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ガス圧を利用したマイクロハニカム構造体の形成方法 
A New Method of Fabricating Micro Honeycomb Structure by Controlling Gas 

Pressure 

金松 俊宏* 妹尾 晋哉** 
Toshihiro KANEMATSU Shinya SENO 

要   旨 

非常に簡単な装置および工程にてマイクロハニカムセル構造体を作製するユニークな製造方法

を提案する．本工法はシャボン玉の発生原理を応用しており，配列した複数のシャボン玉（＝ハ

ニカム材料）を同時に発生させて成長させることでハニカム形状へ自己形成させる製造方法であ

る．セルピッチが5～200μmで隔壁厚みが0.1～1μm，アスペクト比（セル高さ／隔壁厚み）が

100以上のハニカム構造体を数秒～数分程度で形成できる．これは軟Ｘ線リソグラフィやインプ

リント等の他工法では達成困難な，低コストと高アスペクトの微細形状形成を両立した加工方法

である．形成したハニカムセルに機能性材料を充填することで，様々な機能性デバイスへの展開

が期待出来る． 

Abstract 

A unique method, based on the principle of soap bubble generation has been developed to fabricate a 

micro periodic honeycomb structure. Arrayed bubbles are generated from a thin material layer on the 

template and grown into the induced honeycomb structure through the inflation process by controlling gas 

pressure. 

The honeycomb cell pitch, depending on the template, is selectable from 5 to 200 micrometers, and 

the thickness of the cell wall is from 0.1 to 1 micrometer, together with the aspect ratio (cell height/cell 

wall thickness) is over 100. The process generally takes several minutes, even as little as a few seconds 

with some materials.  

Compared with normal processes, such as X-ray lithography and imprint processing, this method not 

only successfully fabricates the honeycomb structure with thinner cell walls and a higher aspect ratio, but 

also reduces processing costs significantly. Further study is now focused on introducing functional 

materials into the empty spaces of the periodic honeycomb, which is expected to lead to the development 

of various functional devices. 
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 1．はじめに 

1-1 マイクロハニカム構造体の用途および課題 

従来のハニカム構造材料は航空機等に代表されるよ

うに，軽量かつ高剛性を両立する構造として適用され

ている．そのときのセルピッチの大きさはミリメート

ル以上の大きなサイズである．更にハニカムのセル

ピッチがナノメートルおよびマイクロメートルになる

と，機械特性以外に，Fig.1に示すようにフィルター機

能や異方性機能等の新たな機能の可能性が出てくる．

例えば，FPD（フラットパネルディスプレイ）の表示

パネルのセルへのマイクロハニカム構造体の適用等で

ある．このときの要求特性の一つに光利用効率向上の

ための開口率の向上（＝セルの薄壁化）や大面積化が

挙げられる．これらセル加工方法の一つにインプリン

ト工法が挙げられるが，Fig.2に示すようにインプリン

ト工法は型にセル材料を注入し転写する方法であるの

で，型から取り出す時に転写した材料（＝成形品）を

破損させてしまう等の課題があった． 

我々は，材料を型に注入し転写する方法でなくて，

ハニカムをテンプレート上に形成する方法にてそれら

課題を解決できるものと考え検証を行ったので報告す

る．1，2) 

 

 2．マイクロハニカム構造体形成工法原理 

マイクロハニカム構造体形成方法のヒントとしたの

は，シャボン玉を作る方法である．通常シャボン玉は，

膜が非常に薄く，その膜厚に対して大きな構造体であ

る（Fig.3-a）．また，シャボン玉をお互いに接触させ

るだけで簡単にアレイ化し自然とハニカム形状となる

特性がある（Fig.3-b）．シャボン玉を作るには，圧力

を発生させる装置とその圧力をシャボン玉内部に搬送

する機構が必要となる．簡単に例えると，人間の肺と

ストローとの関係になる．しかしながら，直径数百ミ

クロン以下のシャボン玉を数万個以上発生させアレイ

化することは，従来技術の延長線上では非常に困難で

ある．そこで考え出したのが，シャボン膜（＝ハニカ

ム材料の膜）の外側から圧力差を発生させ，ハニカム

材料の膜を多数同時に膨張させることでマイクロハニ

カム構造体を形成する方法である． 

 

異方性機能：熱、
光、電界、磁界、
電気、物質　等

フィルター、吸着 機能分離

親水 疎水

機能部材

断熱、保温

 

Fig.1 Possibility of micro honeycomb application. 

離型時での破損

a)　充填時

型

セル材料

基板

b)　離型時  
Fig.2 Problem of Imprinting process. 

 

(a) A soap bubble. 
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(b) Arrayed soap bubbles. 

