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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
支持部に支持された片持ちばり状の弾性的なカンチレバー部と、このカンチレバー部の略
先端部において前記カンチレバー部と一体形成され、該カンチレバー部を貫通しない状態
で突設された中空状のニードル部とを備え、前記中空状のニードル部と連通する中空状の
流路を前記カンチレバー部および前記支持部が有しており、かつ前記カンチレバー部の長
手方向と前記ニードル部の長手方向が平行でないことを特徴とする、マイクロニードル搭
載型バイオプローブ。
【請求項２】
支持部に支持された片持ちばり状の弾性的なカンチレバー部と、このカンチレバー部の略
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先端部において前記カンチレバー部を貫通しない状態で突設しつつ該カンチレバー部と一
体形成された中空状のニードル部とを備え、前記ニードル部は、シリコン基板をドライエ
ッチングして形成される微小孔の側壁に酸化膜を形成した後、該酸化膜を除く周辺部を除
去することにより形成され、この中空状のニードル部と連通する中空状の流路を前記カン
チレバー部および前記支持部が有しており、かつ前記カンチレバー部の長手方向と前記ニ
ードル部の長手方向が平行でないことを特徴とする、請求項１に記載のマイクロニードル
搭載型バイオプローブ。
【請求項３】
前記中空状ニードル部は、先細りしていることを特徴とする、請求項１又は２に記載の
マイクロニードル搭載型バイオプローブ。
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【請求項４】
前記中空状ニードル部の先端に、第２の中空状ニードル部を備えることを特徴とする、
請求項３に記載のマイクロニードル搭載型バイオプローブ。
【請求項５】
二つの単結晶シリコン層の間にシリコン酸化膜を挿入した構造をもつＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃ
ｏｎ−ｏｎ−ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板のいずれか一方のシリコン層に、前記カンチレバ
ー部の前記中空状流路を形成することで製造されたことを特徴とする、請求項１〜４いず
れかに記載のマイクロニードル搭載型バイオプローブ。
【請求項６】
中空状流路を備える前記カンチレバー部の略先端部に複数の前記中空状ニードル部が一
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体形成されていることを特徴とする、請求項１〜５いずれかに記載のマイクロニードル搭
載型バイオプローブ。
【請求項７】
前記中空状ニードル部と一体形成された中空状流路を備える前記カンチレバー部が、支
持部に複数個一体形成されていることを特徴とする、請求項１〜６いずれかに記載のマイ
クロニードル搭載型バイオプローブ。
【請求項８】
請求項１〜７いずれかに記載のマイクロニードル搭載型バイオプローブの表面に、導電性
薄膜および絶縁性薄膜を位置選択的に被覆形成することで、前記中空状ニードル部の略先
端部が電気的な計測点となり得ることを特徴とする、マイクロニードル搭載型バイオプロ
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ーブ。
【請求項９】
ドライエッチングによりシリコン基板に微小孔を形成する工程と、該微小孔の側壁に酸
化膜を形成することにより中空状ニードル部を形成する工程と、ＳＯＩ基板に中空状流路
を備えるカンチレバー部を形成する工程と、該中空状ニードル部の中空部と、該カンチレ
バー部に形成した中空状流路とが一致するように位置決めして接合し一体形成を行う工程
と、前記一体形成した基板の一部を除去する工程とを含むマイクロニードル搭載型バイオ
プローブの作製方法。
【請求項１０】
シリコン基板にマイクロニードルを作製する工程と、カンチレバー部および支持部とし
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て用いられるＳＯＩ基板に微小流路を形成するための工程と、前記両基板を接合する工程
と、前記両基板の一部を除去する工程とを含み、
前記マイクロニードルを作製する工程は、シリコン基板を厚さ方向にドライエッチング
によって微小孔を形成する工程と、該微小孔の側壁にシリコン酸化膜を形成する工程とを
含み、
前記微小流路を形成するための工程は、ＳＯＩ基板の下側のシリコン支持層を埋込酸化
層までエッチングして微小孔を形成する工程と、埋込酸化層を除去する工程と、前記微小
孔を拡大する工程と、該微小孔につながるように前記ＳＯＩ基板の上面に矩形溝を形成す
る工程と、該矩形溝を介してＳＯＩ基板のシリコン活性層をエッチングして微小流路を形
成する工程とを含み、
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前記両基板を接合する工程は、前記シリコン基板に形成したマイクロニードルの中空部
と、前記ＳＯＩ基板に形成した矩形溝とが一致するように位置決めして接合する工程であ
ることを特徴とするマイクロニードル搭載型バイオプローブの作製方法。
【請求項１１】
前記マイクロニードルを作製する工程において、微小孔を形成する工程と、該微小孔の
側壁にシリコン酸化膜を形成する工程とを繰り返すことを特徴とする請求項９又は１０に
記載のマイクロニードル搭載型バイオプローブの作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、マイクロニードル搭載型バイオプローブ、およびその作製方法に関し、特に
、生体分子や細胞の機能解明を行うための高機能なツールとしてのバイオプローブ、およ
びその作製方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
ゲノム科学を基盤とした今後の研究成果は、個々人のＤＮＡ情報をもとに診断、投薬、
治療を行うテーラメイド医療や、遺伝子治療および再生医療などの高度先端医療技術、さ
らには、ゲノム情報に基づいた医薬品の開発（ゲノム創薬）などのバイオテクノロジー分
野の発展に重要な役割を果たすものと期待されている。このため、ＤＮＡやタンパク質な
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どの生体分子の構造・機能解析、さらには、生体組織の構築・機能発現のもっとも基本的
な単位となる細胞の機能を解明することが、将来のナノ医療、ナノバイオ、ゲノム創薬の
発展には必要不可欠となる。特に、細胞の機能解明においては、細胞レベルでの高精度な
手術的操作（細胞サージェリーという呼ぶ）が行える基盤技術の確立が重要となっている
。
【０００３】
原子間力顕微鏡（Ａｔｏｍｉｃ

