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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
有機分子を含む有機分子注入源に対して集光された光を照射することで、光の進行方向あ
るいは進行反対方向に設置された基板の表面に、有機分子注入源に含まれる有機分子を注
入する方法において、有機分子注入源の形状を、基板に対して凸となるような曲面形状と
して基板に接触させ、集光された光が０.１〜３μｍの範囲内に集光された光線であるこ
とにより、基板の表面の最大径３μｍ以下の領域に有機分子を注入することを特徴とする
、有機分子の注入方法。
【請求項２】
有機分子注入源中の有機分子の濃度を０.０１〜１０重量％の範囲内とすることを特徴と
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する、請求項１記載の有機分子の注入方法。
【請求項３】
基板が高分解能移動ステージに接続されており、有機分子の注入時に、高分解能移動ステ
ージにより基板の位置を光源に対して変化させることにより、有機物質が注入される微小
領域の位置を制御し、基板表面に有機分子を任意のパターン形状に配列させることを特徴
とする、請求項１又は２に記載の有機分子の注入方法。
【請求項４】
基板と有機分子注入源の距離を、９０μｍ以下で制御することを特徴とする、請求項１か
ら３のうちのいずれかに記載の有機分子の注入方法。
【請求項５】
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有機分子注入源として、複数種類の有機分子注入源を用いることを特徴とする、請求項１
から４のうちのいずれかに記載の有機分子の注入方法。
【請求項６】
有機分子注入源が、注入される有機分子を樹脂中に含有させたものであることを特徴とす
る、請求項１から５のうちのいずれかに記載の有機分子の注入方法。
【請求項７】
集光された光がパルスレーザー光であることを特徴とする、請求項１から６のうちのいず
れかに記載の有機分子の注入方法。
【請求項８】
基板表面に有機分子を注入するための装置であって、有機分子を含む有機分子注入源を固
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定するホルダーと、注入源に集光した光を照射する光源と、光の進行方向あるいは進行反
対方向に基板を固定するホルダーと共に、有機分子注入源と基板との間の距離を制御する
機構とを備え、この距離を制御することで基板表面の最大径３μｍ以下の領域内に有機分
子を注入可能としていることを特徴とする、有機分子の注入装置。
【請求項９】
注入源に照射する光を、基板表面の最大径３μｍ以下の微小領域中に有機分子が注入され
るように集光する集光機構が光源に備えられていることを特徴とする、請求項８記載の有
機分子の注入装置。
【請求項１０】
基板を接続する高分解能移動ステージを備え、有機分子の注入時に、高分解能移動ステー
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ジにより基板の位置を変化させることにより、有機物質が注入される微小領域の位置が制
御され、基板表面に有機分子が任意のパターン形状に配列されることを特徴とする、請求
項８または９記載の有機分子の注入装置。
【請求項１１】
複数種類の有機分子注入源が備えられることを特徴とする、請求項８から１０のうちのい
ずれかに記載の有機分子の注入装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本願発明は、有機分子の注入方法とその装置に関するものである。さらに詳しくは、本
願発明は、基板表面の微小領域に有機分子を注入し、任意のパターン形状に配列させるこ
とをも可能とした有機分子の注入方法とその装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
有機合成技術や有機分子の機能設計技術の進歩により、電子特性、光学特性、磁気特性
、生理活性機能などにおいて特有の機能を発現する様々な機能性有機分子の開発が進めら
れている。このような高機能材料を有効利用するために、機能性有機分子を基材上に固定
ないしは有効に配列する技術、すなわち機能性有機分子を用いて樹脂などの基材に高機能
性を付与する技術の開発も盛んに行われており、実用性の高い機能性基板が開発されてい
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る。有機分子のレーザー誘導性分子埋め込み法（LIMIT）はその有力な手段の一つであり
、ポリマー薄膜の表面微細加工や分子素子の製造など、多数の重要な実践的応用にうまく
採用されている。当該手法による光スイッチング装置の製造は、ポリマー固体中における
２種類の化合物によるレーザー誘導性混合技術の実用化の一例であり、これにより空間選
択的な方法で基質内部又は基質表面に機能性有機分子を配列することの出来る装置の開発
に途を開いた。
【０００３】
このレーザー誘導性分子埋め込み法を用いて樹脂などの基板上に有機分子を注入する技
術は、機能性分子などによる、樹脂など基板表面の微細加工処理を可能にすることから、
現在盛んに研究されている。本願出願の発明者も、これまで様々な観点からの検討を進め
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てきている（非特許文献１〜７）。本願発明者の、ガラスピペットの先端に設けた有機分
子のナノ結晶にパルスレーザーを照射して当該ピペットに対向して配置された高分子フィ
ルムに当該有機分子を注入する技術（非特許文献6）によれば、非特許文献１〜７の中で
はもっとも微小な注入領域を得ることが出来ることを確認している。また、他の当業者か
らは、色素を有機高分子に含有させたソースフィルムとターゲットフィルムとを重ねて、
パルスレーザーを照射することによって、当該ソースフィルムから当該ターゲットフィル
ムへ当該色素を注入する技術（特許文献1）が提案されている。
【非特許文献１】Implantation of Organic Molecules into Biotissue using a Pulsed
Laser