Fig.3 The characteristics of soap bubbless 

この工法の工程をFig.4の例を用いて簡単に説明する． 

イ）規則的に配列した凹部を有するテンプレートを

用いて，その上にハニカム材料を密着させる． 

ロ，ハ）圧力差（P0-P1）を発生させて凹部空間内の

ガスを同時膨張させハニカム材料を塑性変形させる． 

ニ）ハニカム材料を硬化し，テンプレートから剥離

することで片側のみ通気孔を有する複数のマイクロハ

ニカム構造体を得る． 

更に，各工程における装置構成と動作を詳細に説明

する． 

イ）の工程の説明 

規則的に配列した凹部を有するテンプレートと圧力

を制御する装置と圧力容器にて装置を構成する．この

例では，ハニカム材料にゼラチン水溶液を使用する．

ゼラチンは，非常に延び易く割れにくくゲル化および

乾燥にて容易に固体化ができるため，ハニカム形成に

適した材料である．このハニカム材料を，テンプレー

トの凹部に空洞を形成するように密着させる．この時，

凹部にハニカム材料が浸入しないような工夫が重要な

ポイントとなる．ここでは，テンプレートの凹部には

撥水性の高い材料を用い，スピンコートにて塗布して

いる． 

ロ）の工程の説明 

真空ポンプを用いて容器内のガスを減圧する．ここ

で初期の圧力をP0とし減圧後の圧力をP1とすると，そ

の圧力差（P0-P1）が発生し凹部内のガスが膨張するこ

とによりハニカム材料が塑性変形し半球状に膨む． 

ハ）の工程の説明 

隣のセル空間も同時膨張するため，空間同士がぶつ

かる時点（アレイ化）からは横方向には膨らまず，上

方向へとセル空間は成長していく．最終的には，力が

釣り合った時点（P2=P1+σ1）で空間の成長は停止する．

Fig.4 Principle of micro honeycomb processing. 

圧力容器

ハニカム材料 テンプレート 凹部(P0,V0)イ)　密着

凹部空間を覆うようにハニカム材料を密着させる。

ロ)　圧力発生：ハニカム成長期
容器内に圧力差(P0-P1)を発生させ、凹部内のガス(気
泡)を同時膨張させハニカム材料を塑性変形させる。

ハ)　力の平衡状態：ハニカム成長後期

空間内圧力(P2)に対して、容器内圧力(P1)とハニカム材
料との反力(σ１)の和が平衡に達した時点でハニカム
の成長は終了する。

二)　硬化と剥離(ハニカム完成)
ハニカム材料を硬化(例：乾燥固化)し、テンプレートから
剥離することでマイクロハニカムが形成される。

P0 P１ P１＜P0

V１

P２

σ1

P１ P２＝P１＋σ1

P0

マイクロハニカム

P２
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そのときの形状がハニカム形状となる． 

ニ）硬化と剥離（ハニカム完成） 

ここでは，ハニカム材料にゼラチン水溶液を使用し

ているため，減圧により水分が蒸発しハニカム材料が

固化していく．完全に固化した時点でテンプレートか

ら剥離する． 

次に，テンプレートの凹部の配列および形状と形成

されるマイクロハニカム構造体形状について説明する．

前述したように，ほぼガス圧力の均衡を保つように形

作られるので，テンプレートの配列を変えるだけでマ

イクロハニカム構造体の形状は変化する．Fig.5にテン

プレートの凹部配列およびその形状とそれらテンプ

レートから得られるマイクロハニカム構造体の配列お

よび断面形状を示す．凹部が格子配列の場合，得られ

るマイクロハニカム構造体は格子状に配列し，その断

面形状は四角形となる．また，千鳥配列の場合は，マ

イクロハニカム構造体は千鳥状に配列しその断面形状

は六角形となる．このとき，凹部形状を六角形や円に

しても，得られるマイクロハニカム構造体形状は六角

形である．このように，Fig.4ロ）およびハ）の工程中

に，ハニカムのセルは凹部配列によって変形成長して

いき，配列や形状を決定していく．これが，この工法

の大きな特徴である．なお，ここでは記述しないが，

凹部体積を変化させてもマイクロハニカム構造体形状

および寸法は変化する． 

以上，本工法は，圧力差を利用してその力のバラン

スにてテンプレート上にマイクロハニカム構造体を形

成する至ってシンプルな加工方法である． 
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Fig.5 Shapes of formed micro honeycombs and 
their corresponding templates. 