ｆｏｒｃｅ

ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ、ＡＦＭ）は、非

接触・実空間で原子・分子像を直接観察できる精度を有し、かつ摩擦力、粘弾性、硬さな
どの機械的特性や、電気的、磁気的、熱的特性をナノメータレベルの空間分解能で評価で
きる強力なツールである。しかも、押込みやスクラッチングなどの機械的加工や、探針−
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試料間に電圧を印加することによってリソグラフィ、電界加工、化学的気相成長法（Ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ

Ｖａｐｏｒ

Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ、ＣＶＤ）、蒸着などの超微細加工・

薄膜形成にも応用が可能となる。このため、ナノテクノロジー分野の研究開発において、
ＡＦＭは重要な役割を果たしている。
【０００４】
最近では、大気中のみならず液中での評価も可能であることから、ＡＦＭのもつ可視化
機能をバイオテクノロジー分野に応用しようという研究が盛んに行われている。すなわち
、ＡＦＭは単一分子レベルの空間分解能で生体分子（ＤＮＡやたんぱく質など）や細胞の
３次元構造を生きたままの状態で、かつ低侵襲に計測できることから、様々な生体物質の
構造を解明するための強力なツールとなっている（非特許文献１参照）。さらに、ＡＦＭ
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の微小力測定機能（０．１ｐＮオーダー）を応用することで、生体物質（生体分子や細胞
など）の力学的特性の評価や、探針表面に生体物質を修飾することで、他の生体物質との
間に働く２分子間の相互作用力の解析も可能となっている（非特許文献２参照）。
【０００５】
一方、細胞操作技術の代表例としては、遺伝子導入技術（マイクロインジェクション技
術という）があげられる。この技術は、一般に、ガラス製のマイクロキャピラリー（外径
１０μｍ以下程度）を使って顕微鏡下で行われており、高度な熟練を必要とする。このた
め、導入部位の位置決め精度や細胞操作の良否はオペレータの能力に大きく依存する。ま
た、この方法では遺伝子導入効率やタンパク質の発現レベルが低いことから、遺伝子治療
などに応用するためには解決すべき問題がある（例えば、非特許文献３参照)。さらに、
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キャピラリーの直径や形状を再現性よく作製することが難しく、また、外径が大きいため
に細胞へのダメージも無視できない。
【０００６】
最近になってＡＦＭを利用した細胞操作の研究も試みられている。例えば、従来のＡＦ
Ｍのプローブの探針部分（ピラミッド形状を有する）を細胞に挿入し、物理的な吸着を利
用して伝令ＲＮＡ（ｍＲＮＡ）を探針部分に付着させて採取する方法（非特許文献４参照
）が提案されている。また、集束イオンビーム法（Ｆｏｃｕｓｅｄ

ｉｏｎ

ｂｅａｍ、

ＦＩＢ）によって、市販のＡＦＭプローブの探針部分を直径２００〜８００ｎｍ、長さ６
〜８μｍの形状に加工して、細胞に穿刺する試みもなされている（非特許文献５参照）。
この例では、加工した探針部分の表面を化学修飾することで、プラスミドＤＮＡを吸着さ
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せて細胞内への遺伝子導入を行っている。しかしながら、前記いずれの方法ともに、探針
部分は本発明で提案している中空構造を有しておらず、探針部分の表面への物理的あるい
は化学的吸着現象を利用した方法となっている。このため、細胞への任意の生体分子（各
種のＤＮＡやＲＮＡ、タンパク質、酵素、など）や化学物質（薬剤、細胞内外を行き来す
るＣａやＮａなどの各種イオン、生体マーカーとしての量子ドット、なども含む）の導入
・採取には原理的に制限がある。
【０００７】
一方、ＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ

Ｅｌｅｃｔｒｏ

Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ

Ｓｙｓｔｅｍ

）技術を用いて、細胞へ与えるダメージを極力小さくするために、直径が１００μｍ程度
から最小２ｎｍという極細のマイクロ／ナノニードルを作製する方法が提案されている（
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非特許文献６参照）。この方法は、Ｓｉ／ＧｅＳｉなどの積層膜を犠牲層を介して基板上
に形成した後、犠牲層のみを選択的にエッチングし、積層膜自身がもつ内部応力によって
膜がカールする現象を利用して、中空のニードル構造を形成するものである。しかし、こ
の方法で形成されるニードルの長手方向は、基板面に対して平行にならざるを得ないため
、本発明の特徴であるＡＦＭとしての機能を付与した構造を実現することができない。す
なわち、細胞へのダメージは低減されるが、機能的には従来のガラス製のマイクロキャピ
ラリーと同等である液体状物質の注入・採取にのみに限られる。
【非特許文献１】D. J. Muller and K. Anderson,Trends Biotechnol., 20, S45 (2002)
【非特許文献２】D. P. Allison他、 Curr. Opin.Biotechnol., 13, 47 (2002)
【非特許文献３】H. Matsuoka他、 J. Biotechnol.,116, 185 (2005)
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【非特許文献４】H. Uehara他、 Ultramicroscopy,100, 197 (2004)
【非特許文献５】S. Han他、 Biochem. Biophys.Res. Commun., 332, 633 (2005)
【非特許文献６】A. V. Prinz他、 Microelectron. Eng.,67‑68, 782 (2003)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
以上に述べたように、ＡＦＭは単一分子レベルの空間分解能をもつ優れた可視化機能や
、微小力測定機能を応用することで、生体分子（ＤＮＡやタンパク質など）の構造・機能
解析および細胞の機能解明のための必要不可欠なツールとなっている。一方、従来のガラ
ス製キャピラリーを用いたマイクロインジェクション技術の問題点を解決する一つの方法
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として、ＭＥＭＳ技術によって極細のマイクロ／ナノニードルも実現されている。しかし
ながら、両者の機能を同時に具備したものは実現されていない。
【０００９】
このため、対象とする生体物質（生体分子や細胞など）を分子レベルの空間分解能で可視
化し、当該生体物質の特定部位を認知した上で、任意の生体分子（各種のＤＮＡやＲＮＡ
、タンパク質、酵素、など）あるいは化学物質（薬剤、細胞内外を行き来するＣａやＮａ
などの各種イオン、生体マーカーとしての量子ドット、なども含む）を導入することや、
生体物質自身が発現する物質を所望の特定部位から位置選択的に採取することができない
。したがって、本発明は微量な物質の導入あるいは採取が可能で、かつＡＦＭの機能を同
時に具備したマイクロニードル搭載型バイオプローブを実現することを目的とするもので
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ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記目的を達成するため、本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブは、支持
部に支持された片持ちばり状の弾性的なカンチレバー部と、このカンチレバー部の略先端
部において前記カンチレバー部と一体形成された中空状のニードル部とを備え、前記中空
状ニードル部と連通する中空状の流路を前記カンチレバー部および前記支持部が有してお
り、かつ前記カンチレバー部の長手方向と前記ニードル部の長手方向が平行でないことを
特徴とするものである。
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【００１１】
上記マイクロニードル搭載型バイオプローブは、前記中空状ニードル部の先端から液体
状、気体状、固体状いずれか一種類の物質または二種類以上の混合物質を外部へ導入した
り、逆に、前記中空状ニードル部を使って、液体状、気体状、固体状いずれか一種類の物
質または二種類以上の混合物質を外部から採取したりすることが可能な構造を有している
。
【００１２】
さらに上記構成によれば、本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブは、前
記カンチレバー部が弾性的な変形をすると同時に、前記中空状ニードル部が微細な探針と
しての役割を果たすことで、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）としての機能を同時に有する。
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【００１３】
また、本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブは、 好ましくは、前記ニ
ードル部の外径あるいは外寸が１０μｍ以下で、かつ長さが１０μｍ以上であることが望
ましい。
【００１４】
マイクロニードル搭載型バイオプローブの第２の発明は、二つの単結晶シリコン層の間に
シリコン酸化膜を挿入した構造をもつＳＯＩ基板のいずれか一方のシリコン層に、前記カ
ンチレバー部の前記中空状流路を形成することを特徴としている。
【００１５】
マイクロニードル搭載型バイオプローブの第３の発明は、中空状流路を備える前記カン
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チレバー部の略先端部に複数の前記中空状ニードル部が一体形成されていることを特徴と
している。
【００１６】
マイクロニードル搭載型バイオプローブの第４の発明は、前記中空状ニードル部と一体
成形された中空状流路を備える前期カンチレバー部が、前記支持部に複数個一体形成され
ていることを特徴としている。
【００１７】
マイクロニードル搭載型バイオプローブの第５の発明は、該バイオプローブの表面に、
導電性薄膜および絶縁性薄膜を位置選択的に被覆形成することで、前記中空状ニードルの
略先端部が電気的な計測点となり得ることを特徴としている。