M.Goto,N.Ichinose,S.Kawanisi and H.Fukumura

Jpn.J.Appl.Phys.Lett,38.L87‑
10

L88,(1999)
【非特許文献２】Laser Implantation of Molecular Aggregates into Poly(Methyl Meth
acrylate)

M.Goto,N.Ichinose,S.Kawanisi and H.Fukumura

Applied Surface Science

138‑139.471‑476,(1999)
【非特許文献３】Laser‑Induced Implantation of Organic Molecules into Sub‑Microme
ter Regions

of Polymer Surfaces

M.Goto,J.Hobley,S.Kawanisi and H.Fukumura

App

lied Physics A,69,S257‑S261.(1999)
【非特許文献４】Laser Implantation of Dicyanoanthracene in Poly(Methyl Methacryl
ate)

from a 100nm‑Aperture Micropipette

M.Goto,S.Kawanisi and H.Fukumura

Appl

ied Surface Science,154‑155,701‑705,(2000)
【非特許文献５】Generation and Manipulation of Organic Molecular Clusters on Sol
id Polymer Thin Films

M.Goto,and H.Fukumura
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Molecular Electronics and Bioelect

ronics,M&BE,Vol.ll.No2.167‑174(2000)
【非特許文献６】Laser Expulsion of an Organic Molecular Nanojet from a special C
onfined Domain
mura

M.Goto, L.Zhiegelei, J.Hobley, M.Kisimoto,

B.Carison and H.Fuku

J.Applied Physics,90‑4755‑4760.(2001)

【非特許文献７】Micro and Nano Scale Organic Molecular Patterning by Laser Impla
ntation Technique

