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光で曲がる結晶材料
Light-driven Bending Crystals

●研究者名 ： 小島 秀子1，朝日 透2

●所属 ：ナノ・ライフ創新研究機構1，理工学術院2

応 用 Applications

利 点 Advantage

背 景 Background

概 要 Summary 

早稲田大学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

◆光駆動アクチュエータ用結晶材料
◆形状記憶合金に替わるフォトメカニカル結晶材料
◆MEMSに替わる結晶機械

◆小型・軽量アクチュエータの需要
◆光で遠隔操作できるアクチュエータの需要
◆ソフトアクチュエータへの期待

●Potential demand of small and lightweight 
actuator 

● Potential demand of remote operating actuator 
by light

● Expectation for soft actuator

● Crystals for light-driven actuator
● Photomechanical crystals replaced to shape-memory
alloy

● Crystal machinery replaced to MEMS   

◆光で屈曲する有機結晶を開発
◆屈曲原理：可逆的光異性化により屈曲
◆結晶材料は安価で結晶作製が容易

●Light-driven bending crystals 
● Simple and clear bending mechanism:
Crystals bend by reversible photoisomerization          

● Low price of materials and easy preparation of crystals

◆医療用内視鏡・カテーテルのアクチュエータ
◆ロボット用アクチュエータ
◆光を使った人工筋肉

●Actuator of endoscope and catheter for medical 
treatment

●Actuator of robot 
● Light-driven artificial muscle   Photomechanical lifting work of the crystal cantilever

Photomechanical bending of crystal upon light irradiation

様々な結晶の光屈曲

アゾベンゼン結晶の光屈曲

紫外光が強いほどよく曲がり、可視光が強いほど速く戻る

屈曲運動を少なくとも200回は繰り返し可能

光により結晶の300倍の重りを持ち上げることができる

Control of bending motion by UV and visible light

Durability of reversible bending of crystal

1



高分子ナノシートを用いた電子デバイス
Electronic devices composed of polymer nanosheets

2
●研究者名 ： 藤枝 俊宣1，岩瀬 英治2，武岡 真司1，岩田 浩康3

●所属 ： 理工学術院 生命医科学科1，機械科学・航空学科2，総合機械工学科3

応 用 Applications

利 点 Advantage

背 景 Background

概 要 Summary 

◆生体組織になじむウェアラブルデバイスの設計
◆従来技術における問題点：はんだ付けなどの高温
処理を要する実装技術（耐熱性の低い有機材料に
適さない・基材の伸縮性を損ねる）

●Requirement of wearable device design with
conformable contact to biological tissue surfaces

●Drawbacks in conventional packaging technologies:
High-temperature process damaging organic materials

◆自己支持性高分子ナノシート(数十～数百ナノ
メートル厚)を基材とする柔軟な電子デバイス
◆銀ナノ粒子のインクジェット印刷による室温での
配線形成が可能
◆ハンダ付け不要の分子間力による電子素子の実装

●Flexible electronic devices mounted on free-
standing polymer nanosheets

● Fabrication of conductive lines by inkjet printing 
of silver nanoparticles at room temperature

● Soldering-free packaging of electronic elements
(e.g., LED) based on van derWaals interactions

◆肌などの対象物への直接貼付が可能
◆対象物への高い追従性・密着性を有する導電配線
◆電子素子と導電配線の物理的密着による室温実装
●Direct attachment of electronic devices owing to
physical adhesiveness of polymer nanosheets

● Conductive lines with high conformability and
adhesiveness

● Packaging at room temperature by physical adhesion
between electronic elements and conductive lines

◆糊などによる装着時の不快感を伴わない生体計測用
ウェアラブルデバイスなど

●Wearable devices for monitoring biological
information without discomfort due to glue contact

肌に直接貼付した電子デバイス
Electronic device composed of polymer nanosheets 
attached on human skin surface

2 cm 2 cm

高分子ナノシートを用いた電子デバイスの作製
Fabrication of electronic devices composed

of polymer nanosheets

Nanosheet
(Thickness: 10s~100s 
of nanometers)

