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(57)【要約】
自己修復型配線（１）は、伸縮可能な柔軟基板（２）
に金属配線（３）を配設し、金属配線（３）に生じるク
ラック（７）の修復部として、金属ナノ粒子（４）を分
散させた液体（５）で金属配線（３）を覆う構造を実現
している。柔軟基板（２）の伸縮に伴い金属配線（３）
にクラック（７）が生じても、クラック（７）の部分に
のみ選択的に働く力を利用して、液体（５）中の金属ナ
ノ粒子（４）でクラック（７）を架橋することにより、
金属配線（３）がクラック（７）の部分でのみ選択的に
修復される。また、こうした自己修復型配線（１）を、
伸縮性を有しない電気素子と組み合わせた伸縮デバイス
を提供できる。これにより、高導電性と高伸縮性とを兼
ね備えた自己修復型配線及び伸縮デバイスを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１基材に電気配線を配設し、前記電気配線に生じるクラックの修復部として、導電性
粒子を分散させた流動体で前記電気配線を覆う構造を備えたことを特徴とする自己修復型
配線。
【請求項２】
前記電気配線への電圧印加を可能にし、前記クラックの部分にのみ電界を生じさせる端
子部を、前記電気配線に設けたことを特徴とする請求項１記載の自己修復型配線。
【請求項３】
前記電気配線の表面を、前記導電性粒子の表面と同極に帯電させ、前記クラックの部分

10

で前記流動体に接する前記第１基材の表面を、前記導電性粒子の表面と異極に帯電させる
ことを特徴とする請求項１記載の自己修復型配線。
【請求項４】
前記導電性粒子が、前記クラックの部分で前記電気配線よりも先に熱で融解するもので
あることを特徴とする請求項１〜３の何れか一つに記載の自己修復型配線。
【請求項５】
前記導電性粒子が金属粒子であることを特徴とする請求項１〜４のいずれか一つに記載
の自己修復型配線。
【請求項６】
第１基材に電気配線を配設し、前記電気配線に生じるクラックの修復部として、金属イ
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オンを溶解した流動体で前記電気配線を覆う構造を備えたことを特徴とする自己修復型配
線。
【請求項７】
前記電気配線への電圧印加を可能にし、前記クラックの部分にのみ電界を生じさせる端
子部を、前記電気配線に設けたことを特徴とする請求項６記載の自己修復型配線。
【請求項８】
前記クラックの部分で前記流動体に接する前記第１基材の表面にのみ、無電解メッキに
より前記金属イオンから固体金属を析出させる構成としたことを特徴とする請求項６記載
の自己修復型配線。
【請求項９】

30

前記金属イオンから析出される固体金属が、前記クラックの部分で前記電気配線よりも
先に熱で融解するものであることを特徴とする請求項６〜８の何れか一つに記載の自己修
復型配線。
【請求項１０】
前記第１基材が伸縮可能であることを特徴とする請求項１〜９のいずれか一つに記載の
自己修復型配線。
【請求項１１】
前記電気配線が金属配線であることを特徴とする請求項１〜１０のいずれか一つに記載
の自己修復型配線。
【請求項１２】
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前記電気配線の所定の場所でクラックが発生するように、前記電気配線または前記第１
基材の少なくとも一方が構成されていることを特徴とする請求項１〜１１のいずれか一つ
に記載の自己修復型配線。
【請求項１３】
前記第１基材と、当該第１基材よりも剛性の高い第２基材とにより基板を構成し、前記
第２基材にのみ電気素子を実装したことを特徴とする請求項１〜１２のいずれか一つに記
載の自己修復型配線を備えた伸縮デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、高伸縮耐性、高導電率、自己修復機能を併せ持つ電気配線を実現する自己修
復型配線と、その自己修復型配線を備えた伸縮デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、例えば非特許文献１に報告されるように、柔軟性や伸縮性を持つフレキシブルデ
バイスの研究が盛んに行われている。また、フレキシブルデバイスに用いられる配線とし
て、非特許文献２のような材料を導電性エラストマとした配線や、非特許文献３のような
形状を波状にした金属配線などが知られている。しかし、導電性エラストマは導電性が低
く、波状金属配線は伸縮でクラックが生じるという問題点がある。
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【０００３】
具体的には、これまで研究されてきた伸縮配線として、導電性材料をゴム材料やゲル材
料に混ぜた導電性ゴムが最も一般的であるが、その電気伝導率は10１Ｓ／ｍ程度である。
また、非特許文献２に報告された従来に比べて非常に高い伝導率をもつとされるゲル材料
でも、29％の伸縮耐性で、1.02×10４Ｓ／ｍの伝導率に過ぎない。これらは、固体の配線
材料として用いられるＡｕ（金）が4.6×10７Ｓ／ｍであるのと比べて、非常に低い伝導
率である。
【０００４】
一方、金属を用いた伸縮配線としては、非特許文献４で報告されるように、金属配線を
ジグザグ形状にすることで、多少の伸縮が起きても破断しないデバイスを実現している。
しかし、金属のみを用いているため伸縮性に限界があるだけでなく、伸縮の繰り返しによ