30

【００１８】
本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブの作製方法は、前記中空状ニード
ル部を形成するシリコン基板と、中空状流路を備える前記カンチレバー部を形成するＳＯ
Ｉ基板とを、前記カンチレバー部に形成した中空状流路と前記中空状ニードル部の中空部
とが一致するように位置決めして接合することで、一体形成を行うことを特徴としている
。
【００１９】
本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブの作製方法の第２の発明は、前記中
空状ニードル部を形成する際に、単結晶シリコンの微小孔の鋳型をプラズマを利用したド
ライエッチング技術によって形成し、当該微小孔の内壁にシリコン酸化膜を形成すること
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で前記中空状ニードルを作製する工程において、前記ドライエッチングによる微小孔の形
成と前記シリコン酸化膜形成の一連の工程を、少なくとも２回以上繰り返すことで、前記
中空状ニードル先端部の直径の減少と尖鋭化を同時に行うことを特徴としている。
【００２０】
マイクロニードル搭載型バイオプローブの第６の発明は、前述したドライエッチングによ
る微小孔の形成とシリコン酸化膜形成の一連の工程を、少なくとも２回以上繰り返すこと
で、先端部の直径の減少と尖鋭化を同時に行った中空状ニードルを備えていることを特徴
としている。
【発明の効果】
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【００２１】
本発明によれば、生体物質（生体分子や細胞など）をＡＦＭの基本原理を適用して分子レ
ベルの空間分解能で可視化した上で、中空のマイクロニードルによって、任意の生体分子
（各種のＤＮＡやＲＮＡ、タンパク質、酵素、など）あるいは化学物質（薬剤、細胞内外
を行き来するＣａやＮａなどの各種イオン、生体マーカーとしての量子ドット、なども含
む）を当該生体物質の特定部位へ導入あるいは注入することや、逆に、生体物質が発現す
る物質を特定部位から選択的に採取することも可能となる。
【００２２】
また、本発明のマイクロニードル搭載型バイオプローブは生体物質（生体分子や細胞など
）の特定部位へ機械的な刺激を付与することも行えるため、このような機械的な外的要因
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に対する応答の一つとして当該生体物質から発現される物質を採取し、解析する、といっ
た新たな機能解析手法の実現も可能となる。さらに、バイオプローブに金属薄膜などをコ
ーティングすることで導電性をもたせれば、電気的な刺激に対する応答（前記と同様に当
該生体物質からの発現される物質を採取し解析する）や、特定部位への生体分子あるいは
化学物質の導入による生体物質（生体分子や細胞など）の応答を電気信号として検出し、
解析する、といった方法も実現可能となる。
【００２３】
特に、細胞操作という観点で本発明のマイクロニードル搭載型バイオプローブの特徴を
要約すると次のようになる。（１）直径が極めて小さなマイクロニードルを挿入するため
細胞へ与えるダメージが小さく、生きたままの状態で単一の細胞を操作（細胞サージェリ
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ー）することが可能である。また、前述したように、（２）細胞への高精度な生体分子・
化学物質の注入や細胞内の微量物質の採取が可能であることから、細胞機能解明に必要不
可欠な細胞内での生体分子間の相互作用の解析や外部からの化学的刺激（薬剤などの）に
対する細胞の機能発現解析を実現するための強力なツールとなる。さらに、カンチレバー
上にマイクロニードルを一体として形成しているため、本来のＡＦＭのもつ機能も同時に
付与することができる。具体的には、（３）ＡＦＭと同じ原理を適用することで、細胞の
形状計測や、（４）細胞の硬さ、粘弾性などの機械的性質の評価やその空間的なマッピン
グが可能となる。さらに、（５）マイクロニードル先端を使って細胞膜への機械的振動刺
激を与えることで、その刺激によって細胞内で発現する遺伝子やタンパク質などの生体分
子の解析や、（６）細胞膜上に存在する特定のレセプター（細胞外の物理的・化学的シグ
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ナルを選択的に受容する物質で特定の構造をもつタンパク質からなる）への機械的振動刺
激の影響やマイクロニードルから供給する化学物質に対する感受性などの評価も可能とな
る。また、（７）マイクロニードルに導電性の金属薄膜をコーティングすることで、細胞
への電気的刺激の付与や、外部刺激（物理的・化学的）に対する細胞内の電位変化（膜電
位の電気的な計測）の解析機能をもたせることもできる。さらに、（８）バイオプローブ
をマルチ化することで、複数種類の生体分子・化学物質の注入と細胞内で合成された生体
分子・化学物質の採取を同時に行うことや、複数の細胞を独立した条件下で並列に処理す
ることも可能となる。このように、本発明のマイクロニードル搭載型バイオプローブを用
いることで、高精度・高機能な細胞サージェリーをオンチップで実現できる。
【００２４】
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以上に述べたように、本発明は、生体分子（ＤＮＡやタンパク質など）の構造・機能解析
、さらには、生体組織の構築・機能発現のもっとも基本的な単位となる細胞の機能解明、
をより高度に実施するために必要不可欠なツールとなり得るものである。さらに、高精度
な遺伝子導入による高度な診断や治療、再生医療における培養細胞の品質保証のバリデー
ション技術、医薬品開発における細胞を使ったスクリーニング技術、量子ドット（生体分
子マーカー）で標識化したウイルス、タンパク質、薬物などの細胞内での分子動態解析な
ど、その応用は多岐に渡る。本発明は、今後のバイオテクノロジー分野の発展に重要な役
割を果たすものである。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２５】
以下、本発明の実施の形態を図１〜図９に基づいて説明する。
【００２６】
図１は本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブの一実施の形態を断面図と
して示している。本発明のバイオプローブは、ＡＦＭのプローブ構造を基本としているが
、最大の特徴は、支持部１１に支持されたカンチレバー部１２の略先端部に、従来の探針
（先端が鋭利な針状の構造で中空構造をもたないもの）のかわりに、中空のニードル部１
３が形成されていることである。さらに、カンチレバー部１２および支持部１１の内部に
流路１４が形成されていることである。導入・採取口１５にチューブなどを介して吐出あ
るいは吸引のためのポンプを接続することで、ニードル部１３の先端から物質を外部へ導
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入したり、外部から物質を採取したりすることが可能な構造となっている。
【００２７】
図２は本発明のマイクロニードル搭載型バイオプローブの作製工程の一実施例を示してい
る。作製工程を大別すると、マイクロニードル６１を作製するための工程（図２（ａ）〜
（ｃ））とカンチレバー６２および支持部６３に微小流路６４を形成する工程（図２（ｄ
）〜（ｈ））、さらに、両者の基板を接合して最終的なプローブ形状を作製する工程（図
２（ｉ）〜（ｊ））からなっている。ここでプローブとは、マイクロニードル６１、カン
チレバー６２、および支持部６３から構成されるものを示す。
【００２８】
マイクロニードルの作製は、先ず、単結晶シリコン基板２１（厚さ１００μｍ程度）の両
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面に低圧ＣＶＤ法（ＬＰＣＶＤ法）によってシリコン窒化膜２２（厚さ３５０ｎｍ）を成
膜し、さらに、ＬＰＣＶＤ法によってシリコン酸化膜２３（厚さ４６０ｎｍ）を成膜する
。その後、フォトリソグラフィによって形成したフォトレジスト２４のパターンをマスク
として、上面のシリコン酸化膜２３、シリコン窒化膜２２を反応性イオンエッチング（Ｒ
ｅａｃｔｉｖｅ

ｉｏｎ

ｅｔｃｈｉｎｇ、ＲＩＥ）によって直径１〜５μｍ程度の大き

さに順次パターニングする（図２（ａ）参照）。シリコン酸化膜２３およびシリコン窒化
膜２２のエッチングには、それぞれトリフロロメタン（ＣＨＦ３）ガス、テトラフロロメ
タン（ＣＦ４）ガスを使用した。
【００２９】
さらに、フォトレジスト２４／シリコン酸化膜２３／シリコン窒化膜２２の３層構造をマ
スクとして、単結晶シリコン基板２１の深堀エッチング（Ｄｅｅｐ
ｉｏｎ