Nanosheet

Conductive line Electronic element

ナノシート上に実装された電子素子
Electronic elementsmounted
on polymer nanosheets

2 mm

LED

1 mm

2 mm

Back sideNanosheet

Nanosheet
Conductive line

Electronic element

Front side (on skin) LED under operation

Electronic nanosheet



自己修復機能を有する金属配線
Self-healing metal wire for stretchable devices

3
●研究者名 ： 岩瀬 英治 ，古志 知也
●所属 ： 理工学術院 機械科学・航空学科

応 用 Applications

利 点 Advantage

背 景 Background

概 要 Summary 

早稲田大学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

◆「曲げられる」だけでなく「伸ばせる」フレキ
シブルデバイスへのニーズ
◆従来の導電性ゴムは導電率が低く，金属配線は
伸縮させると断線する

●Requirement for flexible devices with “bendability” and 
“stretchability”

● Conventional conductive elastomer has low conductivity 
and metal wire is broken by high or repeated stretch

◆金属配線を覆う溶液中に分散する金属ナノ粒子
の電界トラップによる修復
◆配線が断線すると，電圧印可により断線部に電
界が生じる．この電界を用いると断線部の場所
や大きさを知らずとも，断線部のみが選択的に
修復され，過剰修復もされない

●Wire healing by electric field trapping of metal nanoparticles

◆高伝導率・高伸縮耐性を有する電気配線を実現
◆断線部のみを選択的に修復する「自己修復機能」

●High conductivity, and high stretchability for electric wire
● Selective healing of a crack on a wire by “self-healing” function

● Electric wire for flexible sensor sheets or stretchable 
display devices on a curved surface

◆ヒトの身体など伸縮する部分に貼り付けるセン
サシート
◆球体の表面など伸縮性がないと貼り付けが困難
な曲面に貼り付けて用いるディスプレイ

伸縮基板上で修復した金属配線
Self-healing metal wire on a flexible substrate

金属ナノ粒子の電界トラップによる配線修復の原理
Healing mechanism using electric field trapping

of metal nanoparticles

Applied voltage: 1.6 V

自己修復機能を有する電気配線を用いた応用例
Applications using our self-healing metal wire



世界最高強度の繊維の開発
The development of world-class strength fiber

4
●研究者名 ： 酒井 貴広，金 太成，細井 厚志，川田 宏之
●所属 ： 理工学術院 機械科学・航空学科

応 用 Applications利 点 Advantage

背 景 Background

概 要 Summary 

早稲田大学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

●Untwisted CNT fiber in this study was prepared by a method drawing multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) 
through a dice. The MWCNT in these yarns are held together by strong van der Waals forces that arise due to 
the interactions on the long and smooth surfaces of the MWCNT. 

●We prepared high-density untwisted CNT fiber by Polyacrylic Acid (PAA)/Dimethyl Sulphoxide (DMSO) solution 
treatment and with an improved alignment of the CNT bundles by  stretching under thermal environment. 
As a result, tensile strength and elastic modulus of CNT fiber rose to 2.3 GPa and 160 GPa respectively. 

◆本研究ではMWCNTアレイから引き出したMWCNTを撚らずに円筒状ダイスに通すことで、撚りのないCNT糸(無撚
CNT糸)を作製した。無撚CNT糸はCNT束同士の強いファンデルワールス力によって繊維形状を維持し、従来の紡績糸と
比べて高密度であるため、高い強度を有している。
◆我々は無撚CNT糸に対して、ポリアクリル酸(Polyacrylic Acid: PAA)/ジメチルスルホキシド(Dimethyl 
Sulphoxide: DMSO)溶液処理および熱延伸処理を施した。その結果、無撚CNT糸の引張強度は2.3 GPa、弾性率は
160 GPaの値が得られた。

◆優れた機械的性質を有する繊維(引張強度2.3 GPa、
弾性率160 GPa)

● tensile strength: 2.3 GPa, Elastic modulus: 160 GPa

● Carbon nanotubes (CNT) with superior mechanical properties have been of interest as reinforcement for 
Fiber Reinforced Plastic.

● As the first CNT fiber fabrication, Jiang et al. showed that carbon nanotubes can be self-assembled into 
yarns by being drawn out from a vertically aligned CNT array.