20

る疲労破壊の懸念がある。高伝導率を考えると、伸縮配線としては金属を利用するのが良
いが、金属を用いて高伸縮耐性（すなわち伸縮による破断および伸縮の繰り返しによる疲
労破壊がないこと）を解決できている報告は、今のところ存在しない。
【０００５】
さらに、金属配線にクラックが生じた場合の自己修復型配線の研究例として、例えば非
特許文献５には、シリコーンゴムの流路にハンダを流し込み配線とし、変形によって破断
したときには、熱をかけることで破断が修復されるという研究が報告されている。しかし
、固体であるハンダと、同じ固体である金属配線との組合せでは、例えばクラックを修復
する毎に、ハンダを溶解させる温度にまで加熱を行なわなければならず、クラックの修復
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部として根本的な構造上の改良が求められていた。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は上記問題点に鑑み、従来とは異なる構造を利用して、高導電性と高伸縮性とを
兼ね備えた自己修復型配線及び伸縮デバイスを提供することを、主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の自己修復型配線は、第１基材に電気配線を配設し、前記電気配線に生じるクラ
ックの修復部として、導電性粒子を分散させた流動体で前記電気配線を覆う構造を備えて
いる。
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【０００９】
この場合、前記電気配線への電圧印加を可能にし、前記クラックの部分にのみ電界を生
じさせる端子部を、前記電気配線に設けるのが好ましい。
【００１０】
代わりに、前記電気配線の表面を、前記導電性粒子の表面と同極に帯電させ、前記クラ
ックの部分で前記流動体に接する前記第１基材の表面を、前記導電性粒子の表面と異極に
帯電させてもよい。
【００１１】
さらに、前記導電性粒子が金属粒子であることが好ましい。
【００１２】
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さらに前記導電性粒子が、前記クラックの部分で前記電気配線よりも先に熱で融解する
ものであることが好ましい。
【００１３】
また、本発明の自己修復型配線は、第１基材に電気配線を配設し、前記電気配線に生じ
るクラックの修復部として、金属イオンを溶解した流動体で前記電気配線を覆う構造を備
えている。
【００１４】
この場合、前記電気配線への電圧印加を可能にし、前記クラックの部分にのみ電界を生
じさせる端子部を、前記電気配線に設けるのが好ましい。
【００１５】
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代わりに、前記クラックの部分で前記流動体に接する前記第１基材の表面にのみ、無電
解メッキにより前記金属イオンから固体金属を析出させる構成としてもよい。
【００１６】
さらに、前記金属イオンから析出される固体金属が、前記クラックの部分で前記電気配
線よりも先に熱で融解するものであることが好ましい。
【００１７】
さらに、前記第１基材が伸縮可能であることが好ましい。
【００１８】
さらに、前記電気配線が金属配線であることが好ましい。
【００１９】
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さらに、前記電気配線の所定の場所でクラックが発生するように、前記電気配線または
前記第１基材の少なくとも一方が構成されていることが好ましい。
【００２０】
上記構成の自己修復型配線を備えた本発明の伸縮デバイスは、前記第１基材と、当該第
１基材よりも剛性の高い第２基材とにより基板を構成し、前記第２基材にのみ電気素子を
実装して構成される。
【発明の効果】
【００２１】
請求項１の発明では、電気配線にクラックが生じても、クラックの部分にのみ選択的に
働く力を利用して、流動体中の導電性粒子がクラックを架橋すれば、電気配線がクラック
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の部分で選択的に修復される。そのため従来とは異なり、導電性粒子を含む流動体と、固
体である電気配線とのハイブリット構造を利用して、高導電性と高伸縮性とを兼ね備えた
自己修復型配線を提供できる。
【００２２】
請求項２の発明では、電気配線にクラックが生じても、端子部を利用してその電気配線
に電圧を印加すれば、クラックの部分にのみ選択的に働く力として、誘電泳動力による電
界トラップ現象を流動体中の導電性粒子に生じさせることができる。これにより、凝集し
た導電性粒子がクラックを架橋して、外部から熱を加えたりせずに、物理的な力のみで電
気配線を修復することが可能となる。
【００２３】
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請求項３の発明では、電気配線にクラックが生じても、クラックの部分にのみ選択的に
働く力として、表面の分子修飾の違いにより、流動体中の導電性粒子に静電力を作用させ
ることができる。これにより、第１基材が露出したクラックの部分を導電性粒子が架橋し
て、外部から熱を加えたりせずに、物理的な力のみで電気配線を修復することが可能とな
る。また、修復の際に電圧を印加する必要がなく、リーク電流や絶縁破壊の問題も回避で
きる。
【００２４】
請求項４の発明では、電気配線に生じたクラックを修復した後に、そのクラックの部分
にトラップされた導電性粒子だけを加熱融解させることができ、単に導電性粒子を架橋さ
せた場合に比べて低抵抗とすることができる。
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【００２５】
請求項５の発明では、導電性粒子として特に金属粒子を用いたものにおいて、高導電性
と高伸縮性とを兼ね備えた自己修復型配線を提供できる。
【００２６】
請求項６の発明では、電気配線にクラックが生じても、クラックの部分にのみ選択的に
働く力を利用して、流動体中の金属イオンから析出される固体金属がクラックを架橋すれ
ば、電気配線がクラックの部分で選択的に修復される。そのため従来とは異なり、金属イ
オンを含む流動体と、固体である電気配線とのハイブリット構造を利用して、高導電性と
高伸縮性とを兼ね備えた自己修復型配線を提供できる。
【００２７】
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請求項７の発明では、電気配線にクラックが生じても、端子部を利用してその電気配線
に電圧を印加すれば、クラックの部分にのみ選択的に働く力として、電界を利用した電解
メッキにより、流動体中の金属イオンから固体金属を析出させることができる。これによ
り、析出した固体金属がクラックを架橋して、外部から熱を加えたりせずに、電気化学的
な力のみで電気配線を修復することが可能となる。
【００２８】
請求項８の発明では、電気配線にクラックが生じても、クラックの部分にのみ選択的に
働く力として、表面修飾の違いを利用した無電解メッキにより、クラックの部分で流動体
に接する第１基材の表面にのみ、流動体中の金属イオンから固体金属を析出させることが
できる。これにより、析出した固体金属がクラックを架橋して、外部から熱を加えたりせ
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ずに、電気化学的な力のみで電気配線を修復することが可能となる。また、修復の際に電
圧を印加する必要がなく、リーク電流や絶縁破壊の問題も回避できる。
【００２９】
請求項９の発明では、電気配線に生じたクラックを修復した後に、そのクラックの部分
に析出した固体金属だけを加熱融解させることができ、単に固体金属を架橋させた場合に
比べて低抵抗とすることができる。
【００３０】
請求項１０の発明では、第１基材の伸縮に伴い電気配線にクラックが生じても、その電
気配線をクラックの部分で選択的に修復することが可能になる。
【００３１】
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請求項１１の発明では、電気配線として特に金属配線を用いたものにおいて、高導電性
と高伸縮性とを兼ね備えた自己修復型配線を提供できる。
【００３２】
請求項１２の発明では、クラックとなる断線部分の発生領域を制御することが可能にな
る。
【００３３】
請求項１３の発明では、伸縮デバイスが変形したときに、第２基材に実装した電気素子
は変形せず、第１基材の部分のみが伸縮して、電気配線にクラックが生じた場合でも、そ
のクラックを修復部で自己修復することができる。そのため、従来からの伸縮特性のない
電気素子をそのまま利用しても、自己修復型配線の部分が伸縮耐性及び修復機能を有して
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いるので、伸縮デバイス全体として伸縮耐性を有することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の第１実施形態における自己修復型配線の基本的構造を示す縦断面図であ
る。
【図２】同上、金属ナノ粒子の電界トラップによる修復の様子を示す模式図である。
【図３Ａ】同上、点Ｏから離れた金属ナノ粒子が電界から受ける力を模式的に示す図であ
る。
【図３Ｂ】同上、点Ｏからの距離と誘電泳動力との関係を理論的に解析したグラフである
。
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【図４Ａ】同上、点Ａに位置する金属ナノ粒子が電界から受ける力を模式的に示す図であ
る。
【図４Ｂ】同上、印加電圧に対する誘電泳動力の計算結果を示すグラフである。
【図５】同上、実験用配線の構成を示す写真である。
【図６】同上、ガラス基板を用いた実験例として、印加電圧の振幅と金属配線のインピー
ダンスとの関係を示すグラフである。
【図７】同上、クラックの幅が200ｎｍの場合に、実験後の金属配線を撮影した写真であ
る。
【図８】同上、クラックの幅と修復電圧との関係を示すグラフである。
【図９】同上、クラックの幅が200ｎｍ，600ｎｍ，1000ｎｍの場合に、実験後の金属配線
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をそれぞれ撮影した写真である。
【図１０】同上、クラックの幅が400ｎｍの場合に、実験後の金属配線を撮影した写真で
ある。
【図１１】同上、柔軟基板を用いた実験例として、印加電圧の振幅と金属配線のインピー
ダンスとの関係を示すグラフである。
【図１２】同上、クラックの幅が270ｎｍの場合に、実験後の金属配線を撮影した写真で
ある。
【図１３】同上、ガラス基板を用いた別な実験例として、金属ナノ粒子の粒子半径を変え
た場合の、印加電圧の振幅と金属配線のインピーダンスとの関係を示すグラフである。
【図１４】同上、ナノ粒子の半径が20ｎｍ［Ａ］と、半径が200ｎｍ［Ｂ］であって、ク
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ラックの幅が500ｎｍの場合の、実験後の金属配線を撮影した写真である。
【図１５】同上、クラックの幅と修復電圧との関係を示すグラフである。
【図１６】本発明の第２実施形態における自己修復型配線の基本的構造を示す縦断面図で
ある。
【図１７】本発明の第３実施形態における自己修復型配線の基本的構造を示す縦断面図と
、電解メッキによる修復の様子を示す模式図である。
【図１８】本発明の第４実施形態における自己修復型配線の基本的構造を示す縦断面図と
、電解メッキによる修復の様子を示す模式図である。
【図１９】本発明の第５実施形態における自己修復型配線の概要を説明する図である。
【図２０】同上、金ナノ粒子がクラック部にトラップされている様子（非溶解）を撮影し
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た写真である。
【図２１】同上、金ナノ粒子がジュール熱（抵抗加熱）により一部溶解している様子を撮
影した写真で、小さな粒が元のサイズで、大きな玉が溶解したものである。
【図２２】同上、金ナノ粒子が大きく溶解している様子を撮影した写真である。
【図２３】本発明の第６実施形態における自己修復型配線のクラック周辺の構造を示す横
断面図である。
【図２４Ａ】本発明の第７実施形態における伸縮デバイスの製造方法の一例を示す斜視図
である。
【図２４Ｂ】同上、伸縮デバイスの製造方法の一例を示す斜視図である。
【図２４Ｃ】同上、伸縮デバイスの製造方法の一例を示す斜視図である。
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【図２４Ｄ】同上、伸縮デバイスの製造方法の一例を示す斜視図である。
【図２４Ｅ】同上、伸縮デバイスの製造方法の一例を示す斜視図と縦断面図である。
【図２５】同上、伸縮デバイスを伸縮変形させたときの歪の分布を示す模式図である。
【図２６】同上、平板状の伸縮デバイスを曲面に貼り付けて使用する一例を示す模式図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
以下、本発明の好ましい幾つかの実施形態について、添付図面を参照しながら説明する
。なお、各実施形態において、共通する構成には共通する符号を付し、共通する部分の説
明は重複を避けるために極力省略する。
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【００３６】
図１は、本発明の第１実施形態における自己修復型配線１の基本構造を示している。自
己修復型配線１は、シート状の柔軟基板２上に金属配線３を配置し、その金属配線３を覆
うように、金属ナノ粒子４を含む液体５を配置した構造を基本とする。またここでは、柔
軟基板２の上面に凹状の液体封止部１１を形成した容器１２が接合され、液体封止部１１
に収容された液体５が柔軟基板２と容器１２との間に封止される。金属配線３の両端には
、自己修復型配線１の外部に設けた電源１５から金属配線３に電圧を印加するための端子
部８が設けられる。
【００３７】
自己修復型配線１の外郭部材となる柔軟基板２と容器１２は、可撓性と伸縮性を有する
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絶縁材料で構成される。これに対して金属配線３は、自己修復型配線１の外郭部材よりも
可撓性や伸縮性に乏しい導電性材料で構成され、自己修復型配線１を無理に曲げたり伸縮
させたりすると破断して、図１に示すようなクラック７が部分的に形成される。
【００３８】
本実施形態では、金属配線３に生じたクラック７の修復部として、液体５と固体である
金属配線３とのハイブリット構造を採用した点が注目される。このようなハイブリッド構
造は、後述する各実施形態にも総て共通するものである。特に本実施形態におけるクラッ
ク７の修復部は、金属ナノ粒子４を分散させた液体５で金属配線３を覆うと共に、金属配
線３への電圧印加を可能にして、クラック７にのみ電界を生じさせるような端子部８を、
その金属配線３に設けている。