M.Goto,M.Kisimoto and H.Fukumura

The Review of Laser Enginee

ring.29(11).726‑729(2001)
【特許文献１】特開平０８−１０６００６号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、このようなレーザー誘導性分子埋め込み法を用いて樹脂などの基板上の
微細領域に有機分子を注入する技術には、従来からその注入領域の大きさの制御が難しい
という問題、更には生産性の問題があった。例えば、特許文献１の方法では、基板の分子
注入領域の大きさを数μｍ程度に制御するための方策が確立されておらず、また、非特許
文献６の技術では、ガラスピペットに有機分子のナノ結晶を注入すること、および連続使
用した場合にガラスピペット内の有機分子の量が変動することによる生産性に問題があっ
た。
【０００５】
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そこで本願発明は、以上の通りの背景から、発明者によるこれまでの検討の結果を踏ま
えてさらにその結果を大きく発展させ、最大径数μｍ以下の微小注入領域に有機分子を注
入する、簡便で生産性の良い方法を提供することを課題としている。
【０００６】
また、本願発明は、有機分子を樹脂等の基板に注入する方法において、最大径数μｍ以
下の微小注入領域に有機分子を高濃度に注入する方法を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本願発明は、有機分子を含む有機分子注入源に対して集光された光を照射することで、
光の進行方向あるいは進行反対方向に設置された基板表面の最大径数μｍ以下の領域に、
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有機分子注入源に含まれる有機分子を注入する方法において、注入領域を微小領域に絞り
込むために有機分子注入源の形状を基板に対して凸になるようにして密に接触させること
、集光された光を光波長回折限界の程度に集光された光線とすること、注入領域の径を制
御する際に９０μｍ以下の範囲で当該距離を制御することを特徴としている。
【０００８】
また、本願発明は、有機分子注入源中の有機分子の濃度を最適に制御する方法を提供す
ることを特徴としている。
【０００９】
また、本願発明は、有機分子注入源中に有機分子を含有させること、一度の注入処理で
複数種類の有機分子注入源を使用すること特徴としている。
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【００１０】
そして、本願発明は、最大径数μｍ以下の領域内に有機分子を注入するために、好まし
くはパルスレーザーを光源とすることを特徴としている。
【００１１】
さらに、本願発明は、有機分子の注入時に、基板の位置を光源に対して変化させること
により、任意の注入パターンを形成することを特徴としている。
【００１２】
また、本願発明は、上記のいずれかの注入方法を実現するための注入装置を提供するこ
とを特徴としている。
【発明の効果】
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【００１４】
本願発明の光照射による微小領域への有機分子注入方法によれば、有機分子注入源を基
板に対して凸となるような形状にし、それを基板に接触させることで基板との間の距離が
極力狭くなるように制御すること、集光された光のビーム径を、０.１〜３μｍの範囲に
まで絞り込むことにより、最大径３μｍ以下の微小領域に有機分子を注入することが可能
となる。
【００１５】
また、有機分子注入源中の有機分子の濃度を０．０１〜１０重量％の範囲内とすること
により、十分な注入濃度の有機分子注入と、注入領域の最大径３μｍ以下の微小領域への
絞込が確実になる。
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【００１６】
また、有機分子注入源と基板との間の距離を９０μｍ以下で調整を行うことにより、基
板上に有機分子が高濃度に注入された円形微小領域を形成することが出来る。
【００１７】
そして、上記の有機分子注入源を複数種類使用し、これに対応して光源の条件を調整す
ることにより、基板上に複数種類の有機分子が注入された領域を短時間かつ正確に、簡便
な装置構成で形成することが出来る。
【００１８】
本願発明により、従来よりも微小な領域への有機分子の注入が可能となり、電子デバイ
スの小型化や高集積化、高機能化、ディスプレイデバイスの小型化や高精細化、センサー
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の超高感度化、光スイッチングデバイスなどが可能となり、更なる技術の進歩への途を拓
く。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
本願発明は以上の通りの特徴を持つものであるが、以下にその実現の形態について説明
する。
【００２０】
本願発明にかかわる用語についてまず説明する。有機分子の注入領域の形状については
特に限定されることはなく、円形、略円形などであって良い。なお、「最大径」とは、注
入領域が円形であれば直径、あるいは最大長さ寸法として定義される。
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【００２１】
注入する「有機分子」は、吸光特性と熱安定性を持ち、光励起できるものであれば、各
種の機能性有機分子からのものであってよく、たとえば好適には、光あるいは電子機能性
の分子の１種以上のものが考慮される。具体的には、クマリン６、クマリン５４５、Ｚｎ
ＴＰＰ、アントラセン、ジシアノアントラセン、ＮｉｌｅＲｅｄ、フルオレッセイン、ピ
レン等が例示される。
【００２２】
「有機分子注入源」は、上記の有機分子を樹脂中に含有させたものが好適なものとして
例示される。この注入源は、有機分子を樹脂やそのモノマーの溶液に混合してスピンコー
トやキャスト法などの手法で成膜させること等によって容易に作製することができる。有
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機分子が溶剤に溶解しないような場合には、樹脂と有機分子の混合物を既存の混練機で混
練し成形することも可能である。また、樹脂としては、レーザー照射に対して安定であり
、注入する有機分子との相溶性が高く、光透過性の高いものが好ましく使用される。樹脂
の光透過性は、膜厚１７０μｍの時のクマリンダイレーザー光の透過率が６０〜１００％
の範囲内であるものが好ましい。樹脂の光透過率は、カバーガラス上にスピンコーターで
当該膜厚にコーティングし、リファレンスを同じ材質、厚さのカバーガラスとして光透過
率を測定することにより確認することが出来る。樹脂の具体例は、例えばアクリレート系
樹脂、メタクリレート系樹脂、オレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン系
樹脂、尿素樹脂、ポリアミド系樹脂、シリコーン系樹脂等が示される。なかでも、メタク
リレート系等の透明性の樹脂がより好ましい。有機分子を含有させるに当たって、当該有
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機分子の溶液は予め濾過処理などにより、有機分子の凝集体を除去しておくのが、有機分
子注入源と基板との間の密着性を向上させ、微小注入領域を得ることが出来るという点で
好ましい。また、有機分子注入源を作製する一連の工程は、クリーンブース中で、ダスト