◆カーボンナノチューブ(Carbon nanotube: CNT)は優れた機械的性質を有するため、繊維強化プラスチック
(Fiber Reinforced Plastic: FRP)の強化繊維としての利用が期待されている。
◆Jiangらは、垂直配向CNT(CNT array)から引き出したシート状CNT(CNT sheet)を撚ることでCNTを長繊維化する手
法を発見し、これによりCNTのマクロスケールでの利用が可能となった。

◆FRPの強化繊維としての利用
●As reinforcement for Fiber Reinforced Plastic

Schematic of production method of 
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高機能化CNT細線の開発
Fabrication of carbon nanotube yarn with high functionality
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●研究者名 ： 金 太成，酒井 貴広，細井 厚志，川田 宏之
●所属 ： 理工学術院 機械科学・航空学科

応 用 Applications

利 点 Advantage

背 景 Background

概 要 Summary 
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Tel : 03-5286-9867

◆大電流容量を有する配線材料の開発が必要
◆カーボンナノチューブ（CNT）は金属の1000倍の電流容量
◆単一材料での高導電性と大電流容量の両立は困難

●Demand for wiring material with large current capacity
● CNT has 1000 times larger current capacity than metal
● It is difficult to achieve both high electrical 
conductivity and large current capacity by single material

◆垂直配向CNTアレイから無撚CNT糸を連続的に紡績 (Fig.1)
◆電解めっき処理によってCNT複合繊維を創製(Fig.2)
◆様々な金属によるめっき形態の制御が可能 (Fig.3)
◆銅線の36.1%にあたる2.14×107 S/mの電気伝導率を達成

●CNT yarn was drawn from vertically aligned CNT array
● CNT composite yarn was developed by electrolytic plating
● Controlling of plating by changing plating condition
● Superior electrical conductivity (2.14×107 S/m)

◆金属と比較して5倍以上軽く，比伝導率は銅線に匹敵する
◆抵抗率の温度依存性が小さく，高温環境下でも使用可能
◆ナノ材料の実用化で鍵となる生産性も高い
◆配線材料として十分に高い強度を有する（0.9 GPa）

●Superior specific electrical conductivity
● Low temperature dependency of resistivity
● Possibility of high productivity
● Enough strength as wiring material (0.9 GPa)

◆電子デバイスおける軽量配線材料，大電流送電線
◆慣性モーメントの低さを活かした高出力モータ用コイル
◆オーディオ用途高周波ケーブル

●Large current capacity wiring of electronic device

●High output motor utilizing small inertia moment
●High-frequency cable for audiovisual apparatus

CNT糸をカソードとし，シアン系めっき浴中で電流密度
0.5～1.0 A/dm2，めっき時間10～30分で電解めっきを施す
Fig.2 Electrolytic plating on CNT yarn using cyanogen system
plating bath in condition of 0.5～1.0 A /dm2, 10～30 minutes.

めっき条件の調整によって様々な金属によるめっき，および
そのめっき形態の制御が可能
（左：繊維内部まで金めっき処理を施したCNT複合繊維，右：
外周にのみ銅めっきを施したCNT複合繊維）

Fig.3 Variation of plating by changing plating condition
(Left: CNT-Au composite yarn, Right: CNT-Cu composite yarn).

垂直配向CNTアレイからCNTバンドルを引出し，
セラミックス製ダイスに通すことで無撚CNT糸を作製
Fig.1 Fabrication of untwisted CNT yarn
using ceramics dice from vertically aligned CNT array. 

Vertically aligned MWCNTs array

Si wafer substrate

Dice

Untwisted CNT yarn
CNT bundles

DC power

Cathode

Anode

Untwisted CNT yarn

Hot plate stirrer

Stirring bar

Stainless steel wire

Beaker

10 nm

10m 10m

30 m



大強度広帯域テラヘルツ波発生手法
Generation of high power and broadband THz wave
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応 用 Applications

利 点 Advantage

背 景 Background

概 要 Summary 
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◆テラヘルツ波の利用が増加
◆高強度性・広帯域性など特徴を持ったテラヘルツ波への要望の増加

●THz wave has been applied in various fields
● Specific THz wave is required e.g. intense and/or broad band

◆電子線による高強度広帯域テラヘルツ波発生
◆電子線の傾きの利用により高効率化を実現
◆広帯域性を有し、テラヘルツ分光などに有効
◆テラヘルツカメラにも応答する高強度性

●Intense broad band THz wave generation by 
electron beam

●Efficient THz generation by electron pulse tilting
● Suitable for THz spectroscopy
● Intense THz wave as much as THz camera detection