10

【００３９】
図２は、上記自己修復型配線１において、金属ナノ粒子４の電界トラップによる修復の
様子を模式的に示したものである。
【００４０】
本実施形態では、金属ナノ粒子４の電界トラップ現象を利用することで、伸縮可能な柔
軟基板２上の金属配線３に自己修復機能を持たせている。電界トラップ現象は、電界が不
一様な領域で生じるため、クラック７が生じた部分のみを選択的に修復できる。トラップ
された金属ナノ粒子４がクラック７を架橋することによって金属配線３が修復され、再び
高い導電性の金属配線３となる。
【００４１】
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ここで、クラック７が生じた金属配線３に電圧を印加した際に、金属ナノ粒子４に働く
力を考えると、その合力ＦTotalは、次の数１で表せる。
【００４２】
【数１】

【００４３】
上記数１で、ＦVDWはファンデルワールス力、ＦESは静電反発力、ＦEPは電気泳動力、
ＦDEPは誘電泳動力である。この中で、ファンデルワールス力ＦVDWと静電反発力ＦESは、
粒子（金属ナノ粒子４）や溶媒（液体５）によって決まり、電源１５の印加電圧に依存し
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ない力である。また、電源１５の印加電圧が直流もしくは低周波数のときには、電気泳動
力ＦEPと誘電泳動力ＦDEPの両方が作用するが、高周波数のときには、誘電泳動力ＦDEPの
みが作用する。この誘電泳動力ＦDEPは、金属ナノ粒子４に対して電界トラップ現象を生
じさせる力であり、高周波数の交流電圧を金属配線３に印加することで、電界トラップ現
象による金属配線３の修復が可能になる。
【００４４】
誘電泳動力ＦDEPの時間平均〈ＦDEP〉は、次の数２で表せる。
【００４５】
【数２】
40
【００４６】
ここで、ε１は溶液の誘電率、Ｒは粒子の半径、ωは印加電圧の角周波数、Ｅrmsは電
界強度の実効値である。また、Re[K̲(ω)]（以下、数式以外では、記号の下に記されたア
ンダーライン「̲」を、対応する記号の後に併記する）は、Clausius‑Mosotti factor と
呼ばれる粒子の分極度合を表す値であり、誘電泳動力ＦDEPの向きは、Re[K̲(ω)]（K̲(ω
)の実部）の符号によって決まる。K̲(ω)は、次の数３で表せる。
【００４７】
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【数３】

【００４８】
ここで、ε２は粒子の誘電率，σ１は溶液の電気伝導率，σ２は粒子の電気伝導率であ
り、ｊは虚数単位である。一例として、金属ナノ粒子４としての金ナノ粒子が水に分散し
ている場合、1016Ｈｚ以下の交流電圧では、Re[K̲(ω)]＞０となり、誘電泳動力ＦDEPに
よって金ナノ粒子がクラック７へ引き寄せられる。したがって、金ナノ粒子を分散させた
水を溶液５として用いる場合、金ナノ粒子による電界トラップを生じさせるには、金属配
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16

線３に印加する交流電圧の周波数を、10

Ｈｚ以下とするのが好ましい。

【００４９】
図３Ａは、点Ｏから離れた金属ナノ粒子４が電界から受ける誘電泳動力ＦDEPを模式的
に示しており、図３Ｂは、クラック７内の点Ｏから金属ナノ粒子４に至る距離と、誘電泳
動力ＦDEPとの関係を理論的に示している。
【００５０】
上記数２や数３で示したように、誘電泳動力ＦDEPは、金属ナノ粒子４の粒径や、電界
の強度分布や、金属ナノ粒子４の誘電率及び電気伝導率や、液体５の誘電率及び電気伝導
率から計算でき、材料のパラメータを代入し、寸法及び電界のパラメータを変更して理論
的解析を行なうことで、図３Ｂに示すグラフが得られる。ここでは、金属ナノ粒子４の入

20

手容易性や、金属配線３の作成可能性などを加味して、各部の材料や寸法を決定した。具
体的には、金属ナノ粒子４を含む液体５として、Sigma‑Aldrich社製の平均直径40ｎｍの
金ナノ粒子を分散した水溶液を用いると共に、金属配線３として厚さ100ｎｍの金配線を
用いることとした。また、金配線への印加電圧として、100ｋＨｚの交流電圧を用いるこ
ととした。
【００５１】
図４Ａは、点Ａに位置する金属ナノ粒子４が電界から受ける誘電泳動力ＦDEPを模式的
に示しており、図４Ｂは、金属配線３への印加電圧に対する誘電泳動力ＦDEPの計算結果
を示している。
【００５２】
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この計算でも、金属ナノ粒子４を含む液体５として、半径Ｒ＝20ｎｍの金ナノ粒子を分
散した水溶液を用い、電源１５からの100ｋＨｚの交流電圧Ｖ（ｔ）＝Ｖampsinωｔを用
いた。また、金配線の厚さｈ＝100ｎｍ、クラック７の幅ｄ＝200ｎｍとして、数式２によ
り誘電泳動力ＦDEPを計算した。図４Ｂは、図４Ａの点Ａにおいて、金配線への印加電圧
の振幅Ｖampを０Ｖから３Ｖに変化させたときの誘電泳動力ＦDEPの時間平均〈ＦDEP〉の
大きさを示している。ファンデルワールス力ＦVDWに静電反発力ＦESを加えた力（ＦVDW＋
ＦES）の大きさは、10−12Ｎ程度であるため、これよりも誘電泳動力ＦDEPの時間平均〈
ＦDEP〉が大きくなる電圧振幅Ｖamp＝1.70Ｖ程度以上で、金ナノ粒子の電界トラップが起
きると予測できる。
【００５３】
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次に、本実施形態の実験例について、図５〜図１５を参照しながら説明する。ここでは
、金ナノ粒子の電界トラップによって金配線が修復できることの検証を行なった。
【００５４】
最初に、図１で示した柔軟基板２を基材とした自己修復型配線１ではなく、ガラス基板
１０２を基材とした実験用配線１０１を用い、このガラス基板１０２上で人工的に作製し
たクラック７の修復実験を行った。図５は、ガラス基板１０２上に形成した金属配線３と
しての金配線に、幅200ｎｍのクラック７を作成した実験用配線１０１を示している。実
験では、金ナノ粒子の電界トラップによって理論の予測通りに配線が修復されること、及
びどの程度の幅までクラック７の修復が可能かを確認した。
【００５５】
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実験では、ガラス基板１０２上に、幅10μｍ、厚さ100ｎｍ、長さ１ｍｍの金配線をフ
ォトリソグラフィにより作成し、その後でFocused Ion Beam（ＦＩＢ：集束イオンビーム
）加工によって、200ｎｍから1600ｎｍの幅で、金属配線３を横断する断線領域としての
クラック７を人工的に作製した。金ナノ粒子を分散した水溶液として、粒子濃度7.15×10
10