 3．マイクロハニカム構造体加工能力 

3-1 圧力によるセル高さ制御 

Fig.6は本工法にて得られたマイクロハニカム構造体

である．セル厚みは約1μmである．セルピッチ150μ

mでのマイクロハニカム構造体のアスペクト比Ａ（セ

ル高さ／セルピッチ）およびアスペクト比Ｂ（セル高

さ／セル厚み）において，アスペクト比Ａは0.3～7，

アスペクト比Ｂは50～500である．また，加工時の圧

力比によってセル高さが制御出来る． 

Fig.7はFig.4のロ）での圧力比（P1/P0）に対するセル

高さの関係のグラフある．ＰＶ＝一定の基で計算した

予測値と実験値との比較である．実験値は予測値と同

傾向の曲線であり，その値は予測値より小さいことが

判る．この差分がFig.4で示すハニカム材料の反力σ1と

考えている．なお，Fig.6-aおよび6-bは，それぞれ圧力

比0.33，0.07，での例である．セル高さは，それぞれ

50μm，500μmである． 
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セル高さ：50μm

セルピッチ：150μm

セル厚み：1μm セル高さ：50μm

セルピッチ：150μm

セル厚み：1μmセル厚み：1μm

 

(a) Pressure ratio：0.33, Cell pitch：150μm, 
Honeycomb material：Gelatin. 

500μm

1μm

150μm

500μm

1μm

150μm

 

(b)  Pressure ratio ： 0.07, Cell pitch ： 150 μ m, 
Honeycomb material：Gelatin. 

Fig.6 Cell height control with gas pressure 

3-2 高いアスペクト比 

Fig.8はアスペクト比Ａ：7，アスペクト比Ｂ：350の

写真である．非常に高いアスペクト比を示す．ゼラチ

ン水溶液の希釈度および，テンプレート凹部の容積V0

を増すことで更なる高アスペクト比が期待できる． 

 

 

Fig.7 Relation between pressure ratio and height of 
honeycomb cell. (Standard pressure: P0=100kPa, 
Estimated values were calculated with PV=constant) 

3-3 広い加工領域 

Fig.9の中央画像は，本工法で作製したマイクロハ 

ニカム構造体の全体写真（加工領域210×140 mm）

である．周辺は，各部分を拡大した顕微鏡写真である．

これらから全域でマイクロハニカム構造体が形成され

ていることが判る．流動性が高く圧力分布は均一と成

り易いガス圧力制御のため，大面積でのハニカムが容

易に形成出来る．現在は塗布装置や圧力装置等の大き

さにて加工領域が制限されているが，更なる大面積化

も容易である． 

 

350μm

50μm

 

Fig.8 Aspect ratio A ： 7, Cell pitch ： 50 μ m, 
Honeycomb material：Gelatin 



 

Ricoh Technical Report No.35 85 DECEMBER, 2009 

3-4 多様なセルピッチ 

Fig.10はセルピッチ5μmでの例である．セルピッチ

はテンプレートの凹部のピッチにて制御出来る． 

Fig.6やFig.9の結果も合わせると少なくともセルピッ

チ5～200μmでの制御が可能である． 

なお，セルピッチ5μmの時のセル厚みは0.2μm，セ

ルピッチ150μmの時のセル厚みは1μmである． 

3-5 多様なハニカム材料 

延伸性を有する材料がハニカム材料として適してい

る．Fig.11には，熱可塑性樹脂のPS（ポリスチレン）

やPE（ポリエチレン）およびアクリル系UV硬化樹脂

の例を載せる．その他，溶剤に希釈したウレタンや

PAI（ポリアミドイミド）および熱可塑性樹脂のPC

（ポリカーボネイト）でのハニカム形成を確認してい

る．ただし，熱可塑性樹脂は温度による膨張収縮や粘

度および粘着力等の変化が大きく，改良の余地がある． 

3-6 その他 

ハニカム材料がゼラチンの場合，セル厚みが1μm以

下と非常に薄いため，水分が短時間で蒸発し固体化す

る．セルピッチやセル高さによって固化時間は異なる

が，数10秒～数分程度で固化する．UV硬化樹脂の場合

は，照射強度等によるが，数～数十秒程度での短時間

で加工が可能である． 

 

 

Fig.10 Cell pitch ： 5 μ m, Honeycomb material ：
Gelatin. 

 

(a) Material：Polystyrene, Cell pitch：5μm. 

Fig.9 A sheet of micro honeycomb and its microscopic cell images in some areas.  (Processed area：
210x140mm, Cell pitch：200μm, Honeycomb material：UV curable resin) 
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(b) Material：Polyethylene, Cell pitch：50μm. 

 

(c) Material ： UV curable acrylic resin, Cell 
pitch：200μm. 

Fig.11 Examples of various honeycomb cell pitches 
and the materials 

 4．まとめ 

本工法は，マイクロハニカム構造体を簡易に形成す

る従来にない新しい工法であることを確認した．また，

その特徴として以下のことを確認した． 

・ 50～500と高アスペクト比（セル高さ／セル厚

み）が可能である． 

・ 5～200μmの多様なセルピッチが可能である． 

・ 140×200mmと加工領域が広い． 

・ 材料に多様性がある． 

・ 数分程度の短時間加工が可能である． 

また，本マイクロハニカム構造体形成技術を用いる

ことで，多様な用途展開が期待出来ると考えている． 
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