◆電子線のエネルギーは低エネルギーで十分
◆ターゲット材料を選ぶことでスペクトルを
操作することが可能

●Required electron energy is low (200kV)
● THz spectrum can be changed by using different
target material

◆テラヘルツ非破壊検査
◆高強度性を利用した試験用テラヘルツ光源
◆テラヘルツ分光による物質同定、構造研究

●THz non-destructive observation
● Intense THz test source
●Material science by THz spectroscopy

テラヘルツ波によるICカードの撮像 (X線像との比較)
THz image of IC card, compared with X-ray image 

10mm

10mm

X‐ray image

THz Transmission image

タ
ー
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ッ
ト
上
の

電
子
バ
ン
チ
の
角
度

ターゲット上における電子バンチの位置

テラヘルツ光による100円硬貨の撮像
反射を用いた撮像では表面の凹凸が確認できる

THz image  of 100 yen coin. 
Surface pattern of 100 yen is observed in reflection image.

電子線パルスの傾きに対するテラヘルツ波放射強度の測定
THz intensity as a function of electron pulse tilting angle 

電子線パルスの傾きを制御することによって
高効率にテラヘルツ波の生成が可能
Efficient THz generation by electron pulse tilting

反射・写真・透過



近接場分光顕微装置
Scanning Near-field Optical Microscope(SNOM)

7
●研究者名 ： 井村 考平，溝端 秀聡
●所属 ： 理工学術院 化学・生命化学科

測定例 Applications

利 点 Advantage

背 景 Background

概 要 Summary 

早稲田大学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

◆単一の波長でしか測定できない、測定対象は透明であることが必要、測定（観察）精度が不十分

◆ナノメートルの空間分解能で試料の分光特性評価が可能
◆単一波長での測定に限定されていた反射観察を多波長に拡張

◆「位相ステッピング法」により広帯域かつ高精度の分光測定を実現
◆測定対象が不透明なものでも測定可能に

◆回折限界を超える空間分解能を実現
◆高精度の分光データから得られる明瞭な物性

◆既存の近接場分光装置に後付可能

●Limited to transparent sample and single wavelength measurement. Poor signal to noise ratio

●Super-resolution beyond the diffraction limit is achievable
●Evaluation of material properties with wide spectral range
●Applicable  to a conventional apparatus

● Spectroscopic evaluations with a nanometer spatial resolution are possible 
● Extended from single channel measurements to multiplex measurements
●Wide spectral range with highly accurate measurements are achievable
●Applicable to opaque samples as well as transparent ones

近接場反射スペクトルの比較 近接場反射イメージの比較 計算スペクトルとの比較
Comparison of near-field reflection spectra taken 
by conventional and developed microscopes  

Comparison of near-field reflection images taken 
by conventional and developed microscopes  

Comparison between observed and 
calculated spectra

不透明な試料でも高精度かつ明瞭に観察できる
High contrast imaging with a nanometer spatial resolution is  possible even for opaque samples



「埋もれた界面」の計測技術
SERSを用いたプラズモンセンサ及び測定システム

The new interface measuring
device using new plasmon sensor
and raman scattering spectroscopy
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●研究者名 ： 本間 敬之
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応 用 Applications利 点 Advantage

背 景 Background 概 要 Summary

早稲田大学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

◆分析プローブが届かない埋もれた界面の測定は難しい
◆非破壊測定が困難、測定機器が大型で操作が困難
●Non-destructive depth profile analysis, is difficult
●High-precision nondestructive inspection is difficult
● Complicated operations of largemeasurement
equipment.

◆ナノスケールでの固液界面など材料表面から埋もれ
た界面や原子レベルの化学構造変化が測定可能

●Molecular configuration at buried interface, 
i.e. solid / liquid, Chemical structure change 
of the atomic level, are simply measured in 
nanometer scale.

◆0.1nm以下の深さ分解能、現状１０倍以上の高感度
◆非破壊計測、安価、その場観察が可能

◆磁気ディスクめっき液界面、Liイオン電池、
半導体デバイスなど

●Depth-resolution 0.1nm or less 
(More than 10 times of the present sensitivity)

●High-precision nondestructive inspection, 
low cost and high measurement convenience 

● High-density optical recording multilayer film, 
a variety of devices, i.e. magnetic disks or 
semiconductors, Li ion battery, fuel cell, 
vital reaction, and so on.