個／ｍｌ、半径20ｎｍのSigma‑Aldrich社製741981を用いた。そして、電源１５となる

ＬＣＲメータによって100ＫＨＺの交流電圧を印加し、同時にインピーダンス（交流抵抗
値）｜Ｚ｜を四端子法で計測した。
【００５６】
図６は、幅200ｎｍのクラック７において、電圧振幅Ｖampを0.50Ｖから3.00Ｖへ増加さ
せたときに、金属配線３のインピーダンス｜Ｚ｜がどのように変化するのかを測定したも
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のである。図６において、電圧振幅Ｖampが1.65Ｖのときインピーダンス｜Ｚ｜が、10４
Ωオーダから10１Ωオーダまで大きく減少し、その後は金属配線３への印加電圧を上げて
も、インピーダンス｜Ｚ｜が変化しない状態となっている。これは、電界トラップによっ
て凝集した金ナノ粒子がクラック７を架橋し、金属配線３が修復したと考えられる。その
ため、この電圧を「修復電圧Ｖheal」と呼ぶ。修復後の金属配線３のインピーダンスは、
クラック７が入っていない金属配線３と同じオーダであり、非常に高い自己修復機能を有
していると言える。また、図７に示すように、実験後の金属配線をScanning Electron Mi
croscope（ＳＥＭ：走査型電子顕微鏡）で観察したところ、金ナノ粒子がクラック７を架
橋していることが確認できた。
【００５７】
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図８は、図６と同様の実験を異なる幅のクラック７で行なったときの修復電圧Ｖhealを
示している。ここでは、200ｎｍから1600ｎｍの幅を有するクラック７に対して５回ずつ
実験を行った。図中、分数は試行回数に対する修復した回数を表している。
【００５８】
図９は、クラック７の幅が200ｎｍ，600ｎｍ，1000ｎｍの場合に、実験後の金属配線３
をそれぞれ撮影したものである。同様に図１０は、クラック７の幅が400ｎｍの場合に、
実験後の金属配線３を撮影したものである。
【００５９】
実験の結果、例えばクラック７の幅が200ｎｍのときには、５回中４回修復に成功し、
成功した場合の修復電圧Ｖhealの平均は1.7Ｖであった。こうして、クラック７の幅が100
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0ｎｍ以下の場合は、５回中４回以上が修復に成功し、クラック７の幅が1200ｎｍ以下の
場合でも、５回中３回以上が修復に成功した。また、クラック７の幅が拡がると共に修復
電圧Ｖhealが増加する傾向がみられ、クラック７の幅が200ｎｍから1200ｎｍの間は、修
復電圧Ｖhealの平均値が1.70Ｖから2.50Ｖまで変化した。その理由は、上記数２から分か
るように、クラック７の幅が大きくなることにより、電界強度の実効値Ｅrmsが小さくな
り、電界トラップに必要な電圧が大きくなったためである。
【００６０】
一方、クラック７の幅が1400nmに拡がると、５回中１回しか修復せず、1600ｎｍでは修
復しなかった。修復しなかった金属配線３では、印加する交流電圧の振幅Ｖampが3.00Ｖ
前後になると、クラック７の周辺で気泡が生じ、さらに電圧を上げると金属配線３が融解
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した。印加電圧の振幅Ｖampが3.0Ｖ以上を超えると、溶液および金属配線３の電気分解、
もしくはジュール熱による溶液の沸騰および金属配線３の融解が始まると考えられるため
、実験では3.0Ｖまでで修復するかどうかを調べた。
【００６１】
修復電圧Ｖhealの最大値と最小値の差は、最大で1.10Ｖ程度であった。これは、修復電
圧Ｖhealは電界トラップが始まる電圧ではなく、金ナノ粒子が凝集し、クラック７を架橋
したときの電圧であることが原因であると考えられる。図６での計測は、各点数十秒ほど
待ってから電圧振幅Ｖampを変化させているが、誘電泳動力ＦDEPの有効な領域に含まれる
金ナノ粒子の数は確立的であり、凝集する金ナノ粒子の数は毎回変化する。そのため、修
復電圧Ｖhealが変動すると考えられる。実際、図８のエラーバーが示すように、同じ幅を
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有するクラック７でも修復電圧Ｖhealのばらつきは大きく、クラック７の幅が小さければ
必ず修復される訳でもないため、修復過程に確率的な過程が入っていると考えられる。し
かし、幅が1000ｎｍ以下のクラック７であれば、3.0Ｖ以下の電圧印加によりほぼ修復が
可能であるという結論が得られた。
【００６２】
続いて、ガラス基板１０２に代わって伸縮可能な柔軟基板２上での実験を行った。この
実験では、柔軟基板２としてpoly(dimethylsiloxane)（ＰＤＭＳ）を用いた。ＰＤＭＳ基
板上に幅10μｍ、厚さ100ｎｍの金配線を作製し、ＦＩＢ加工によって幅270ｎｍのクラッ
ク７を作製した。ガラス基板１０２上と同じ条件で修復した結果、修復電圧Ｖhealは1.60
Ｖであった。図１１には、電圧振幅Ｖampを0.50Ｖから3.00Ｖへ増加させたときに、金属
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配線３のインピーダンス｜Z｜がどのように変化するのかを測定した結果を示している。
【００６３】
ガラス基板１０２がＰＤＭＳ基板になることで、ファンデルワールス力ＦVDWと静電反
発力ＦESの大きさや、クラック７の断面形状が変化する可能性が考えられる。しかし、実
験での修復電圧Ｖhealは、ガラス基板１０２と同等の値であった。これは、金配線の厚さ
が100nmであり、ＰＤＭＳ基板から受けるファンデルワールス力ＦVDWと静電反発力ＦESの
影響が小さいことなどが理由であると考えられる。図１２は、クラック７の幅が270ｎｍ
である場合の、金属配線３を修復した後のクラック７の顕微鏡写真とＳＥＭ写真であり、
ガラス基板１０１上の実験と同様に金ナノ粒子がクラック７を架橋していた。つまり、Ｐ
ＤＭＳを用いた柔軟基板２上でも、金ナノ粒子の電界トラップ現象によって、金配線を自
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己修復できることが判明した。
【００６４】
このように、ガラス基板１０２上に幅10μｍ、厚さ100ｎｍ、長さ１ｍｍの金配線を製
作し、その金配線に200nmから1600ｎｍの幅のクラック７を生じさせた実験用配線１０１
に、粒子濃度7.15×1010個/ml、半径20ｎｍの金ナノ粒子を分散した水溶液を用いて、金
配線の修復実験を行った。その結果、クラック７の幅が200ｎｍから1200ｎｍの金配線は
、100ｋＨｚの周波数で、振幅Ｖampが1.70Ｖから2.50Ｖの範囲の交流電圧を電源１５から
金配線に印加すれば、金ナノ粒子に電界トラップ現象が生じて、金ナノ粒子がクラック７
を架橋し、金配線を修復できることが判明した。また、修復された金配線のインピーダン
ス｜Ｚ｜は、クラック７が生じる前と同じ10１Ωオーダにまで減少し、高い電気伝導性を
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維持できることが判明した。
【００６５】
さらに別な実験で、ＰＤＭＳ基板上に幅10μｍ、厚さ100ｎｍの金配線を作製し、その
金配線に270ｎｍの幅のクラック７を生じさせたものでは、1.60Ｖの修復電圧Ｖhealで金
ナノ粒子に電界トラップ現象が生じて、金ナノ粒子がクラック７を架橋し、金配線を修復
できた。これは、ガラス基板１０１上の実験結果と同等であった。
【００６６】
次に、金ナノ粒子の粒径依存性について、図５と同様にガラス基板１０２を基材とした
実験用配線１０１を用い、このガラス基板１０２上で人工的に作製したクラック７の修復
実験を行った。金属ナノ粒子に働く力は、前述したように数１で示した合力ＦTotalで表
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される。数１の右辺に示す各力は、金属ナノ粒子の粒径の影響を受け、ファンデルワール
ス力ＦVDWと静電反発力ＦESとの和であるＦVDW＋ＦESはｒに比例し、誘電泳動力ＦDEPは
ｒ３に比例する（ｒは金属ナノ粒子の粒子半径）。そのため、金ナノ粒子の粒径の違いに
よって、クラック７の修復の効果が異なることが予想される。
【００６７】
実験では、ガラス基板１０２上に、幅10μｍ、厚さ500ｎｍ、長さ１ｍｍの金配線をフ
ォトリソグラフィにより作成し、その後でFocused Ion Beam（ＦＩＢ：集束イオンビーム
）加工によって、金属配線３を横断する断線領域としてのクラック７を人工的に作製した
。また金ナノ粒子として、半径20ｎｍと半径200ｎｍの２種類を用いて実験を行なった。
クラック幅に関しては、粒子半径20ｎｍを用いる場合は幅250ｎｍから1250ｎｍとし、粒
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子半径200ｎｍを用いる場合は幅500ｎｍから3500ｎｍとした。金ナノ粒子を分散した水溶
液として、粒子半径以外の条件をできるだけ揃えるために、粒子濃度7.2×1010個／ｍｌ
、半径20ｎｍのSigma‑Aldrich社製741981と、粒子濃度1.9×108個／ｍｌ、半径200ｎｍの
Sigma‑Aldrich社製742090を用いた。そして、電源１５となるＬＣＲメータによって100Ｋ
ＨＺの交流電圧を印加し、同時にインピーダンス（交流抵抗値）｜Ｚ｜を四端子法で計測
した。
【００６８】
図１３は、幅500ｎｍのクラック７において、電圧振幅Ｖampを0.1Ｖから2.5Ｖへ増加さ
せたときに、金属配線３のインピーダンス｜Ｚ｜がどのように変化するのかを測定したも
のである。図１３において、粒子半径が20ｎｍを用いた場合は、電圧振幅Ｖampが2.2Ｖの
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ときに、また粒子半径が200ｎｍを用いた場合は、電圧振幅Ｖampが1.8Ｖのときに、イン
ピーダンス｜Ｚ｜が10４Ωオーダから10１Ωオーダまで大きく減少し、その後は金属配線
３への印加電圧を上げても、インピーダンス｜Ｚ｜が変化しない状態となっている。電界
トラップによって凝集した金ナノ粒子がクラック７を架橋し、金属配線３を修復したと考
えられる修復電圧Ｖhealは、金ナノ粒子の粒径を大きくすることにより、下げることがで
きることが分かる。また、図１４に示すように、実験後の金属配線をScanning Electron
Microscopeで観察したところ、金ナノ粒子がクラック７を架橋していることが確認できた
。なお、図１４のＡに示すように、粒子半径20ｎｍにおいては、凝集した粒子が溶融し、
大きさ数百ｎｍの固まりが生じている様子が確認された。
【００６９】
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図１５は、図１３と同様の実験を異なる幅のクラック７で行なったときの修復電圧Ｖhe
alを示している。ここでは、粒子半径20ｎｍを用いる場合には250ｎｍから1600ｎｍの幅