が極力混入しないような条件で作製するのが、有機分子注入源と基板との間の密着性を向
上させ、微小注入領域を得ることが出来るという点で好ましい。有機分子注入源中の有機
分子の濃度は、０.０１〜１０重量％の範囲内であることが好ましく、0.1〜6重量％の範
囲内であることが更に好ましく、３〜５重量％であることが更に好ましい。０．０１重量
％未満では、十分な注入濃度を得ることができない。１０重量％を超えると、注入領域の
最大径の制御が困難になる場合がある。有機分子の濃度の制御は、成膜時の配合調整によ
り容易に行うことができる。有機分子は、樹脂表面上にコーティングして使用することも
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可能であるが、有機分子の濃度制御の点で、有機分子を樹脂中に含有させる方が好ましい
。注入領域の大きさを小さくするために、有機分子注入源は、基板に対して凸の形状にな
るように圧力をかけるなどして変形させ、それを基板に接触させるのが、有機分子注入源
と基板との間の距離を狭めることができる点で好ましい。これは例えば、円筒状のドラム
などに有機分子注入源を巻き付け、それを基板に押し付けるなどの方式で行うことができ
る。この場合のドラムの半径は、有機分子注入領域の最大径の１０３〜１０６倍の範囲内
とするのが好ましい。この場合、基板は柔軟性のあるシリコンゴム等の、有機分子注入源
の形状に合致するように変形できる基材上に配置するのが好ましい。有機分子注入源と基
板との間の距離は、注入領域の径の設定を大きくする場合には好適に制御することが可能
であるが、この場合は基板と有機分子注入源との間に既知の厚さの高分子フィルムなどの
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スペーサーを挿入することにより制御することができる。この距離は、９０μｍ以下の範
囲で制御することが好ましい。９０μｍを越えると、注入領域の有機分子の濃度が低くな
ってしまい好ましくない。この低濃度化の原因は、おそらく空気分子と有機分子の衝突に
よる散逸と推測される。
【００２３】
本願発明の方法においては、複数の種類の「有機分子注入源」を同時に用いることが出
来る。光源に波長や強度の詳細な調整機構を設けることで、複数枚重ねた有機分子注入源
から選択的に有機分子を放射させることが可能となる。これにより注入源を交換すること
なく、１枚の基板上に複数種類の有機分子を用いた任意パターンの注入領域を形成するこ
とができ、同一材料上に対して位置選択的に規則配列することが可能となる。
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【００２４】
「集光された光」は、光波長回折限界の程度にまで絞り込まれた光線を使用するのが好
ましい。光を光波長回折限界の程度にまで絞り込むのは、既知の技術で達成することが可
能である。集光された光のビーム径は、０．１〜３μｍの範囲内であることが好ましく、
０．３〜１μｍであることが更に好ましい。３μｍを超えると目的の微小領域を超えて注
入されてしまう。０．１μｍ未満では、注入に加えられるエネルギーが不足するため、安
定したプルームを形成することが出来ない。またこれは、パルスレーザーであることが、
有機分子による注入の形態を制御しやすいため好ましい。レーザー光源は、色素レーザー
、Ｈｅ−Ｎｅレーザー、ＹＡＧレーザーなど公知のものを使用することができる。
【００２５】
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本願発明に使用される「高分解能移動ステージ」は、市販の３次元高分解能移動台を用
いることが出来る。高分解能移動ステージにおける移動分解能は特に限定されるものでは
ないが、本願発明である有機分子の注入方法においては、数μｍ以下のオーダーでの有機
分子の注入が可能となることから、数十ｎｍのオーダーとすることが好ましい。駆動は例
えばピエゾ素子などを用いて駆動させることが出来る。固定される基板は、有機分子注入
源に対して、光の進行方向とその反対のどちらに設置されていても、制御された間隔で平
行に設置されていれば、有機分子の注入が可能である。
【００２６】
本願発明に用いる「基板」の材質は特に限定されることはなく、高分子マトリックス、
金属、セラミックスなどの各種の材料が使用可能である。但し、高分子以外の基板では、
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有機分子の配置は可能であるが、注入はできない。基板を有機分子注入源に対して光の進
行逆方向に設置する場合には、６０％以上の高い光透過率の基板を使用するのが望ましい
。
【００２７】
本願発明により、様々な材料に有機分子の複数種類の機能を付加させることが可能とな
り、例えばこれまで不可能であったＲＧＢ極微小発光特性をはじめとする光学的、電子的
、あるいは、磁気的に優れた機能を有する有機分子材料の開発が実現し、極微小ディスプ
レー装置、非線型光学素子等の新規の機能性材料の開発への道が拓かれる。
【００２８】
たとえば、非線型光学素子については透明な媒質中（この場合は高分子固体）に微小な
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有機分子のクラスターを分散させたものは良い非線型光学特性を持つことが予想されてい
る。本願発明の方法によれば、高分子中の任意の微小領域に有機分子を注入できるため、
このような材料を実現できる可能性がある。またフォトニック結晶についても上記と全く
同様で、透明な媒質中に規則正しく異なる光学特性を持つ物質を周期的に配置すればよい
。
【００２９】
そして、光制御デバイスとしても、光の波長以下の領域に分子を配列し、その配列パタ
ーンを変えることで光の伝播の方向を制御することができる。
【００３０】
電子材料については、一例を挙げると、従来用いられてきたシリコン等の無機材料を用
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いた微小な電子回路中の部分にジャンクションを設け、そこに有機分子を配置しデバイス
を作製することが考えられる。また、これまでの無機材料で作られてきたトランジスター
やダイオードを有機分子を配置することで代替することも考えられる。
【００３１】
磁気材料については、有機分子の中にはそれ自身が特殊な磁気的性質を持つものがあり
、それらを一つの要素として、位置選択的に配列させることで磁場を制御したり、また、
磁気的な高密度の記憶素子として使用することが考えられる。
【００３２】
さらには、高分子中に複数の光導波路が作製された例があるが、それらの途中の微小領
域に本願発明の方法でそれぞれ異なる有機分子を注入することができる。それぞれ分子毎
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に外場からの反応が異なり、その外場の変化を導波路中を伝播してくる光の波長変化とし
て検出する。本願発明の方法は、非常に微小な有機分子を位置選択的に注入できることか
ら、極小の高分子基板上でさまざまな外場の影響を検出する高性能な微小センサーを作製
できる。
【実施例】
【００３３】
この本願発明は、以上の特徴を持つものであるが、以下に実施例を示し、さらに具体的
に説明する。もちろん本願発明の内容は下記例示に限定されるものではない。
有機分子注入装置は図１のような構成である。レーザーパルス周波数と波長、レーザー
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強度は以下の条件とした。
光源：