測定対象となる「埋もれた界面」の例

半導体・光デバイスなど 電極､トライボロジー､触媒など

SERS効果を効率的に高める透過型センサ

グラファイトのGピーク強度の深さ方向プロファイル

観察された
層状構造は
0.3nm間隔で、
実際の層間距離と
ほぼ一致

Example of buried interface

E.g. semiconductors, optical devices E.g. energy device

New Plasmon sensor which enhances SERS effect effectively 

Depth direction profile of the G peak strength of the graphite

磁気ディスクの薄膜（DLC保護膜、潤滑膜）の構造

窒素ドープのDLC膜表面のラマンスペクトル

The lamellar structure 
almost accords with real 
interlamellar distance 
every 0.3nm

DLC膜、潤滑膜のラマンスペクトル

DLC膜、潤滑膜のラマンスペクトル DLC膜、潤滑膜の膜厚方向の
スペクトル変化（波数シフトと強度）

固/固界面

積層・
超格子
構造

固/液界面
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The structure of the thin film magnetic head (DLC overcoat/ lubricant film)

Raman spectra of the surface of 
nitrogen doped DLC overcoat

Raman spectra of 
DLC overcoat/ lubricant film

Raman spectra of 
DLC overcoat/ lubricant film Raman spectra of DLC overcoat/ lubricant film 

as a function of the thickness direction
(a frequency-shift and intensity)



多結晶ダイヤモンド上のパワーMOSFET
MOSFET on polycrystalline diamond
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応 用 Applications

利 点 Advantage

背 景 Background

概 要 Summary

●Large wafers are necessary for power device materials
●Diamond is one of the promising power semiconductor material
● Polycrystalline diamond is suitable to enlarge wafer

●We developed high breakdown voltage MOSFET with 
polycrystalline black diamond 

● The device exhibits perfect modulation and good device 
characteristic pinch off and saturation region

●High voltage breakdown of 1824 V by black polycrystalline diamond

◆パワーデバイス材料には大面積ウェハーが必要
◆ダイヤモンドはパワーデバイスに好適な材料

◆多結晶ならダイヤモンドでも容易に大面積化可能

●High-voltage, direct current (HVDC) 
● Electric vehicles

● Automaton
● Etc.

●High powered
● Low cost 
●Manufacturing possibility

◆多結晶ダイヤモンド（黒い）上にMOSFETを作製
◆顕著な変調・良好なデバイス特性

◆逆阻止耐圧1800Vを達成

◆高耐圧化が容易
◆低コスト

◆既存の生産ラインを使用可

◆耐高温・高耐圧用途のパワーデバイス
◆極限環境に対応

Fig. 2. FESEM images revealing the polycrystalline 
nature of the black polycrystalline diamond 

Fig.3. IDS‐VDS of characteristics of BPD‐FET measured in 
vacuum room temperature. LGD of 10 μm

Fig. 4. IDS‐VDS of characteristics of BPD‐FET measured 
in vacuum room temperature. LGD of 16 μm 

Fig. 1. Diagram of black polycrystalline diamond 
field effect transistor 

Fig. 5. Breakdown characteristics of BPD‐FET. The inset is the IDS‐VDS characteristics of the BPD‐FET 

with the 18 μm 17 μm and of LGD



ダイヤモンド基板上の垂直配向グラファイト層
Vertically oriented graphite layers on diamond substrate
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応 用 Applications

利 点 Advantage

背 景 Background

概 要 Summary 
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◆パワーデバイスに大電流を流す電極が必要
◆グラファイトは面水平方向に高い電気伝導性・熱伝導性をもつ
◆グラファイトを高密度に基板上に配向できれば電極として使える

◆ダイヤモンド(100)表面に高温イオン注入する
◆注入後の熱処理（1700℃、2時間）により、
格子間の炭素原子が表面に拡散

◆垂直配向グラファイト層が形成

◆ダイヤモンドのイオン注入時に同時に形成
◆垂直方向に伝導性が高い
◆ダイヤモンドときれいな接合界面を形成→コンタクト材料応用

◆ダイヤモンドイオン注入領域へのコンタクト電極
◆高密度に触媒担持可能な炭素電極

●Necessary for electrode to conduct large current into power 
device materials

● Graphite have high in-plane electrical / thermal conductivity
●High density vertically oriented graphite will be useful for electrode