を、また粒子半径200ｎｍを用いる場合には500ｎｍから3500ｎｍの幅を有するクラック７
に対して、５回ずつ（3500ｎｍの幅のみ３回）実験を行った。図中、分数は試行回数に対
する修復した回数を表している。
【００７０】
実験の結果、同じ粒子半径では、クラック７の幅が大きくなると修復が生じる電圧も大
きくなった。粒子半径が20ｎｍの場合、幅が1000ｎｍまでクラック７は印加電圧の振幅Ｖ
ampが3.2Ｖ以下で修復が生じ、粒子半径が200ｎｍの場合、幅が3500ｎｍまでクラック７

は印加電圧の振幅Ｖampが4.0Ｖ以下で修復が生じた。また、粒子半径が20ｎｍよりも200
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ｎｍの金ナノ粒子を用いた方が、各クラック７の幅に対する修復が生じる電圧が小さくな
り、同じ印加電圧でより大きいクラックを修復することができた。
【００７１】
次に、図１に示す自己修復型配線１の作用効果を説明する。本実施形態の自己修復型配
線１は、例えばＰＤＭＳからなる柔軟基板２や容器１２が可撓性と伸縮性を有するため、
外力により任意に曲げたり伸縮させたりすることができる。この点、従来はフレキシブル
ディスプレイやフレキシブルセンサシートなどの開発が盛んに行なわれているものの、そ
うしたフレキシブルデバイスの多くは、或る曲率半径まで曲げられる可撓性を有するが、
伸縮性は有していない。
【００７２】
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また、自己修復型配線１を無理に曲げたり伸縮させたりすると、金属配線３が部分的に
破断してクラック７が生じるが、電源１５の両端を端子部８に接続して、電源１５から金
属配線３に上述のような交流電圧を印加すれば、クラック７の部分に電界が生じて、液体
５中の金属ナノ粒子４に誘電泳動力ＦDEPのみが作用する電界トラップ現象が生じ、その
金属ナノ粒子４がクラック７を架橋して、金属配線３はクラック７の部分にのみ選択的に
修復される。この自己修復型配線１の自己修復機能により、電気配線として高い電気伝導
率でかつ高い伸縮耐性を持つことが可能になる。
【００７３】
以上のように、本実施形態の自己修復型配線１は、第１基材である柔軟基板２に電気配
線としての金属配線３を配設し、金属配線３に生じるクラック７の修復部として、導電性
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粒子としての金属ナノ粒子４を分散させた液体５で金属配線３を覆う独自のハイブリッド
構造を実現している。
【００７４】
この場合、金属配線３にクラック７が生じても、クラック７の部分にのみ選択的に働く
力を利用して、液体５中の金属ナノ粒子４がクラック７を架橋すれば、金属配線３がクラ
ック７の部分でのみ選択的に修復される。そのため従来とは異なり、金属ナノ粒子４を含
む液体５と、固体である金属配線３とのハイブリット構造を利用して、高導電性と高伸縮
性とを兼ね備えた自己修復型配線１を提供できる。
【００７５】
また、本実施形態の自己修復型配線１は、金属配線３への電圧印加を可能にし、クラッ
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ク７の部分にのみ電界を生じさせる端子部８を、金属配線３に設けている。
【００７６】
この場合、柔軟基板２の伸縮に伴い金属配線３にクラック７が生じても、端子部８を利
用してその金属配線３に所望の電圧を印加すれば、クラック７の部分にのみ選択的に働く
力として、誘電泳動力ＦDEPによる電界トラップ現象を液体５中の金属ナノ粒子４に生じ
させることができる。これにより、凝集した金属ナノ粒子４がクラック７を架橋して、外
部から熱を加えたりせずに、物理的な力のみで金属配線３を修復することが可能となる。
【００７７】
また、本実施形態の自己修復型配線１は、導電性粒子が金属粒子となる金属ナノ粒子４
であることを特徴とし、導電性粒子として特に金属ナノ粒子４を用いたものにおいて、高
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導電性と高伸縮性とを兼ね備えた自己修復型配線１を提供できる。
【００７８】
また、本実施形態の自己修復型配線１は、第１基材としての柔軟基板２が伸縮可能であ
ることを特徴とし、柔軟基板２の伸縮に伴い金属配線３にクラック７が生じても、その金
属配線３をクラックの部分で選択的に修復することが可能になる。
【００７９】
また、本実施形態の自己修復型配線１は、電気配線が金属配線３であることを特徴とし
、電気配線として特に金属配線３を用いたものにおいて、高導電性と高伸縮性とを兼ね備
えた自己修復型配線１を提供できる。
【００８０】
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図１６は、本発明の第２実施形態における自己修復型配線２１の基本構造を示している
。本実施形態では、第１実施形態のような電界を用いる方法ではなく、表面の違いを用い
る方法として、特に表面修飾によって金属配線３に生じたクラック７を自己修復する方法
を提示する。ここでの伸縮配線２１は、第１実施形態における端子部８や電源１５を設け
ず、その代わりに金属ナノ粒子４の表面と、液体５に接する金属配線３の表面を負電荷２
２に帯電させ、クラック７の部分で液体５に接する柔軟基板２の表面を、正電荷２３で帯
電させた構成を有している。
【００８１】
そして本実施形態では、金属配線３に対して電圧を加えなかったとしても、金属ナノ粒
子４には前述のファンデルワールス力ＦVDWと静電力が働く。ファンデルワールス力（引
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力）ＦVDWとは制御が難しいが、静電力は表面が正に帯電しているか、負に帯電している
かで、引力として働くか斥力として働くかが決まり、これは表面の分子修飾によって容易
に変えることが可能である。そのため図１６に示すように、金属ナノ粒子４と金属配線３
の各表面が液体５中で負に帯電し、柔軟基板（シリコーンゴム）２の表面が液体５中で正
に帯電するような静電力付与手段（図示せず）を伸縮配線２１に付加すれば、柔軟基板２
がむき出しになったクラック７の部分を金属ナノ粒子４が架橋して、この部分にのみ選択
的に金属配線３を修復することが可能になる。これは修復に電圧を必要とせず、リーク電
流や絶縁破壊の問題がないという点で、第１実施形態のような電界を用いる方法よりも優
れている。
【００８２】
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以上のように、本実施形態の自己修復型配線１は、さらに金属配線３の表面を、金属粒
子である金属ナノ粒子４の表面と同極の負電荷２２に帯電させ、クラック７の部分で液体
５に接する第１基材としての柔軟基板２の表面を、金属ナノ粒子４の表面と異極の正電荷
２３に帯電させる構成を備えている。
【００８３】
この場合、柔軟基板２の伸縮に伴い金属配線３にクラック７が生じても、クラック７の
部分にのみ選択的に働く力として、特に表面の分子修飾の違いを利用して、液体５中の金
属ナノ粒子４に静電力を作用させることができる。これにより、柔軟基板２が露出したク
ラック７の部分を金属ナノ粒子４が架橋して、外部から熱を加えたりせずに、物理的な力
のみで金属配線３を修復することが可能となる。また、修復の際に電圧を印加する必要が
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なく、リーク電流や絶縁破壊の問題も回避できる。
【００８４】
なお、上記第１実施形態や第２実施形態において、導電性粒子は金属粒子の他に、金属
を含む化合物の粒子、はんだなどの合金粒子、半導体粒子、導電性高分子、カーボンナノ
チューブやフラーレンなどの炭素粒子もしくはこれらの組み合わせでもよい。半導体粒子
や導電性高分子でも、上記のファンデルワールス力ＦVDWや、静電反発力ＦESや、誘電泳
動力ＦDEPが働き、また表面修飾により表面の電荷を変えることが可能である。また、第
１実施形態や第２実施形態では、導電性粒子を分散する流動体として、液体５に代わって
、気体（空気やガス、真空など）を用いてもよい。これは特に、宇宙用途で重要なものと
なる。
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【００８５】
図１７は、本発明の第３実施形態における自己修復型配線３１の基本構造を示している
。本実施形態では、第１実施形態のような電界を用いる方法として、特にクラック７が生
じた一方の金属配線３を陽極３Ａとし、他方の金属配線３を陰極３Ｂとして、その間に電
源１５からの直流電圧を印加する電解メッキによる方法を提示する。ここでの伸縮配線３
１は、クラック７の部分にのみ生じた電界によって、電解メッキを行なうために、金属ナ
ノ粒子４ではなく、例えば銅イオンＣｕ２＋などの金属イオンが溶解した水溶液としての
液体５が、金属配線３を覆って配設される。
【００８６】
そして本実施形態では、伸縮配線３１を無理に曲げたり伸縮させたりすると、金属配線
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３が部分的に破断してクラック７が生じるが、電源１５の両端を端子部８に接続して、電
源１５から金属配線３に直流電圧を印加すれば、クラック７の部分にのみ電界が生じ、液
体５に溶けている金属イオンが電気化学反応によって、金属配線３の陽極３Ａ側に固体金
属として析出される。そして、その固体金属がクラック７を架橋することで、金属配線３
はクラック７の部分にのみ選択的に修復される。
【００８７】
なお、上記電気化学反応では、金属配線３の陰極３Ｂ側で、金属が金属イオンとして液
体５に溶け出してしまう反応が起きるが、電解メッキでは尖った角に電界が集中して、他
の部位よりもメッキが速く行われるため、このメッキ速度の違いを利用すれば、金属配線
３全体は修復しなくても、金属配線３の一部が再度繋がるようになる。

