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(54)【発明の名称】毛細管を用いた液滴制御に基づく高分子パターンの作製方法
(57)【要約】
【課題】

基板表面の任意の場所に高分子パターンを作

製でき、また、鎖状またはチューブ状の高分子を伸張し
た状態で固定できる高分子パターンの作製方法を提供す
る。
【解決手段】

毛細管から基板上に高分子懸濁液を滴下

し、毛細管内の懸濁液と連続する懸濁液の液滴を基板上
に形成させ、この液滴の大きさと位置をそれぞれ以下の
（１）及び（２）：
（１）毛細管から供給する高分子懸濁液の量を調節する
こと
（２）毛細管を液滴と付着した状態で基板上を移動させ
ること
によって制御し、基板上に任意の高分子のパターンを形
成させることを特徴とする高分子パターンの作製方法。

( 2 )
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【特許請求の範囲】

制御ができないために電子回路やセンサのパターンを正

【請求項１】

確に形成することができない。

毛細管から基板上に高分子懸濁液を滴下

し、毛細管内の懸濁液と連続する懸濁液の液滴を基板上

【０００４】この発明は、前述したような当該技術の有

に形成させ、この液滴の大きさと位置をそれぞれ以下の

していた課題を解決して、かつ従来技術の欠点を克服し

（１）及び（２）：

た新規なセンサ並びに電子回路の作製方法を提供しよう

（１）毛細管から供給する高分子懸濁液の量を調節する

とするものである。

こと

【０００５】

（２）毛細管を液滴と付着した状態で基板上を移動させ

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題を

ること

解決するため鋭意検討を重ねた結果、センサや電子回路

によって制御し、基板上に任意の高分子のパターンを形
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を形成する基板上に、線材となる高分子を懸濁した液滴

成させることを特徴とする高分子パターンの作製方法。

を滴下し、これをマイクロマニピュレーション可能な毛

【請求項２】

高分子が、チューブ状又は鎖状構造を有

細管に付着させた状態で液滴の大きさと位置を制御する

する分子であることを特徴とする請求項１記載の高分子

ことにより、伸張した状態の高分子パターンを基板上の

パターンの作製方法。

任意の場所に形成できることを見出し、本発明を完成し

【請求項３】

た。

チューブ状又は鎖上構造を有する分子

が、カーボンナノチューブ又はDNAであることを特徴と

【０００６】即ち、本発明は、毛細管から基板上に高分

する請求項２記載の高分子パターンの作製方法。

子懸濁液を滴下し、毛細管内の懸濁液と連続する懸濁液

【請求項４】

の液滴を基板上に形成させ、この液滴の大きさと位置を

（１）高分子パターンを作製しようとす

る基板を載置する台、（２）（１）の台に対し水平方向
に可動な毛細管であって、その一端が（１）の台の近傍

それぞれ以下の（１）及び（２）：
20

（１）毛細管から供給する高分子懸濁液の量を調節する

に配置されている毛細管、（３）毛細管内の圧力を調節

こと

可能な装置、（４）基板を観察できる位置に配置された

（２）毛細管を液滴と付着した状態で基板上を移動させ

顕微鏡、を備えていることを特徴とする高分子パターン

ること

の作製装置。

によって制御し、基板上に任意の高分子のパターンを形

【発明の詳細な説明】

成させることを特徴とする高分子パターンの作製方法で

【０００１】

ある。

【発明の属する技術分野】本発明は、高分子懸濁液の液

【０００７】また、本発明は、（１）高分子パターンを

滴を基板上に形成させ、この液滴の大きさと位置を制御

作製しようとする基板を載置する台、（２）（１）の台

し、基板上に任意の高分子のパターンを作製する方法に

に対し水平方向に可動な毛細管であって、その一端が

関する。この方法は、センサ及び電子回路の作製に利用
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（１）の台の近傍に配置されている毛細管、（３）毛細