● Implant ions to diamond (100) surface at high temperature 
● Interstitial carbon atoms defuse to the diamond surface 
during the thermal treatment (1700oC, 2h) after implantation

●High density vertically oriented graphite layer was 
formed on diamond surface

●No additional process for device fabrication 
● High density vertically oriented graphite layer 
have high electrical conductivity

●Graphite sheets are well connected to diamond substrate

● Electrode for diamond implanted region
● Carbon electrode with high density catalyst storing

垂直配向グラファイトの模式図
Schematic image of vertically aligned graphite 

layers on (100) diamond  

垂直配向グラファイトの断面TEM像
Cross-sectional TEM image of vertically aligned 

graphite layers on (100) diamond  

ダイヤモンドi層

p+ イオン注入領域

pチャネル
ゲート絶縁膜

ソース ドレイン
ゲート

垂直配向グラファイト
コンタクト層

垂直配向グラファイトをコンタクトに用いたMOSFETの構造例
Diamond MOSFET structure with 

vertically oriented graphite contact layers



ナノダイヤモンドp型透明電極
Boron-doped nanocrystalline diamond as a p-type transparent electrode
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背 景 Background

概 要 Summary 
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●Production method of the p-type conduction of high Boron-doped NCD
with high transmittance and excellent electrical characteristic

●Achieving two layers which High Boron-doped NCD was grown
on top of undoped transparent NCD with quartz substrate

◆p型透明電極体の開発はデバイスの高効率化には不可欠だが、安定して得ることが困難
◆現在、透明電極として使用されているITOはn型半導体であり、また
ITOの主成分のInの資源問題と価格高騰や安定供給懸念という問題がある

●For the high efficiency of the device, the p-type transparent electrode is necessary, but difficult to product stably
●ITO as the transparent electrode is the n-type semiconductor
●Indium(In) of ITO has the problem-the issue of resources, a price remarkable rise and the steady supply

◆高濃度のボロンを導入したナノダイヤモンドp型透明電極において、
透過率90%以上、p型伝導でのシート抵抗300Ω/sq以下を同時に達成

◆ナノダイヤモンドp型透明電極では高い移動度２-４ｃｍ２V-1s-1 を有する

◆透明電極ITOの代替技術
●Achievedmore than 90% of transmittance, and less than seat resistance
300Ω/sq by the p-type conduction of high Boron-doped
nanocrystalline diamonds(NCD) simultaneously

●High hole mobility values 2 to 4 cm2V-1s-1

●ITO alternatives for transparent conductors

●Flat panel display such as liquid crystal panel, plasma display panel, 
organicelectroluminescence display

●Solar cell’s devices including for the usage in harsh conditions

p型透明電極の必要性
Desire for P-type transparent electrode

厚薄
膜厚

透明電極の外観写真
P-type Transparent Electrode

両面受光型太陽光パネル
Bifacial solar panel

p-n 接合のp側に、
p型透明電極を利用

↓
太陽電池を高効率化！

(thickness)

thickthin

資源問題を解決する代替材料：
Alternative Technology to solve the resource problem

炭素ダイヤモンドは透明で硬く、物理的に強い
The diamond is transparent ,firmly and physically strong

ダイヤモンド電極の利点
Advantage of diamond Electrode

砂漠などでの使用が期待！
Use in harsh conditions

作製プロセス
Process of Boron-doped nanodiamond

◆高濃度ボロンをドープしても、高い透明性および優れた電気特性を
有するナノダイヤモンドp型透明電極体の製造方法

◆アンドープのダイヤモンド層上に高濃度ドープ層を重ねた2層構造を
形成して実現

◆液晶パネル・プラズマディスプレイ・有機ELパネルなどの
フラットパネル、太陽電池など



マイクロ流体白色有機EL
Microfluidic white organic light-emitting diode
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応 用 Applications

利 点 Advantage

背 景 Background

概 要 Summary 

◆有機ELは次世代のディスプレイや照明として期待
◆近年液体有機半導体を発光層として使用した液体有機ELが注目
◆当研究グループではマイクロ流体技術と液体有機ELを組み合わ
せたマイクロ流体有機ELを提案(Fig. 1)