40

【００８８】
以上のように、本実施形態の自己修復型配線３１は、伸縮可能な第１基材である柔軟基
板２に金属配線３を配設し、柔軟基板２の伸縮に伴い金属配線３に生じるクラック７の修
復部として、金属イオンとを溶解した液体５で金属配線３を覆う独自のハイブリッド構造
を実現している。
【００８９】
この場合、柔軟基板２の伸縮に伴い金属配線３にクラック７が生じても、クラック７の
部分にのみ選択的に働く力を利用して、液体５中の金属イオンから析出される固体金属が
クラック７を架橋すれば、金属配線３がクラック７の部分で選択的に修復される。そのた
め従来とは異なり、金属イオンを含む液体５と、固体である金属配線３とのハイブリット
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構造を利用して、高導電性と高伸縮性とを兼ね備えた自己修復型配線３１を提供できる。
【００９０】
また、本実施形態の自己修復型配線３１は、金属配線３への電圧印加を可能にし、クラ
ック７の部分にのみ電界を生じさせる端子部８を、金属配線３に設けている。
【００９１】
この場合、柔軟基板２の伸縮に伴い金属配線３にクラック７が生じても、端子部８を利
用してその金属配線３に所望の電圧を印加すれば、クラック７の部分にのみ選択的に働く
力として、電界を利用した電解メッキにより、液体５中の金属イオンから固体金属を析出
させることができる。これにより、析出した固体金属がクラック７を架橋して、外部から
熱を加えたりせずに、電気化学的な力のみで金属配線３を修復することが可能となる。

10

【００９２】
図１８は、本発明の第４実施形態における自己修復型配線４１の基本構造を示している
。本実施形態では、第２実施形態のような表面の違いを用いる方法として、特に無電解メ
ッキによる電気化学的な方法を提示する。ここでの伸縮配線４１は、第３実施形態と同様
に金属イオンが溶解した水溶液を液体５として用いるが、第３実施形態のような端子部８
や電源１５は設けず、その代わりに樹脂である柔軟基板２の表面にのみ無電解メッキを行
なうために、この柔軟基板２に前処理を施している。
【００９３】
そして本実施形態では、伸縮配線４１を無理に曲げたり伸縮させたりすると、金属配線
３が部分的に破断してクラック７が生じるが、そのクラック７の部分で前処理が施された
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柔軟基板２がむき出しになって液体５に触れると、液体５に溶けている金属イオンが電気
化学反応によって、柔軟基板２の表面に固体金属のメッキ層４２として析出される。そし
て、メッキ層４２がクラック７を架橋することで、金属配線３はクラック７の部分にのみ
選択的に修復される。
【００９４】
以上のように、本実施形態の自己修復型配線４１は、さらにクラック７の部分で液体５
に接する柔軟基板２の表面にのみ、無電解メッキにより金属イオンから固体金属をメッキ
層４２として析出させる構成を有している。
【００９５】
この場合、柔軟基板２の伸縮に伴い金属配線３にクラック７が生じても、クラック７の
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部分にのみ選択的に働く力として、表面修飾の違いを利用した無電解メッキにより、クラ
ック７の部分で液体５に接する柔軟基板２の表面にのみ、液体５中の金属イオンから固体
金属をメッキ層４２として析出させることができる。これにより、析出したメッキ層４２
がクラック７を架橋して、外部から熱を加えたりせずに、電気化学的な力のみで金属配線
３を修復することが可能となる。また、修復の際に電圧を印加する必要がなく、リーク電
流や絶縁破壊の問題も回避できる。
【００９６】
なお、上記第３実施形態や第４実施形態において、金属イオンを溶解した液体５は、金
属を含む化合物や化合物イオン、もしくはこれらの組み合わせを含有もしくは溶解した流
動体でも良い。
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【００９７】
図１９〜図２２を基に、本発明の第５実施形態について説明する。本実施の形態では、
クラック７の間を金属ナノ粒子４が架橋した後に融解することで、修復後の抵抗を下げる
ものである。具体的には、金属ナノ粒子４を電界トラップもしくは表面修飾で自己修復を
行った後、図１９に示すように、電源１５を利用して配線部となる金属配線３に電圧を印
加する（電界トラップの場合には修復でも電圧をかけているので、そのまま電圧を印加し
続けることも可能である）ものである。修復部は配線部よりも高抵抗であるため、ジュー
ル熱（抵抗加熱）により修復部が選択的に加熱される。さらに、金属ナノ粒子４は、ある
程度の大きさを持った塊であるバルクの金属よりも融点が低いことが知られており、ジュ
ール熱で配線部が溶けるよりも先に金属ナノ粒子４が溶けるものと考えられる。このため
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、第１の実施の形態でも説明したように、修復部の金属ナノ粒子４の融解が生じ、クラッ
ク７の間に融解部１８が形成される。ある程度の量の金属ナノ粒子４で架橋しておけば、
修復部の金属ナノ粒子４が融解し、クラック７の隙間を融解部１８で埋めていくために、
単に金属ナノ粒子４を架橋させた場合に比べて低抵抗とすることができる。
【００９８】
また、修復部を選択的に加熱するための熱源として、前述のジュール熱に代わって、自
己修復型配線１の全体を加熱したり、レーザー加熱を行なったりしても構わない。この場
合も金属ナノ粒子４は、ある程度の大きさを持った塊であるバルクの金属よりも融点が低
いことが知られているので、自己修復型配線１の全体を加熱しても金属ナノ粒子４だけを
融解させることができる。

10

【００９９】
実際に、クラック部を架橋した金ナノ粒子が溶ける様子を、図２０〜図２２に示す。図
２０は金ナノ粒子がクラック部にトラップされている様子を示し、図２１はジュール熱（
抵抗加熱）により金ナノ粒子が融解して、その一部が融解して大きな固まりとなっている
様子を示し、図２２は金ナノ粒子が大きく融解して固まりとなっている様子を示している
。
【０１００】
本実施の形態で述べたジュール熱を用いた金属ナノ粒子４の融解は、第１実施形態で述
べた金属ナノ粒子４を用いた電界トラップや、第２実施形態で述べた表面修飾で有効であ
るが、第３実施形態の電解めっきや、第４実施形態の無電解めっきと併用しても良い。つ
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まり第３実施形態や第４実施形態では、クラック７の部分に析出した固体金属を、金属配
線３への電圧印加により金属配線３よりも先にジュール熱で融解させる。ここでもジュー
ル熱に代わって、自己修復型配線３１，４１の全体を加熱したり、レーザー加熱を行なっ
たりしても構わない。なお、第２実施形態や第４実施形態では、何れも端子部８や電源１
５を設けない構成として説明したが、本実施形態を併用する場合は端子部８や電源１５を
必要とする。
【０１０１】
以上のように本実施形態では、上述の第１実施形態や第２実施形態と併用して、導電性
粒子としての金属ナノ粒子４が、クラック７の部分において電気配線としての金属配線３
よりも先に熱で融解するもので構成される。
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【０１０２】
この場合、金属配線３に生じたクラック７を修復した後に、そのクラックの部分にトラ
ップされた導電性粒子だけを加熱融解させることができ、単に導電性粒子を架橋させた場
合に比べて低抵抗とすることができる。
【０１０３】
また本実施形態では、上述の第３実施形態や第４実施形態と併用して、クラック７を架
橋するのに金属イオンから析出される固体金属が、クラック７の部分において金属配線３
よりも先に熱で融解するもので構成される。
【０１０４】
この場合、金属配線３に生じたクラック７を修復した後に、そのクラック７の部分に析
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出した固体金属だけを加熱融解させることができ、単に固体金属を架橋させた場合に比べ
て低抵抗とすることができる。
【０１０５】
図２３は、本発明の第６実施形態における自己修復型配線１のクラック７周辺の構造を
示している。同図において、「タイプ１」は第１実施形態で説明した単独の金属配線３を
示し、「タイプ２」は本実施形態で説明する多股に分割した金属配線３を示している。本
実施形態では、金属配線３の形状が異なる以外は、第１実施形態の自己修復型配線１と同
一の構成を有する。
【０１０６】
「タイプ１」の金属配線３は、一端（例えば、一方の端子部８）と他端（例えば、他方
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の端子部８）との間に一つの電流経路だけが形成されるため、金属配線３にクラック７が
生じたときの修復ポイントも一つだけとなり、最終的には修復されるものの、一時的には
「断線」した状態になる。
【０１０７】
これに対して、「タイプ２」の金属配線３は、一端と他端との間に多股に分割した複数
の電流経路が形成されるため、金属配線３にクラック７が生じたときに複数の修復ポイン
トができ、複数の電流経路の中でどれか数か所の電流経路は繋がっている、ということが
実現できる。これにより、繋がっている箇所の数に応じて、金属配線３としての抵抗値の
変動はあるものの、「断線」となる瞬間をなくすことが可能になる。
【０１０８】

