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光造形の誕生から微細化へ	
１９８１　光造形法の発明　日本発の技術！　	               

H. Kodama, Rev. Sci. Instrum. 52, 1770 (1981).

１９８７   米国3Dsystems社　世界初の実用機「SLA-1」	

　	
 ９０年代　マイクロ光造形法の研究	

• 　山口（名古屋大）　日本機会学会論文誌Ｃ編, 57, 3400 (1991). 	

• 　中島（東京大学） 　Proc.	of	MEMS	’93,		(1993).

• 　生田（東京大学/名大/九工大）　日本ロボット学会予稿集  (1992) .	

　　　　　　　　　　　　　　　　　Proc.	of	MEMS	’93,	(1993).	

	 μｍオーダーの加工分解能を達成	

• 　J.C. André　 Microchemistry spectroscopy and chemistry in

　small domains, Elsevier Science B. V. (1994). 	

• 　A. Bertsch (EPFL)　Microsystem Technologies 2, 97 (1996)． 	

２光子造形	• 　河田・丸尾（大阪大）　Opt. Lett. 22,132 (1997).
１９９７	

サブμｍオーダーの加工分解能を達成	



Two-photon microfabrication 
Single-photon absorption Two-photon absorption 

Pinpoint Transparent 

Submicron ○ Deep region ○ 

Absorption ∝ (Light intensity)2 

S. Maruo, O. Nakamura, S. Kawata, Opt.Lett. 22, 132 (1997)  

Pinpoint Transparent 

Submicron ○ Deep region ○ 

Absorption ∝ (Light intensity)2 

Objective 
lens 

Photopolymer 

Two-photon microfabrication 

被引用回数 1291  
(Google scholar2016.6)	
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World’s smallest laboratory of Yakult 
A present for lactic acid bacteria

http://www.yakult.co.jp/microlab/	
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How to create functional microdevices
New functional photosensitive materials 

Post processes 
- Metallization (Electroless plating, Deposition, etc.)
- Thermal treatment
- 3-D elastic molding
- 3-D ceramic molding

Hybridization 
	

Macromolecules 33, 1514 (2000) 

PNAS 105, 8850 (2008).	

Nanocomposite resin 
(Nanoparticle, nanorod, etc.)	 Nano Today 5, 435 (2010) 	

Smart gels 
(pH, temperature, etc.)	

Biopolymer (BSA, Collagen, etc.)	

CARBON 59 (2013) 	

Applications 
フォトニクス, 医療	
ラボオンチップ, MEMS	
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ポリマー中の光還元による導電性金属造形	

Opt. Express 16, 1174 (2008) 

導電性のある3次元微細配線	

日経産業新聞　2006.7.24 

50µm 

　　　　　100µｍ	
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New photopolymer for 3D Carbon MEMS	
Polymer structure	 Carbon structure	

Shrinkage ratio: 42%	

Shrinkage ratio: 44%	

5µm	

5µm	 5µm	

5µm	

Substrate: Silicon	

Fabrication time: 15 min.	

OPTICAL MATERIALS EXPRESS 3, 875 (2013)	
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Optically driven micropumps 

Time-shared laser scanning 

APL 89, 144101 (2006). APL91, 084101 (2007).  

Lobed type Viscous type 

5 µm	 5 µm	
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Driving of a metallic cross-shaped rotor  
by a low-power laser beam	

✓Maximum speed: 85.5 rpm (at scanning speed:600 rpm) 
✓Discontinuous rotation	

Laser power: 3mW (He-Ne laser beam: 633 nm) 
Liquid around the rotor: Glycol Ether Acetate	

Real time movie	

Circular 
scanning of a 
laser beam	

High-speed image  
(250 fps, Scanning speed 
of a laser beam: 600rpm)	

Repulsive 
force	

Φ60µm 

Journal of Laser Micro/Nanoengineering 8, 6 (2013) 	
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フェムト秒パルスレーザー光	
＋	