●Organic light-emitting diodes (OLEDs) have been 
expected for next generation of displays and lightings

● Recently liquid-OLEDs with liquid organic 
semiconductors (LOSs) have been developed

●Our research group proposed microfluidic OLEDs, which
integrated liquid-OLEDs with microfluidic technologies (Fig. 1)

◆液体発光材料として青緑色と黄色の液体有機半導体を使用
◆集積化された60µm幅の微細マイクロ流路を作製
◆青緑色と黄色液体材料をマイクロ流路に交互に注入(Fig. 3)
◆青緑色と黄色の同時発光により白色光の実現(Fig. 4 (a),(b))

● Greenish-blue and yellow LOSs were applied as liquid emitters
● Integrated 60-µm microchannels were fabricated
●Greenish-blue and yellow liquid emitters were alternately
injected into the fine microchannels (Fig. 3)

●White light was generated with simultaneous greenish-blue 
and yellow emissions (Fig. 4 (a), (b))

◆次世代のディスプレイや照明
◆オンデマンドなポータブルバイオチップ

●Next generation displays and lightings
●On-demand portable biochip

◆液体材料の流動性を活かしたクラックの生じない発光層の形成
◆液体の再注入による輝度の回復
◆オンデマンドなマルチカラー発光

●Formation of crack-free light-emitting layer taking 
advantage of liquid flowability

● Recovery emission via reinjection of new LOSs

●On-demand multicolor light emission

マイクロ流体有機EL技術
Fig.1 Microfluidic OLEDs technology

マイクロ流体白色有機ELのコンセプト図
Fig.2 Concept of microfluidic white OLEDs (WOLEDs)

マイクロ流体白色有機ELデバイス作製結果
Fig.3 Fabrication result of microfluidic WOELDs

マイクロ流体白色有機ELのELスペクトル及びCIE値
Fig.4 (a) EL spectrum and (b) CIE value of microfluidic WOLEDs
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異種材料の低温大気圧ハイブリッド接合技術
Hybrid bonding at low temperature and atmospheric pressure
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応 用 Applications

背 景 Background

概 要 Summary 

◆ユビキタス，ウェアラブルな電子実装：異種信号の混載
◆相反する物性の両立：有機・無機混載による“強さ”と“粘さ”
◆環境調和型製造プロセス

ハイブリッド接合で達成される異種信号混載化のイメージ

●Mixed-signals integration by organic-inorganic hybrid structure
●Eco-friendly assembly process

Concept of 3D integration of mixed signals via hybrid bonding

VUV/vapor-assisted手法で実現された各種材料の混載接合界面の透過電子顕微鏡像
TEM images of hybrid bond interfaces

◆配線金属と透明基板材料の150℃・大気圧雰囲気での混載接合（他材料接合事例あり）
IEEE NANOベストポスターペーパー賞，日刊工業新聞掲載（2013.10.25），関連特許２件など

●Hybrid bonding of Cu, PDMS, and quartz at  150 ℃and atmospheric pressure

利 点 Advantage

◆150℃以下・大気圧雰囲気で有機・無機材料の組合せを問わない混載接合を実現、結晶性に優れた
GaNテンプレート基板を提供

◆VUV / Vapor ‒ Assisted 接合手法の提案
・真・空紫外光照射による初期表面処理：真空プロセスが不要，装置の簡易化可能
・ “水”を接着剤代わりに利用：低毒性プロセス，接合界面構造の制御が容易

●Covalent, ionic, metal, and organic materials can be assembled in single process, at 150 ℃ in ambient  air
●VUV/vapor-assisted surface modification method :  Simple and easy-to-tune bonding process

ハイブリッド接合装置
構造の概念

（特願2013-064468）
Schematics of hybrid 
bonding apparatus 
(JPA2013-064468)

◆低コスト・低環境負荷な電子実装用接合装置の開発：
チャンバ，光源，加湿源のみの簡易な構造

◆機能性界面（透過性など）を有する新規デバイス開発：
光学デバイスや（Bio）MEMSセンサの混載

●Low cost, Eco-friendly joining device for mounting : 
simple structure only  chamberapparatus, light source and humidifying

●New devices with functional interface such as transmission :  
mixed optical device and bio MEMS sensor
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