10

以上のように、本実施形態の自己修復型配線１は、さらに金属配線３を多股に分割して
形成することで、クラック７の修復中でも断線となる状態を回避することができる。
【０１０９】
なお、本実施形態で提案する金属配線３の形状は、上述した他の自己修復型配線２１，
３１，４１にもそのまま適用できる。
【０１１０】
図２４Ａ〜図２４Ｅは、本発明の第７実施形態における伸縮デバイス５１の製造方法の
一例を示している。なお、ここで説明する伸縮デバイス５１の製造方法は具体的ではある
ものの限定的なもので、この製造方法に限るという訳ではなく、他の方法を適用してもよ
い。
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【０１１１】
以下、伸縮デバイス５１の製造方法を順に説明すると、先ず図２４Ａにおいて、ここで
は例えば、剛性の分布のある基板５４を作成するために、伸ばしたり曲げたりしても破断
しないシリコーンゴム（ＰＤＭＳ）基板などの高伸縮材料５５と、高伸縮材料５５よりも
剛性が高く、力を加えてもさほど変形しないＳｉ基板などの高剛性材料５６などの、ヤン
グ率の大きく異なる２種類の基材を用いる。これは、図中左右方向に基板５４を引っ張っ
た時に歪みの分布を作るためのもので、同じ材質を用いて、それぞれの基材の厚みを変え
たり、一方の基材にのみ穴をあけたりすることでも同様の効果を発揮できる。本例では第
１基材となる高伸縮材料５５をＳｉ基板とし、第２基材となる高剛性材料５６をシリコー
ンゴム基板としているが、シリコーンゴムでもヤング率が１０倍異なる種類も知られてお
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り（それを２種類の基材として用いれば、左右に引っ張ったときに歪は１／１０倍違うと
いうことになる）ので、基板５４のすべてをゴム材料としても実現可能である。つまり、
ここでの基板５４は、それぞれの材質や形状に限定されず、第１基材（例えば、高伸縮材
料５５）と、この第１基材よりも剛性の高い第２基材（例えば、高剛性材料５６）で作製
されていればよい。高剛性材料５６は、第１実施形態〜第６実施形態で説明した柔軟基板
２に相当する。
【０１１２】
次の図２４Ｂでは、基板５４の表面に金属配線層５７がパターニング形成される。金属
配線層５７は、第１実施形態〜第６実施形態で説明した金や銅などの金属配線３に相当す
るもので、真空蒸着や薄膜を接着するなど、従来用いられている手法を用いることができ
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る。ここでは、高伸縮材料５５と高剛性材料５６に跨って金属配線層５７が形成され、特
に高剛性材料５６の表面上の金属配線層５７に、それぞれ対をなす第１電極５８Ａ，５８
Ｂと、第２電極５９Ａ，５９Ｂと、第３電極６０Ａ，６０Ｂが配設される。図中、金属配
線層５７は基板５４の片面にのみ設けられているが、基板５４の両面に設けてもよい。
【０１１３】
次の図２４Ｃでは、基板５４の高剛性材料５６の部分に、例えばＩＣなどの電気素子６
３を実装する。電気素子６３は、金属配線層５７の第３電極６０Ａ，６０Ｂに半田付け接
続されるが、従来用いられている伸縮耐性のないものを利用していても、高伸縮材料５５
とその表面に形成された金属配線層５７とによる配線部が、第１実施形態〜第６実施形態
で説明したような伸縮耐性及び修復機能を有していれば、最終的に伸縮デバイス５１全体
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として伸縮耐性を有することが実現可能になる。
【０１１４】
次の図２４Ｄでは、前述した液体５の封止部となるパターン化された流路部７１と、電
気素子６３の収容部７２が窪んだシリコーンゴム（ＰＤＭＳ）の封止体７３を別途作成し
、これを図２４Ｃの状態の基板５４と接合する。ここでの接合は、PDMS‑PDMS bonding と
呼ばれるマイクロ流路などを作る際に一般的に使われている手法で、接合力は強く、封止
した液体５が漏れるということもない。またシリコーンゴムは、空気圧をかけて風船のよ
うに膨らますなどの用途も行われており、引っ張って接合部が破れるというようなことも
ない。シリコーンゴムであっても当然破断する限界はあるが、元の寸法に対して２００％
伸びるというシリコーンゴムも存在する。封止体７３は第１実施形態〜第６実施形態で説
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明した容器１２に相当し、流路部７１は第１実施形態〜第６実施形態で説明した液体封止
部１１に相当する。
【０１１５】
こうして、封止体７３と基板５４とを接合すると、図２４Ｅに示すような完成状態の伸
縮デバイス５１が得られる。伸縮デバイス５１の完成状態では、流路部７１に収容された
液体５が、高伸縮材料５５上の金属配線層５７と接した状態で、封止体７３と基板５４と
の間に封止される。また、伸縮デバイス５１と他の電気機器との電気的接続を可能にする
ために、第１電極５８Ａ，５８Ｂ及び第２電極５９Ａ，５９Ｂは、封止体７３に覆われる
ことなく高剛性材料５６上に露出している。
【０１１６】
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なお、液体５は封止体７３と基板５４とを接合封止する際に予め流路部７１に入れても
良いし、封止した後に外から注入し、流路部７１に連通する注入口を塞ぐものでも構わな
い。また、リーク電流などを考慮して、例えば図２４Ｅのように電気素子６３に液体５が
触れないように、封止体７３の流路部７１を区画形成すれば、そうしたリーク電流などの
問題は生じない。
【０１１７】
図２５は、図２４Ａで「剛性の分布のある基板５４」を用いた理由を説明するための図
で、伸縮デバイス５１を伸縮変形させたときの歪の分布を模式的に示している。同図にお
いて、完成した伸縮デバイス５１に対し、左右に一様な力をかけて伸縮変形をさせたとき
に、高剛性材料５６に電気素子６３を実装した無変形領域は変形せず、上下ともシリコー
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ンゴムの高伸縮材料５５と封止体７３でできた高変形領域の部分のみが伸縮する。この高
変形領域は、第１実施形態〜第６実施形態で説明した自己修復型配線１，２１，３１，４
１に相当するため、伸縮デバイス５１を伸縮するのに伴い金属配線３にクラック７が生じ
れば、これを第１実施形態〜第６実施形態の方法によって修復することが可能になる。
【０１１８】
なお、上述した伸縮デバイス５１の製造方法自体は、一つの例としてさほど特殊なもの
ではないが、剛性の分布のある基板５４を用いることにより、伸縮デバイス５１として歪
の分布を任意に制御できる。また本実施形態では、修復機能を電子素子６３に求めず、配
線すなわち金属配線層５７のみに求めていることも特徴である。例えば、有機ＥＬ素子や
有機半導体素子のような機能素子に、曲げ耐性や伸縮耐性を求める研究は盛んに行なわれ
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ているが、図２４Ｅに示すような伸縮デバイス５１の構造にすると、機能素子を含む電気
素子６３そのものが伸縮性を有していなくても、デバイス全体として伸縮性と修復機能を
持たせることが可能になる。現状では、有機材料を用いた電気素子６３よりも無機材料を
用いた電気素子６３の方が性能面で優れているが、こうした従来から蓄積のある機能素子
を残したまま、伸縮性と修復機能を有するフレキシブルな伸縮デバイス５１が実現できる
。これは、有機材料などの材料開発から行なうよりも、無機材料を使ってフレキシブルな
伸縮デバイス５１を製造する方が、産業上早いし現実的であることを意味し、本実施形態
における伸縮デバイス５１を、実現性の高いアプローチとして捉えることができる。
【０１１９】
次に、伸縮デバイス５１の利用方法について、一例を説明すると、図２４Ｅにおいて、
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通常の使用時には、一方の第１電極５８Ａと一方の第２電極５９Ａとの間に電気素子６３
の駆動電圧を印加して、伸縮デバイス５１を利用する一方、例えば第１電極５８Ａ側に繋
がる金属配線層５７が破断した場合には、一方の第１電極５８Ａと他方の第１電極５８Ｂ
に修復電圧を印加して、伸縮デバイス５１を修復する。これは、電気素子６３の駆動電圧
を印加する電源と、金属配線層５７の修復電圧を印加する電源（上述した電源１５に相当
する）を分けている例になる。但し別な例として、駆動電圧に重畳して修復電圧を印加す
るなどが、実際の伸縮デバイス５１として好ましいと考えられる。また本実施形態では、
クラック７の生じた箇所に応じて、第１電極５８Ａ，５８Ｂ及び第２電極５９Ａ，５９Ｂ
の何れもが、金属配線層５７への修復電圧の印加を可能にする端子部となり得る。
【０１２０】