半導体レーザー	

光硬化性
樹脂	

樹脂モデル	

樹脂供給チュー
ブ	

光ファイバー	

光硬化性樹脂	

レーザー光	

出射光により樹脂を硬化	
（特許出願済み）	

①拡張ナノ造形装置	 ②マルチ分解能・全方位３D造形	

④ソフト・ハード３D鋳型技術	③普及型装置＆オープンイノベーション	

充填	 脱脂	 焼結	

セラミックス・スラリー	

樹脂鋳型	

半導体レーザー	

光硬化性樹脂	樹脂モデル	

　・加工線幅（1〜100μm）	
　・所望の部位に付加加工	
　・積層段差を大幅低減	

セラミックス微小部品　　人工臓器（ゲル）	

1mm	

　・加工線幅（約0.5μm）	
　・描画速度（10μm/s〜）	
　・加工領域（面内２cm〜）	

神奈川県産業技術センターに設置予定（H２７年度）	
オープンイノベーションによる高付加価値製品の創出	

独自開発の造形装置＆鋳型技術	

Polymerized 
voxel	

Deactivation 
beam	

Excitation 
 beam	
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造形物	 

樹脂供給チューブ

光ファイバー

光硬化性樹脂

レーザー光

基板	 

光ファイバーを用いたマイクロ光造形法	

• コア径の異なる光ファイバーを用いて加工線幅を変更可能	

　　（加工線幅：1 to 200 μm）	

• 樹脂の使用量を少量化	

• 複数種の光硬化性樹脂を用いた造形が容易	

• 大面積基板への造形／曲面基板への造形も可能	

利点	

ロボットアームで光ファイバーを保持	
↓	

光ファイバー先端に連続供給	
↓	

大面積基板や曲面基板上で造形	

光ファイバー	
特許出願2013	
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さまざまなセラミックス材料を用いた機能デバイスの創製

Jpn. J. Appl. Phys. 48, 06FK01 (2009).

セラミックススラリーを用いた３D鋳型技術	

G	

Gas	

3D laser microfabrication	 Filling slurry	 Drying	 Thermal 
decomposition	

Sintering	

UV laser or 
fs laser	

Ceramic 
slurry	

Polymeric mold	

JST PRESTO　2006-2009

バイオセラミックス: 歯科，医療用足場，再生医療，…	
光学セラミックス: 光学素子, ラボオンチップ, …	
圧電セラミックス: アクチュエータ, センサー, 環境発電, …	
機械セラミックス: タービン, カンチレバー, …	

Fabrication process 
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3D porous scaffolds with β-TCP slurry
Sintered	  body	Polymeric	  mold	

Incus	  
model	

Cubic	  
model	

1mm	

0.5mm	

Pore	  size	60μm	  

100μm	  

Jpn. J. Appl. Phys. 50  06GL15 (2011). 
Complicated 3-D porous scaffolds can be fabricated.	

Pore	  size	
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Fabrication of a spiral piezoelectric element �

・3-D deformation

Features of spiral element 

・Decrease of natural vibration frequency

・Increase of energy density of generation device
・Minimize of size of the piezoelectric element

1mm�

inlet�

1mm � 1mm�1mm�

Polymeric model Green body Sintering Polarization  
&  

attaching electrodes

Sensors and Actuators A 200, 31–36 (2013)

Shell thickness : 100-200µm	

Inlet diameter : 200µm	

thermal decomposition 
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Reproduction of silica microstructures 
using two-photon process 

Wire diameter ：12.5µm　
Coil diameter ：25µm　 Pitch ：37.5µm	

20µm	
Channel diameter：15µm

Wire diameter ：12.5µm

10µm	

SPIE Newsroom (29 November 2012)	
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（a）金属製３D鋳型の作製技術の確立	
（b）人工血管・肝組織の形成実験	
（c）網目状血管形成に適した３D鋳型形状の探索	

従来法	
（直線状の金属ニードルアレイ）	

本方式	
（３D鋳型）	

２D金属ニードルアレイ　→　△2次元的な血管構造	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　網目状血管の形成が遅い　	