30

ｒｅａｃｔｉｖｅ

ｅｔｃｈｉｎｇ、ＤＲＩＥ）を行い、図２（ｂ）のような基板面に垂直でアスペ

クト比（深さと幅の比）の高い微小孔２６（深さは単結晶シリコン基板２１の厚さと同じ
１００μｍ程度）を形成する。このＤＲＩＥの工程では、マスク材料のエッチング耐性が
通常は大きな問題となるが、フォトレジスト２４／シリコン酸化膜２３／シリコン窒化膜
２２の３層構造をマスクとして使用すれば単結晶シリコン基板２１の深堀りが可能となる
ことがわかった。
【００３０】
次に、単結晶シリコン基板２１の上面に形成したフォトレジスト２４／シリコン酸化膜２
３を除去する。この際、単結晶シリコン基板２１の上面に形成したシリコン窒化膜２２に
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ついては除去せずに残しておく。さらに、単結晶シリコン基板２１の下面側に形成したシ
リコン酸化膜２３／シリコン窒化膜２２についても完全に除去した後、基板の熱酸化（ウ
ェット酸化、１０４０℃、４ｈ）を行う。その結果、図２（ｃ）に示すように、上面に残
っているシリコン窒化膜２２のない単結晶シリコン基板２１の表面、すなわち、ＤＲＩＥ
によって単結晶シリコン基板２１に形成した貫通孔の側壁と単結晶シリコン基板２１の下
面にのみシリコン酸化膜２５が形成される。このシリコン酸化膜２５（厚さ０．５〜１．
５μｍ）が最終的なマイクロニードルの構造となる。
【００３１】
ここで重要となるのは、上面のシリコン窒化膜２２の存在であり、これによってマイクロ
ニードル先端の形状が高精度に制御できることになる。しかし、シリコン窒化膜２２単体
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ではＤＲＩＥでのエッチング速度が大きくマスクとして利用できないため、エッチング耐
性の高いシリコン酸化膜２３およびフォトレジスト２４との多層構造としていることも作
製工程の特徴となっている。さらに、マイクロニードルを作製するための工程では、１枚
のフォトマスクのみでマイクロニードルアレイの作製が可能となるように工夫されている
ため、精度低下の要因となるアライメント作業が不要となっている。
【００３２】
カンチレバー部分へのマイクロチャネルの形成は、ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ−ｏｎ−ｉ
ｎｓｕｌａｔｏｒ）基板３１を出発点として、ＬＰＣＶＤ法によって基板の両面にシリコ
ン窒化膜３５（厚さ３５０ｎｍ）とシリコン酸化膜３６（厚さ４６０ｎｍ）を成膜する（
図２（ｄ）参照）。使用するＳＯＩ基板３１は、好ましくは、上側のシリコン活性層３２
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の厚さを１０〜２０μｍ、下側のシリコン支持層３４の厚さを３００μｍ程度、シリコン
同士の界面の埋込酸化層３３（Ｂｕｒｉｅｄ

