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マスクレス金属蒸着による 

微細金属パターン形成と、 

薄膜ヒューズなどのエレクトロニクス分野等へ
の応用 
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従来のメタルパターン形成技術 

1. シャドウマスクを用いた真空蒸着法 
多種の金属に使えるが、マスクの精度がメタルパターン
の解像度を制限。パターンの種類にも制約あり。 

 

2. メタルナノ粒子を含むインクによるインクジェット法 
金属種が貴金属に限られる。熱処理が必要。 
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新技術の特徴と従来技術との比較 

有機膜表面における新現象： 

選択的金属蒸着現象（金属蒸着選択性）の発見による 

 
従来 

シャドウマスク＋
真空蒸着 

従来 

メタルナノインクに
よる印刷 

本技術 

選択的金属蒸着 

金属種 幅広く可能 銀などの貴金属 多種可能 

金属パター
ンの解像度 

最小でも100μm？ 数ミクロン？ 1μｍレベルが可
能 

基板温度 室温でも可 後処理として加熱 室温～数十℃ 
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マスクレス蒸着による金属パターン形成の原理 

STEP １ 

金属パターンを形成し
たい基板上に、あらかじ
め低い（～RT以下）ガラ
ス転移点（Tg)のパター

ンを、光（レーザー走
査）や印刷法で形成 

Low-Tg パターン 
金属蒸気 

STEP ２ 

金属を特定条件（基板
温度・蒸着速度）下でマ
スクレス蒸着 

STEP ３  

Low-Tgパターンに対す

るネガパターンとして金
属膜が形成 

Low-Tg表面からの金属原子の離脱現象による 
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有機フォトクロミズムに基づいた金属蒸着選択性 

UV照射前 UV照射後 

フォトクロミズムとは 

UV 

可視光 

フォトクロミック膜の表面に、光異性化状態（色がつい
ているかいないか）に応じて、金属蒸気原子の付着特
性が変化する現象。 
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UV照射で着色した部分にのみ金属膜（Mg)が形成。 

「金属蒸着選択性」 

金属蒸着前 

金属蒸着後 
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光異性化により、金属膜が形成できる場所を
制御可能 

Mg vapor Uncolored disk 

Colored disk 

Colorless state 

( i ) 

( ii ) 

Colored state 
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低Tg高分子膜のパターン印刷を用いた 

選択的金属蒸着 

低Tgの高分子表面でも類似の金属原子離脱現象が生
じる。 

 

例えばインクジェットやスタンプなどの印刷法により高分
子パターンを形成し、金属蒸着することで、所望の金属
パターンを簡単に得ることができる。 
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真空蒸着後のアルミニウムパターン 

低Tgポリマーのスタンプにより、複雑なパターンが簡単に
作成可能 

Low-Tg PDMSを 

基板にスタンプ 

ガラス基板 

Alを 

マスクレス蒸着 
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1. Mg、Zn、Mn、Sn、Pb、Au、Ag、Cu、Al、Ca、In、など 

2. 真空蒸着以外の手法（スパッタリング法など）では？ 

適用可能な金属種 

Low-Tgパターン形成方法 

1. レーザー（光）走査：高い解像度（回折限界で制限）、金
属種に制限 

2. 印刷法：解像度はやや低い？が、幅広い金属種が可能 

3. 電子ビームなどの他の手法は？ 
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応用例１：多機能回折格子 

レーザー走査による微細異性化パターン形成と、金属蒸着
による多機能回折格子の形成 

l= 410 nm 

金属蒸発 

レーザー走査による 

光異性化パターン形成 
金属パターン  
(50mm pitch) 

フォトクロミック膜 
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フォトクロミズムの金属蒸着選択性を利用した多機能回折格子で
は、反射光と透過光で異なる回折パターンが実現 

透過光では一次元
的な回折 

反射光で
は二次元
的な回折 
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この多機能回折格子は、単純なパターンだけでなく色々なパターン
への拡張や、書き換え可能性、波長選択性が可能 

反射光 

0th 

±1st 

0th 

±1st 

透過光 
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応用例２：微細薄膜ヒューズ 

20mm 
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鉛に対する蒸着選択性を用いて、レーザーでデザインできる微
細薄膜ヒューズが作成可能。 

サイズは約20ミクロン（0.02mm） 
溶断電流は350マイクロアンペア（0.00035A） 

世界最小かつ最高感度のヒューズ 
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応用例３：有機発光素子の 

電極パターニング 

印刷法（スタンプ）によるポリマーパターン形成＋金属蒸着選択
法により形成した電極パターンを有する有機発光素子 

電圧印加前 
電圧印加後 
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応用例４：金属蒸気の輸送 

高分子膜表面からの金属原子の離脱現象をもちいると、あたか
も天然ガスをパイプラインで輸送するように、固体である金属を
室温で金属蒸気として輸送することができる。 

フォトクロミック膜の 

異性化パターン 

Mg source 

内側に高分子をコートしたガラス管の 

一方からMg蒸気を導入すると、もう一方
の端に輸送され、選択蒸着 
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応用例５：光による金属蒸気の集積 

ガラス球内面にフォトクロミック膜を形成し、光照射により一部だ
け着色すると、金属蒸気はすべてその着色部分に集積！ 

フォトクロミック膜をコートしたガラス球 

UV  

レーザー 

金属蒸気を下の穴から導入 
金属蒸気原子は何度も消色表面で離脱し、
最終的には着色部に集積・堆積する 

レーザー照射によ
る着色部 
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Integrated Mg film 

金属蒸気の集積機能 
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Isomerization pattern  

(before metal deposition) 

Cu Ag Au 

Tsub=24oC  

(transmitted light) 

Tsub=50oC  

(reflected light)  

(transmitted light)  

λ= 365 nm Metal vapor deposition UV DAE deposition 

Photochromism 
Photochromism 

(a) 

(b) 

Au, Ag, Cuへの適用例 

色変化と、大きな電気抵抗の差 
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想定される用途と課題 

• 真空蒸着技術は金属薄膜形成の基盤技術。 

• この新しい現象は、ここで紹介した「回折格
子」、「ヒューズ」、「有機デバイス電極形成」な
どの例以外にも、様々な用途に適用可能と思
われる。 

• ただし、個別の用途に応じて技術を改善する
ことが必要。 
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企業への期待 

• ここで紹介した例以外にも、様々な用途があ
るのではないか。 

• 金属種や要求性能に応じて、技術を改善して
いく必要性がある。 

• 新用途や実用化に向けて、共同で技術開発し
ていく可能性を探りたい。 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：薄膜型ヒューズの製造方法と               

   薄膜型ヒューズ 

• 出願番号 ：特許出願２０１２－１６３８８６ 

• 出願人  ：大阪教育大学 

• 発明者  ：辻岡 強 
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お問い合わせ先 

大阪教育大学 

学術連携課 研究協力係 

ＴＥＬ：０７２－９７８－３２１７ 

ＦＡＸ：０７２－９７８－３５５４ 

e-mail：kenkyo@bur.osaka-kyoiku.ac.jp 