肝臓組織の３D網目状血管を	
高効率に形成（cmサイズ）	

３Dソフト鋳型	
＋	

金属メッキ	
↓	

光架橋性ゼラチンゲル	
(GelMa)	鋳型（金ニードルアレイ）	

＋	
内皮細胞	

内皮細胞	 肝細胞	

送液可能な血管構造	

血管内皮細胞	

ゼラチンゲル	
MSC	

血管内皮細胞	
肝細胞	

３D鋳型を用いた人工肝臓の形成	

多彩なニードルアレイの作製の検討	

既存鋳型	 異種直径複合タイプ	微細・緻密タイプ	

福田研究室＠横国大	
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半導体レーザー	
波長：405nm	

光硬化性樹脂	樹脂モデル	

加工線幅　	
　　　0.5〜10μm	
加工サイズ	
　高分解能タイプ　ピエゾステージ方式	
　　　　　　　　300μm ｘ 300μm x 300μm	
　低分解能タイプ（追加予定）　ガルバノミラー方式	
　　　　　　　　5mm x 5mm x 10mm 対応	

　　　　　　　具体的な利用例

 ・ 新材料の特性調査	

 ・ ３Dマイクロ構造体の試作	

 ・ セラミックス鋳型用モデルの作製など	

１０μm	 5μm	

神奈川県産業技術センターに設置した普及型装置	

低分解能造形	

高分解能造形	

4μm	

１０μm	 5μm	

5μm	

特許出願2015	
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普及機によるオープンイノベーション	

１．従来法より簡便・低コストな製造方法の探索	

３．新材料の３Dマイクロ造形・鋳型への適用可能性を検討	

光硬化性樹脂（アクリル系、エポキシ系ほか）、フォトレジスト（ネガ＆ポジ）	

光硬化性接着剤、光硬化型コーティング材ほか	

セラミックス粉末材料、金属粉末材料ほか	

材料系企業とのコラボ	

プロセス／デバイス系企業とのコラボ	

２．従来法では作製困難な３D微細構造の作製	

ナノインプリント向け３D鋳型　→　機能性コーティング・フォトニクスなど	

難加工材の利用（セラミックス、ゲルほか）　→　電子部品・MEMS・再生医療	

フォトリソグラフィ＆エッチングの代替	

微小部品の一体造形による組立・接着レス	
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超３D造形ものづくりネットワーク	

目的	

• 「超3D造形技術プラットフォーム」を用いた高付加価値製品の創出と実用化
の促進	

• 「超3D造形技術プラットフォーム」に関する会員の技術水準の向上と技術開
発の促進	

活動内容	

• 普及型造形装置を用いた公的試作ラボの運営・利用促進	
• ３D造形に関するシンポジウム・見学会の開催（数回／年）	
　　ニーズとシーズのマッチング、人的・技術的ネットワーク	
• 重要課題についてのワーキンググループの設置・共同研究	
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まとめ

(1) 出願番号：特願2015-245452	
　　発明者：丸尾昭二、谷口周平、永瀬史憲	
　　発明の名称：光造形装置	
　　出願人：国立大学法人横浜国立大学	
　　出願日：2015年12月16日	
(2) 出願番号：特願2015-245679	
　　発明者：丸尾昭二、横山滉介	
　　発明の名称：樹脂成形体の製造方法	
　　出願人：国立大学法人横浜国立大学	
　　出願日：2015年12月16日	

関連特許　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先	

横浜国立大学　研究推進機構
　産学官連携推進部門
　知的財産支援室
　知的財産マネージャー　　　　
　北村　正　　

電話　０４５−３３９−４４５２ 
	e-mail kitamura-tadashi-dj@ynu.ac.jp

SIPプロジェクトで開発中の超３D造形プラットフォームについて紹介 
　（１）フェムト秒レーザーを用いた拡張ナノ造形装置
　（２）光ファイバーを用いたマルチスケール全方位造形装置
　（３）青色半導体レーザーを用いた普及型装置
　（４）セラミックスを用いた３D鋳型技術 
超3D造形プラットフォームによるオープンイノベーションの実践 
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