ｏｘｉｄｅ、ＢＯＸ）の厚さを１μｍ程度

とする。先ず、下面のシリコン酸化膜３６／シリコン窒化膜３５をフォトレジスト３７を
マスクとしてＲＩＥでパターニングした後、ＤＲＩＥによって下側のシリコン支持層３４
を埋込酸化層３３までエッチングし微小孔４０を形成する（図２（ｅ）参照）。
【００３３】
次に、緩衝フッ酸（ＢＨＦ）を用いたウェットエッチングあるいはＣＨＦ３ガスを用いた
ＲＩＥによって下面のシリコン酸化膜３６と微小孔４０底部の埋込酸化層３３をエッチン
グ除去し、二フッ化キセノン（ＸｅＦ２）ガスを用いてシリコン活性層３２およびシリコ
ン支持層３４を等方的にエッチングし、微小孔４０を拡大する（図２（ｆ）参照）。ここ
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で、ＸｅＦ２ガスは、シリコン以外の物質をほとんどエッチングしないという特徴をもっ
ている。
【００３４】
さらに、上面に形成したフォトレジスト３８をマスクとしてＲＩＥによって基板上面のシ
リコン酸化膜３６／シリコン窒化膜３５をパターニングした後、ＤＲＩＥによって矩形溝
４１（矩形断面をもつ溝）をシリコン活性層３２内に形成する（図２（ｇ）参照）。この
工程で、矩形溝４１と微小孔４０が互いにつながった径路（後述する微小流路６４に対応
）が形成される。また、このとき同時に、所望の幅と長さをもつカンチレバー部の外形も
パターニングされる。
【００３５】
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上面のフォトレジスト３８を除去した後、熱酸化によってシリコン活性層３２に形成した
矩形溝４１と下側のシリコン支持層３４に形成した微小孔４０の内壁にシリコン酸化膜３
９を形成する。次に、シリコン活性層３２の矩形溝４１底部に形成されたシリコン酸化膜
３９のみを上面からＲＩＥによって選択的に除去する。ここで、矩形溝４１の側壁に形成
されたシリコン酸化膜３９がエッチングされずに残るのは、イオンが垂直に照射される溝
底部の方がエッチング速度が大きいためである。このときＬＰＣＶＤ法によって先に形成
されていた上面のシリコン酸化膜３６も同時に除去される。その後、ＸｅＦ２ガスによる
等方性エチングを行うことで、図２（ｈ）に示すように、シリコン活性層３２内に形成し
た矩形溝４１が円形断面（直径５〜１０μｍ程度）をもった微小流路６４となる。さらに
、基板を再び熱酸化することで、シリコン活性層３２内の微小流路６４の内壁にシリコン
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酸化膜４２を形成する。これによって、すべての流路の表面が親水性を示すシリコン酸化
膜で覆われることになり、水溶液（生体分子や化学物質を含む）の導入・排出が容易に行
えるようになる。このように、カンチレバー６２および支持部６３に微小流路６４を形成
するために必要なフォトマスクはわずか２種類であり、アライメント作業による精度低下
が起こらないように作製工程が工夫されている。
【００３６】
次に、下面のシリコン窒化膜３５をパターニングした後、作製したマイクロニードルの基
板(図２（ｃ）)と直接接合と呼ばれる方法で接合する（図２（ｉ）参照）。次に、下側の
シリコン支持層３４を水酸化テトラメチルアンモニウム（ＴＭＡＨ）水溶液を用いた異方
性エッチングによって図２（ｊ）のような形状に加工する。この際、ＴＭＡＨはシリコン
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酸化膜とほとんど反応を起こさないため、シリコン支持層３４のエッチングは自動的に埋
込酸化層３３で停止する。さらに、上面のシリコン窒化膜２２を除去した後、ＸｅＦ２ガ
スを用いて単結晶シリコン基板２１をエッチングすることで、シリコン酸化膜製のマイク
ロニードル６１を図２（ｊ）のように形成し、マイクロニードル搭載型バイオプローブを
完成させる。また、必要に応じて、ＡＦＭ計測時のレーザ光の反射率を向上させるために
、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）などの金属薄膜をカンチレバー６２表面上に成膜し、反射膜
６６を形成する。
【００３７】
一般に、半導体技術をベースにしたＭＥＭＳ技術では、横方向（基板面に平行な方向）の
寸法精度はフォトリソグラフィ技術によって比較的容易に達成できる。しかし、エッチン
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グ速度とエッチング時間の関係によって制御せざるを得ない深さや高さ方向の寸法精度を
再現性よく制御することは非常に難しい。このため、本発明の作製工程では、マイクロニ
ードル６１の高さは、使用する単結晶シリコン基板２１の厚さによって正確に決定するこ
とがでるようになっている。また、ＡＦＭ計測や細胞穿刺を行う際の性能を直接に左右す
るカンチレバー６２の厚さ（ばね定数を決定する主要因）は、使用するＳＯＩ基板３１の
シリコン活性層３２の厚さによって高精度に制御できるようになっている。このように、
本発明の作製工程は複雑ではあるが、高精度、かつ再現性のよい作製プロセスとなってい
る。
【００３８】
ここで、マイクロニードル６１の直径は外径あるいは外寸が１０μｍ以下で、かつ長さが
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１０μｍ以上であることが好ましい。また、シリコン製のカンチレバー６２の具体的な寸
法としては、長さ３００〜５００μｍ、幅３０〜５０μｍ、厚さ１０〜２０μｍ程度とし
、細胞への穿刺が可能となるように、カンチレバーのばね定数を５０〜２００Ｎ／ｍ程度
の値として設計することが好ましい。
【００３９】
本発明のマイクロニードル搭載型バイオプローブは、その作製工程からわかるように、
フォトマスクのデザインを変えることで、（１）カンチレバー６２の略先端部に複数のマ
イクロニードル６１を一体形成することも可能である。また、（２）マイクロニードル６
１を備えたカンチレバー６２を一つの支持部６３に複数一体形成することも可能である。
前者の場合には、複数種類の生体分子・化学物質の注入と細胞内で合成された生体分子・
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化学物質の採取を同時に行うことができることを意味する。後者の場合には、プローブの
マルチ化によって、複数の細胞を独立した条件下で並列に処理することが可能になること
を意味する。
【００４０】
本発明のマイクロニードル搭載型バイオプローブは、さらに必要に応じて、マイクロニー
ドル６１表面上に金属薄膜（Ｐｔ、Ａｕなど）を成膜し、マイクロニードル６１の先端部
分のみを残して絶縁膜（シリコン酸化膜、シリコン窒化膜など）で被覆することで、ニー
ドル先端部を計測点とした電気的な計測（例えば、細胞の膜電位計測など）も可能となる
。もちろん、マイクロニードル先端の計測部の電気信号を外部に取り出すためには、カン
チレバー６２表面上に絶縁膜で被覆された配線パターンを形成する必要がある。
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【００４１】
図３は本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブにおけるマイクロニードル
部の第１の実施形態を示した写真である。図３（ａ）は全体写真、（ｂ）はマイクロニー
ドル先端の拡大写真である。先ず、ＤＲＩＥによって深さ１００μｍ程度（エッチング時
間：６０ｍｉｎ）の微小孔を形成し、その後、熱酸化（ウェット酸化、１０４０℃、４ｈ
）を行い内壁にシリコン酸化膜を形成した。さらに、ＸｅＦ２エッチングを４０ｍｉｎ行
うことで、シリコン酸化膜製のマイクロニードルアレイを作製した。図３は断面形状が円
形のマイクロニードルの一例を示している。内径３．５μｍ、外径６．０μｍ、厚さ１．
２μｍ、長さ約４０μｍの中空構造をもつシリコン酸化膜製マイクロニードルがピッチ１
３μｍでアレイ状に均一に形成させていることがわかる。このように、比較的アスペクト
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比（外径を基準とするとアスペクト比７）が高く、肉厚が薄いシリコン酸化膜構造体であ
っても自立した形状を維持している。
【００４２】
図４は断面形状が正方形となるように作製した矩形ニードルの一例である。内寸８．６
μｍ、外寸１１．０μｍ、厚さ１．２μｍ、長さ約４０μｍである。このように、フォト
マスクのデザインを変えることで、ニードルの寸法や形状を任意に制御できる。また、Ｆ
ＩＢ加工法を用いることで、マイクロニードル先端の尖鋭化も可能である。一方、電子ビ
ーム露光を用いてパターニングを行うことでも、ニードルの外径あるいは外寸を３００ｎ
ｍ〜１μｍ程度まで微小にすることができる。
【００４３】
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図５はマイクロニードル部の作製工程の第２の実施例を示したものである。図５（ａ）〜
（ｂ）は、作製工程の第１の実施例である図２（ａ）〜（ｂ）と同様である。図５（ｃ）
に示すように、上面のフォトレジスト２４／シリコン酸化膜２３、下面のシリコン酸化膜
２３／シリコン窒化膜２２を除去し、熱酸化によってシリコン酸化膜２５を形成した後、
フォトレジスト７１をパターニングする。次に、フォトレジスト７１をマスクとしてシリ
コン窒化膜２２をパターニングする（図５（ｄ）参照）。フォトレジスト７１を除去した
後に、パターニングしたシリコン窒化膜２２をマスクとして、ＸｅＦ２ガスを用いて単結
晶シリコン２１を適当な深さまでエッチングする（図５（ｅ）参照）。さらに、シリコン
窒化膜２２を除去した後、再び、ＸｅＦ２ガスを用いて単結晶シリコン２１を下面のシリ
コン酸化膜２５に到達するまでエッチング除去する（図５（ｆ）参照）。このとき、工程