10

前述のように、第１電極５８Ａ側に繋がる金属配線層５７が破断した場合には、一方の
第１電極５８Ａと他方の第１電極５８Ｂに修復電圧を印加するが、例えば第１実施形態に
おいて、金属配線層５７の修復のために必要な交流電圧の振幅Ｖampは３Ｖ以下であるの
で、例えば動作電圧が５Ｖの電気素子６３であれば、修復で印加する電圧によって電気素
子６３を破壊する虞はない。また、液体５の種類（誘電率）を変えることで、修復電圧を
下げることも可能である。
【０１２１】
図２６は、平面的に作製した伸縮デバイス５１を曲面に貼り付けて使用する一例を示し
たものである。
【０１２２】

20

伸縮デバイス５１を曲げて使う場合だけでなく、伸ばして使う場合の用途として、使っ
ている最中に伸縮が必要な第１の用途と、使っている最中には伸縮の必要がないものの、
被対象物への貼り付けに伸縮が必要な第２の用途がある。第１の用途では、伸縮デバイス
５１を可動部（ロボットの肘など）に装着して使う場合が想定され、また生体である人に
貼り付けて、体温や健康情報を取得するセンサシートとして、伸縮デバイス５１を実現す
る場合にも、生体の伸縮に伴う伸縮性が伸縮デバイス５１に求められる。
【０１２３】
第２の用途では、被対象物として、例えば円柱に伸縮デバイス５１を貼り付けて使うの
であれば、平面シート状の伸縮デバイス５１を曲げるだけで、円柱の全体を伸縮デバイス
５１で覆うことができるが、被対象物が球面である場合は、平面シート状の伸縮デバイス
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５１を伸縮させなければ、球面全体を伸縮デバイス５１で覆うことができない。これは、
貼り付けの対象物となる曲面のガウス曲率を考えれば、曲げ変形だけで済むか、伸縮変形
が必要になるかがわかる。すなわち、ガウス曲率がゼロでない対象物の曲面に貼り付けて
利用することを考えると、伸縮デバイス５１を伸縮変形可能とする必要がある。
【０１２４】
例えば、図２６のように半径ｒの円板シート状に作った伸縮デバイス５１（面積はπｒ
２

）を、球形の対象物Ｓの半球面（面積２πｒ２）に貼り付けるとすると、面積が２倍に

なるので、相似比では√２倍、伸び（歪）としては伸ばす前の形状に対して41％（＝(√
２−１)×100）増加となる。ここでは極端な例として、平板状の伸縮デバイス５１を半球
面の取付ける場合を考えたが、実際には伸びが10％程度の伸縮デバイス５１でも利用範囲
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は非常に広いと考えられる。
【０１２５】
以上のように、本実施形態の伸縮デバイス５１は、第１基材である高伸縮材料５５と、
この高伸縮材料５５よりも剛性の高い高剛性材料５６とにより基板５４を構成し、高剛性
材料５６にのみ各種の電気素子６３を実装している。
【０１２６】
この場合、伸縮デバイス５１が変形したときに、高剛性材料５６に実装した電気素子６
３は変形せず、高伸縮材料５５の部分のみが伸縮して、そこに実装された金属配線層５７
にクラック７が生じた場合でも、そのクラック７を修復部である自己修復型配線１，２１
，３１，４１のハイブリッド構造で自己修復することができる。そのため、従来からの伸
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縮特性のない電気素子６３をそのまま利用しても、自己修復型配線１，２１，３１，４１
の部分が伸縮耐性及び修復機能を有しているので、伸縮デバイス５１全体として伸縮耐性
を有することが可能となる。
【０１２７】
第７の実施形態では、剛性分布のある基板５４を用いた例を説明した。この場合、ク
ラック７となる断線部分は高変形領域に発生する。本実施形態では、このような現象を用
いて、あるいは他の手法を用いて、断線部分の発生領域を制御する。このように断線する
領域を制御することにより、断線部分を一箇所に限ったり複数箇所作成したりすることが
可能となる。断線領域を一箇所に限ることで修復電圧を低くできる。一方で、断線領域を
複数に分散することで、断線間隔が大きくなり過ぎることを防ぐことができ、修復に時間

10

がかかることや、修復が困難になることを防ぐことができる。
【０１２８】
具体的には、配線（金属配線３や金属配線層５７）の一部の領域の厚さや幅を、他の領
域よりも小さく形成することで、断線を生じさせることができる。また、下地となる柔軟
基板２や高伸縮材料５５などに凹凸を設け、引っ張り時に応力が集中しやすい形状とし、
他の領域に比べて断線が生じやすくしてもよい。また、第７の実施形態で示した高変形領
域と低変形領域とを交互に複数形成することで、複数の特定の領域に断線が発生するよう
にしてもよい。
【０１２９】
以上のように本実施形態では、電気配線となる金属配線３や金属配線層５７の所定の場

20

所でクラック７が発生するように、金属配線３や金属配線層５７または第１基材となる柔
軟基板２や高伸縮材料５５の少なくとも一方が構成される。これにより、クラック７とな
る断線部分の発生領域を制御することが可能になる。
【０１３０】
以上、本発明の各実施形態について説明したが、当該実施形態はあくまでも例として提
示したに過ぎず、発明の範囲を限定することを意図していない。ここに提示したれ実施形
態は、その他の様々な形態で実施可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置換、変更が可能である。
【０１３１】
例えば、金属（ナノ）粒子は、金以外でも、銀、銅、アルミニウムも採用可能である。
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また、非特許文献４に記載されるような、金属配線をジグザグ形状にすることで伸縮性を
得ている既存の電気配線に対し、本発明の自己修復機能を併せて使用することで、高導電
性と高伸縮性とを兼ね備えた自己修復型配線および伸縮デバイスの一つの望ましい実施形
態を得ることができる。
【０１３２】
その他、液体５はフロリナート（登録商標：住友スリーエム株式会社製）などの絶縁性
液体や、イオン液体などの不揮発性液体を用いてもよい。また、自己修復型配線１，２１
，３１，４１が刃物で切断されたときなどでも液体５が漏れないように、液体を含むゲル
材料で液体５を構成してもよい。
【産業上の利用可能性】
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【０１３３】
伸縮性を有する配線部と微小なセンサ素子との組み合わせにより、センサ素子部は変形
せずとも、全体としては伸縮性を有する伸縮デバイス５１を実現できると考えている。こ
れにより、球面などの曲面に貼付可能なセンサシートや伸縮可能なディスプレイなどへの
応用が期待できる。
【０１３４】
また、本発明の課題を達成することで、シール状または湿布状のフレキシブルセンサシ
ートやフレキシブルディスプレイが、伸縮デバイス５１として実現可能となると考えてい
る。高伸縮耐性という性質は、使用時に伸縮性が必要な場面に用途が限定されるわけでは
なく、例えば自由曲面に貼り付ける用途には必要となるため産業上での波及効果が大きな
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ものであると考えている。
【０１３５】
具体的な例として、伸縮デバイス５１の産業上の利用可能性として、曲面にでも貼れる
フレキシブル太陽電池シートや、絆創膏や湿布のように生体に貼り付けて、体温，脈波（
脈拍），血中酸素飽和度，血糖値などを計測または推定する健康モニタリングシートや、
ロボットハンドの指先に貼り付ける触覚センサシートなどが考えられる。また、産業応用
だけでなく、水着や飛行機の翼面、野球のボールの表面などに流速センサを貼り付け、流
体からの力を計測するなど、学術的な現象解明のための利用も大いに考えられる。
【符号の説明】
10

【０１３６】
１，２１，３１，４１

自己修復型配線

２

柔軟基板（第１基材）

３

電気配線

４

金属ナノ粒子（導電性粒子）

５

液体（流動体）

７

クラック

８

端子部

５４

基板

５５

高伸縮材料（第１基材）

５６

高剛性材料（第２基材）

５７

金属配線層（電気配線）

５８Ａ，５８Ｂ

第１電極（端子部）

５９Ａ，５９Ｂ

第２電極（端子部）

６３
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