも耐久性や加工精度など

に問題があるのが現状の課題である。チタニウムを DRIEで

加工することで，高耐久，高精度のマイクロニードルが作

製可能であると考えられる。 

図 6(a)に DRIE貫通加工により作製した，蚊の針を模した

マイクロニードル及びその拡大図を示す。マイクロニード

ルの材料には特性評価と同様に 99.5 %チタンに電解パルス

めっきでニッケルマスクを堆積させたものを用いた。DRIE

の加工条件は RF Power を 0.9 W/cm2，チャンバー内圧力を

0.3 Paとした。なお，加工による寸法変換差は－2 μm以内

である。蚊の針は小顎と呼ばれる鋸歯状の針を含む複数の

針が一体となった構造をしている。マイクロニードルはこ

れを模倣し，鋸歯状の針が両側に付いた構造となっている。 

図 6(b)に定速移動ステージを利用したマイクロニードル

のシリコーンゴムへの刺突実験図を示す。刺突速度は約 4 

mm/sである。また本実験では刺突抵抗の増加を抑えるため，

中央の針のみを使用した。実験により，人間の皮膚に近い

硬さのシリコーンゴムへのスムーズな刺突と，10 回の刺突

を繰り返しても針に変形が見られない，使い捨てされる注

射用の無痛針としては十分な，高い耐久性が確認できた。 

このように複雑で微細な形状を持つ構造体も DRIE 技術

を用いることで作製することができ，プロセスの工夫によ

り大量生産も可能である。またレーザー加工では加工断面 

 
(a) Etched surface at 0.3 Pa  (b) Etched surface at 1.6 Pa 

 

    (c) The etched result between 0.3 Pa and 1.6 Pa 

Fig. 4. Etch rate and mask selectivity versus pressure. 

 
 

 
(c) The etched result between 3 sccm and 7.5 sccm 

Fig. 5. Etch rate and surface raughness versus 

exhaust velocity. 
 

(a) Overview and Enlarged view

 
(b) Thrusting experiment 

Fig. 6. Titanium microneedles fabricated by 

DRIE. 

(a) Etched surface at 3 sccm (b) Etched surface at 7.5 sccm 
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の端面上にデブリが発生するため，このような形状の加工

は困難である。 

4.  おわりに 

本研究では，デスクトップ型 DRIE 装置と，塩素系ガスと

比較して安全性が相対的に高いフッ素系ガスを用いたチタ

ニウムの深掘加工技術の実演を行った。チタニウムは靭性

や腐食耐性などの，優れた機械特性，化学特性を持つ金属

材料であり，本研究で提案した加工技術により，チタニウ

ムを用いた MEMS分野のさらなる発展が期待される。 
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