20

（ｅ）でエッチングした単結晶シリコン２１の深さに相当する厚さをもつシリコンの補強
部７２をマイクロニードル６１の根元周囲に残すことができる。この作製工程によれば、
マイクロニードル６１根元部分の機械的強度を大きくすることができる。また、補強部７
２の横方向の大きさをカンチレバーの長さに対して小さくすることで、ばね定数の変化に
及ぼす影響も小さくすることができる。バイオプローブの利用方法として、マイクロニー
ドル６１に大きな力が加わるような場合には、工程数は増加するが、この作製方法をとる
ことが好ましい。
【００４４】
図６はＤＲＩＥによってシリコン基板をエッチングしたときの断面を示したものである。
パッシベーションのためのＣ４Ｆ８ガスとエッチングのためのＳＦ６ガスをそれぞれ７．
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０ｓ（流量：８５ｓｃｃｍ、圧力：２．７Ｐａ、ＲＦ電力：６００Ｗ、バイアス電位：０
Ｖ）、７．５ｓ（流量：１２７ｓｃｃｍ、圧力：４．９Ｐａ、ＲＦ電力：６００Ｗ、バイ
アス電位：−１３０Ｖ）の時間で交互に導入するサイクルを繰り返してエッチングを行っ
た。エッチング時間は８０ｍｉｎで、開口幅は３〜２１μｍの範囲である。ＲＩＥ−ｌａ
ｇと呼ばれる現象によって、マスク開口幅が小さいほどエッチング深さが小さくなってい
る。また、シリコン基板を貫通させない場合（シリコン基板の途中でエッチングを停止し
た場合）には、エッチング孔の底の部分では形状が先細りになっていることがわかる。し
かしながら、図２および図５示した作製工程の実施例では、下面のシリコン酸化膜２３に
達するまで単結晶シリコン基板２１を十分な時間エッチングするため、マイクロニードル
の根元部分に対応する幅がサイドエッチによって広がり、このような問題は避けられる。
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【００４５】
一方、エッチング孔の底の部分が先細り形状となる現象を利用することでマイクロニード
ルの尖鋭化が行える。すなわち、先細りの形状をニードルの先端部とすることで、より細
胞へ与えるダメージが少ない尖鋭ニードルの作製が可能となる。図７は長さ約９０μｍの
円形ニードル（内径：６．８μｍ、外径：９．２μｍ）を作製した結果の一例である。シ
リコン酸化膜製のマイクロニードルの根元部分（図中の矢印）が鋭く尖っていることがわ
かる。
【００４６】
図８はマイクロニードル部の作製工程の第３の実施例を示したものである。これは、前述
の先細り現象を利用して先鋭化したマイクロニードル部の作製工程である。先ず、単結晶
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シリコン基板２１の両面に熱酸化によってシリコン酸化膜２３（厚さ６００ｎｍ）を成膜
する。その後、フォトリソグラフィによって形成したフォトレジスト２４のパターンをマ
スクとして、上面のシリコン酸化膜２３をＲＩＥによってパターニングする（図８（ａ）
参照）。さらに、フォトレジスト２４／シリコン酸化膜２３の２層構造をマスクとして、
単結晶シリコン基板２１のＤＲＩＥを行い微小孔２６を形成する（図８（ｂ）参照）。こ
の際、単結晶シリコン基板２１の途中でエッチングを終了することで微小孔２６の底部を
先細り形状とする。次に、熱酸化によってシリコン酸化膜２５を形成した後、下面のシリ
コン酸化膜２３を除去し、ＸｅＦ２ガスによって単結晶シリコン２１を適当な深さまエッ
チングすることで、ニードル先端部８１を露出させる（図８（ｃ）参照）。その後、ＢＨ
ＦエッチングあるいはＲＩＥによって、ニードル先端部８１を除去し、ニードル微小開口
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８２を形成する（図８（ｄ）参照）。最後に、再び、ＸｅＦ２ガスを用いて単結晶シリコ
ン２１をシリコン酸化膜２３に到達するまでエッチング除去する（図８（ｅ）参照）。こ
の作製工程では、図２および図５示した作製工程に比べてマイクロニードル６１の長さの
制御性や再現性は劣るものの、ＦＩＢ加工や電子ビーム露光のような高価、かつ時間を要
する工程を経ずに、簡便に尖鋭化されたマイクロニードルを作製することが可能である。
また、図５に示した実施例と類似の方法をとることで、マイクロニードル根元部分の補強
も可能である。
【００４７】
図９はマイクロニードル部の作製工程の第４の実施例を示したものである。これは、図８
の作製工程を改良したもので、マイクロニードルのさらなる尖鋭化を行うための方法であ
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る（多段階エッチングプロセスと呼ぶ）。図８の方法と同様に、先ず、ＤＲＩＥによって
単結晶シリコン基板２１に形成した微小孔に熱酸化を行い、第１段ニードル構造１０２を
作製する（図９（ａ）参照）。次に、第１段ニードル先端部１０３のシリコン酸化膜のみ
をＲＩＥによって選択的に除去し、第１段ニードル微小開口１０４を形成し、単結晶シリ
コンを露出させる（図９（ｂ）参照）。ここで、ニードル先端部のシリコン酸化膜が選択
的に除去できるのは、照射されるイオンの数が多くなる微小孔底部でのエッチング速度が
大きいためである。その後、第１段ニードル微小開口１０４をマスクとして、再びＤＲＩ
Ｅによって微小孔を形成し、熱酸化を行うことで、第２段ニードル構造１０６を形成する
（図９（ｃ）参照）。ここで、２段目のエッチングマスクとなるシリコン酸化膜の開口部
の直径は１段目のニードルの内径よりも必然的に小さくなる。このため、この工程を繰り
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返すことで、ニードル直径の減少と尖鋭化が同時に行える（図９は２段階のみのエッチン
グ例を示している）。さらに、ニードルの根元部分ほど複数回の熱酸化工程を経るため、
シリコン酸化膜の膜厚が大きくなり、機械的強度も確保できるという利点がある．すなわ
ち、シリコン酸化膜（第２段）１０５を形成すると、第１段ニードル構造１０２のシリコ
ン酸化膜（第１段）１０１の膜厚は２回の熱酸化工程を経るため厚くなる。
【００４８】
実際の作製工程では、図９（ｂ）の第１段ニードル微小開口１０４の形成は、ＤＲＩＥ装
置を用いてパッシベーションガス（Ｃ４Ｆ８）を使わずにエッチングガス（ＳＦ６ガス）
のみを導入することで実施可能であることを確認した。したがって、図９（ｃ）の第２段
目のＤＲＩＥは同じ装置内で連続的に行うことができ、生産性の高いプロセスとなってい
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る。以上の手順にしたがって、目的に応じた適切な回数のエッチングと熱酸化を繰り返し
てニードル直径の減少と尖鋭化を行った後、図８の工程と同様に、ニードル微小開口１０
７を形成し（図９（ｄ）参照）、ＸｅＦ２ガスを用いて単結晶シリコン２１をエッチング
除去し、マイクロニードル１０８を形成する（図９（ｅ）参照）。また、ニードル先端部
の微小開口の形成は、シリコン酸化膜（第２段）１０５を形成した後、ＤＲＩＥ装置を用
いてニードル先端部のシリコン酸化膜のみを選択的に除去する方法によっても代替できる
。以上のように、本発明で提案する多段階エッチングプロセスは、ＦＩＢ加工や電子ビー
ム露光のような高価、かつ時間を要する工程を経ずに、細胞への低侵襲な穿刺が可能で、
かつＡＦＭ探針としても適用可能な極微小径の尖鋭化マイクロニードルを一括生産可能な
作製方法である。