することができる。

管内の圧力を調節可能な装置、（４）基板を観察できる

【０００２】

位置に配置された顕微鏡、を備えていることを特徴とす

【従来の技術】制御演算装置の高集積化やバイオセンサ

る高分子パターンの作製装置である。

の高感度化に必要な微細パターン形成手法として、現在

【０００８】

フォトエッチング（写真製版）を利用してパターンを基

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。

板上に転写・形成する方法が用いられている。また、DN

【０００９】本発明は、毛細管から基板上に高分子懸濁

Aやカーボンナノチューブ等の鎖状・チューブ状高分子

液を滴下し、毛細管内の懸濁液と連続する懸濁液の液滴

の異方性を有する導電性を利用して微細な演算回路やバ

を基板上に形成させ、この液滴の大きさと位置を制御

イオセンサを作製する研究が進展しているが、これらの
高分子によるパターン形成手法は未だ技術化されていな

し、基板上に任意の高分子のパターンを形成させる方法
40

である。液滴の大きさは、毛細管から供給する高分子懸

い。高分子懸濁液の蒸散を利用した高分子の伸張・整列

濁液の量を調節することにより制御することができる。

の原理は「気液界面を用いた高分子整列法」として知ら

液滴の位置は、毛細管を液滴と付着した状態で基板上を

れている。

移動させることにより制御することができる。

【０００３】

【００１０】液滴を毛細管内の懸濁液と連続させること

【発明が解決しようとする課題】フォトエッチングを用

により、毛細管現象によって、蒸散又は基板上への付着

いた場合、溶媒に懸濁した状態の凝縮した高分子を基板

により失われる液滴中の懸濁液が毛細管から自動的に補

上に結合させてパターンを形成するため、鎖状高分子の

充される。

「細くて長い」という特性を生かした異方性を有するセ

【００１１】使用する毛細管は、液滴の大きさと位置を

ンサや電子回路を形成することはできない。また、従来

制御することができるものであればどのようなものでも

の気液界面を用いた高分子整列法では位置と懸濁液量の
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よいが、液滴との付着性をよくするため高分子懸濁液の