LSI‑VSL‑337ND‑S窒素レーザーによりポンピングされるクマリンダイレーザー
パルス幅４ns、波長440nm、レーザー強度３００μＪ/パルス以下
パルス周波数２０Hz以下

基板と有機分子注入源は以下のものをモノクロロベンゼン（Wako製）に溶解し、スピンコ
ーターを使ってカバーガラス上に約１７０μｍ厚にスピンコーティングした。
基板：ポリエチルメタクリレート（PEMA）

（重量平均分子量Mw 340,000g/mol）

有機分子注入源：ＺｎＴＰＰ（テトラフェニルポルフィリンのＺｎ金属錯体）とPEMAの
混合品（混合重量比

４：９６）

ＺｎＴＰＰ含有ポリエチルメタクリレート（ＰＥＭＡ）膜をカバーガラスから剥離させ、
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直径１０ｃｍ、幅３ｃｍのステンレスの円筒ドラムに巻き付けた。これを有機分子注入源
とし、同様にカバーガラスから剥離したＰＥＭＡ膜の基板をシリコンゴムに貼り付けて対
向配置した。基板上に有機分子注入源を巻き付けたドラムの側面を接触させ、１００ｇの
荷重をかけて基板上に押し付けた。Ｘ−Ｙ移動ステージを使用して、有機分子注入操作を
行い、基板上に

ＮＩＭＳ

の文字列を分子注入により作製した。得られた分子埋め込み

薄膜の観察は、汎用の蛍光顕微鏡（オリンパス社製 IX70）を用いて行った。各ドットの
サイズ評価は、強度プロファイルをガウシアン分布関数に適合させて行った。関数の半値
全幅に基づいて算出したドット径は２．９μｍだった。
【図面の簡単な説明】
30

【００３４】
【図１】有機分子注入装置の概略図である。
【図２】本実施例にて、有機分子注入により作製された、
観察像である。

ＮＩＭＳ

の文字列の顕微鏡

(8)
【図１】

JP 5445990 B2 2014.3.19

(9)
【図２】
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