50

(12)

JP 5435528 B2 2014.3.5

【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブの一実施形態の構成を示す
概略図である。
【図２】本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブの作製工程を示す図である
。
【図３】本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブにおけるマイクロニードル
の第１の実施形態を示した写真である。
【図４】本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブにおけるマイクロニードル
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の第２の実施形態を示した写真である。
【図５】本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブにおけるマイクロニードル
作製工程の第２の実施例を示したものである。
【図６】ＤＲＩＥによってシリコン基板をエッチングしたときの断面形状を示した写真で
ある。
【図７】本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブにおけるマイクロニードル
の第３の実施例を示した写真である。
【図８】本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブにおけるマイクロニードル
作製工程の第３の実施例を示したものである。
【図９】本発明によるマイクロニードル搭載型バイオプローブにおけるマイクロニードル
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作製工程の第４の実施例を示したものである。
【符号の説明】
【００５０】
１１

支持部

１２

カンチレバー部

１３

ニードル部

１４

流路

１５

導入・採取口

２１

単結晶シリコン基板

２２

シリコン窒化膜

２３

シリコン酸化膜

２４

フォトレジスト

２５

シリコン酸化膜

２６

微小孔

３１

ＳＯＩ基板

３２

シリコン活性層

３３

埋込酸化層

３４

シリコン支持層

３５

シリコン窒化膜

３６

シリコン酸化膜

３７

フォトレジスト

３８

フォトレジスト

３９

シリコン酸化膜

４０

微小孔

４１

矩形溝

４２

シリコン酸化膜

６１

マイクロニードル

６２

カンチレバー

６３

支持部

６４

微小流路
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６５

導入・採取口

６６

反射膜

７１

フォトレジスト

７２

補強部

８１

ニードル先端部

８２

ニードル微小開口

１０１

シリコン酸化膜（第１段）

１０２

第１段ニードル構造

１０３

第１段ニードル先端部

１０４

第１段ニードル微小開口

１０５

シリコン酸化膜（第２段）

１０６

第２段ニードル構造

１０７

第２段ニードル微小開口

１０８

マイクロニードル

【図１】
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【図２】
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【図５】

【図８】

【図３】

【図４】

【図９】
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【図６】
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JP 5435528 B2 2014.3.5

(16)

JP 5435528 B2 2014.3.5

フロントページの続き
(56)参考文献 特開２００６−０１７６３８（ＪＰ，Ａ）
特開２００２−００５８１０（ＪＰ，Ａ）
特開２００３−２５４８８６（ＪＰ，Ａ）
特開２００５−２６５４２０（ＪＰ，Ａ）
特開２００５−１５６２０２（ＪＰ，Ａ）
特開２００４−１５０８３９（ＪＰ，Ａ）
特開２０００−２９９３１０（ＪＰ，Ａ）
特開２００５−２８３４３３（ＪＰ，Ａ）
国際公開第２００５／１１６１８４（ＷＯ，Ａ１）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｃ１２Ｍ

１／００−３／１０

ＰｕｂＭｅｄ
ＣＡｐｌｕｓ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＷＰＩＤＳ／ＢＩＯＳＩＳ（ＳＴＮ）
ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）

10