( 3 )
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3

4

溶媒に親和性を生ずる処理を施しておくことが好まし

成する。

い。毛細管の直径等は、特に限定されないが、直径10〜

【００２０】このようにしてできた液滴を、図２のよう

1000μmぐらいのものが好ましい。

に電動自動ステージ３の位置と移動速度を自動制御し、

【００１２】使用する高分子は特に限定されないが、本

液滴４の表面張力による毛細管１先端への付着性を利用

発明の方法では、チューブ状又は鎖上構造を有する分子

してカバーガラス２上の所定の部位に液滴を導く。液滴

を伸張した状態で基板上に固定化することができるの

の移動に伴う懸濁液のカバーガラス上への付着や蒸散に

で、このような高分子を使用するのが好ましい。チュー

よる液滴中の懸濁液量が減少することがあるが、これら

ブ状又は鎖上構造を有する分子としては、DNA、カーボ

の減少分は、毛細管現象により、毛細管から懸濁液が補

ンナノチューブ、シリコンナノワイヤー、微小管、クロ
マチンファイバーなどを例示することができる。

充されるため、液滴中の懸濁液量は一定に維持される。
10

【００２１】以上の操作により、液滴中のλファージDN

【００１３】高分子懸濁液の濃度は、使用する高分子の

Aがカバーガラス表面の疎水基と結合して付着しなが

種類に応じて決めればよく、例えば、DNAを使用する場

ら、液滴の移動経路に沿って伸張され、かつ平行に整列

合は、濃度を10〜100μg/Lぐらいが適当である。

した状態で、一定の幅と長さを有する高分子パターンが

【００１４】使用する基板は、一般の高分子パターンの

作製される。作製された高分子パターンは図１の蛍光観

作製方法において常用されているものでよく、例えば、

察用光源１０を用いて蛍光色素を励起することにより確

カバーガラスなどを使用することができる。

認できる。

【００１５】以下に本発明の方法の一態様を図面を用い

【００２２】

て説明する。

【実施例】図１のシステムを用いて、本手法をλファー

【００１６】図１は高分子懸濁液の液滴の大きさと位置

ジDNAのカバーガラス上への整列に応用した。

を顕微鏡で確認しながら毛細管により制御するシステム

20

【００２３】蛍光色素でラベルされたλファージDNAの

の模式図、図２は基板上に滴下した液滴の位置を毛細管

懸濁液（濃度４０μg/ml）を毛細管からカバーガラス上

により制御する機構の模式図である。

に滴下し、直径約0.5mmの液滴を形成させた。毛細管を

【００１７】図１においては、１は高分子懸濁液に親和

液滴と付着した状態で2.0mm移動させた。液滴の移動し

性を生じる処理を施した毛細管、２は高分子パターンを

た箇所を蛍光顕微鏡で観察した。その結果、液滴中のDN

作製する基板、３は電動顕微鏡ステージ、４は高分子懸

Aがカバーガラス表面の疎水基と結合して付着しなが

濁液の液滴、５はマイクロマニピュレータ、６は毛細管

ら、流れに沿って伸びて整列した帯状のパターンを描く

の液滴に触れない側の端に取り付けられた注入器、７は

ことができることを確認した（図３）。

倒立型顕微鏡、８は制御用コンピュータ、９は観察用Ｃ

【００２４】

ＣＤカメラ、１０は蛍光観察のための光源である。

【発明の効果】以上説明したように、本発明の高分子パ

【００１８】基板上に滴下した液滴の位置を毛細管によ

30

ターン作製方法によれば、毛細管の先端に付着させた高

り制御する機構の模式図である図２においては、１は高

分子懸濁液の液滴の位置と大きさを正確に制御すること

分子懸濁液に親和性を生じる処理を施した毛細管、２は

により、基板表面の任意の場所に高分子パターンを作製

高分子パターンを作製する基板、３は電動顕微鏡ステー

できる。これとともに、鎖状またはチューブ状の高分子

ジ、４は高分子懸濁液の液滴である。

を用いることにより、これらの分子が有する「細くて長

【００１９】以下、高分子懸濁液として蛍光色素でラベ

い」という特徴を生かして、異方性を有するパターンよ

ルされたλファージのDNA懸濁液を用い、基板としてカ

りなるセンサや電子回路の作製が可能となる。

バーガラスを用いた場合を例として、基板上に高分子パ

【図面の簡単な説明】

ターンを作製する方法を説明する。最初に、高分子懸濁

【図１】高分子懸濁液の液滴の大きさと位置を顕微鏡で

液の基板上への滴下とそれに続く液滴量の制御方法につ
いて述べる。まず、図１において親水性処理を施した毛

確認しながら毛細管により制御するシステムの模式図。
40

【図２】基板上に滴下した液滴の位置を毛細管により制

細管１に対して注入器６を用いてDNA懸濁液５μlを吸引

御する機構の模式図。

させる。次にマイクロマニピュレータ５と電動顕微鏡ス

【図３】本発明の方法によって作製されたλファージDN

テージ３を制御用コンピュータ７により制御して、顕微

Aパターンの写真。

鏡の合焦点位置に毛細管の先端を移動させる。次に倒立

【符号の説明】

顕微鏡７を通して観察用CCDカメラ９で観察しながら、

１ 毛細管

マニピュレータにより毛細管の先端をカバーガラス２の

２ 基板

表面に近づけて、基板との距離が１０μm程度でカバー

３ 電動顕微鏡ステージ

ガラスに触れない位置において固定する。観察中の画面

４ 高分子懸濁液の液滴

において液滴画像の直径が０.５mmになるように懸濁液

５ マイクロマニピュレータ

を注入器により送り出して、カバーガラス上に液滴を形
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６ 注入器

( 4 )
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5

6

７

倒立型顕微鏡

９ 観察用ＣＣＤカメラ

８

制御用コンピュータ

１０

蛍光観察用光源

【図１】

【図２】

【図３】
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