
静電噴霧成膜技術
Electrospray and Depositon Technology

ナノ粒子化技術（インク化技術）
Nanosuspension （Ink) Technology

静電分注・パターニング技術
Electrostatic Dispensing and Patterning Technology

浜松ナノテクノロジー株式会社

2019-2020

製品カタログ



　弊社は、”ナノ物質のモノづくり”に必要な要
素技術を社会に提供し、「豊かで消費資源効率
の良い社会」の実現に貢献することを使命とし
ています。
　ナノ物質とは、材料をナノサイズまで細分化
したものです。通常は、個々のハンドリングが
難しいこともあり、貧溶媒で分散（インク）した
状態で使用されます。
　弊社は、基材にナノ物質の特性を付与させ
るニーズに焦点を当て、目的に合わせたナノ
分散液（インク）を開発しています。また、基材
表面にナノ物質の積層体やパターンを形成す
るためのプロセス装置（パターニング装置、成
膜装置）も手掛けています。なお、本プロセス
装置は機能性の液体材料にも適合できます。

“ナノ物質のモノづくり”

(2019年9月末 現在)

川上友則（工学博士）
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2008年7月14日
2500万円

金属ナノ分散液（インク）、ナノ分散液の試作、
ナノ分散液や機能性液体材料を用いた
パターニング装置、成膜装置、受託試験、委託生産
静岡銀行、浜松磐田信用金庫

浜松ナノテクノロジー株式会社
Hamamatsu Nano Technology Inc.

About US : Cororate Profile
会社概要

従業員 9名（役員2名、外注委託1名を含む）
本社 宮口工場

　ナノ分散液は長期保管で凝集してしまうものが多くあり
ます。弊社の分散技術・ノウハウを活かして、分散性を改善
する処理を承っています。他社で製造した分散液も含めて
、お気軽にご相談ください。

　液相レーザアブレーション法で製造した「金属ナノ分散液」
を販売しています。本製品は分散剤も含んでいない純金属の
分散液です。金属の種類は金・銀・白金の３種類です。溶媒は
水のみです。粒子サイズは、いずれも10～50nmの範囲です。
濃度は100ppm, 500ppmの2種類です。販売ロットは5mL, 
20mL, 50mL, 100mL, 500mL, 1000mLの６種類です。その他
の濃度、容量、溶媒の変更等は個別に対応いたします。

営業技術部, TEL : 053-522-9447
E-mail : info@hamanano.com
http://www.hamanano.com

ナノ粒子化（インク化）技術
Nanosuspension Technology

化学合成

超音波破砕 ボール
ミリング

液相レーザ
アブレーション

サイズは数nm～200nm

ナノ分散液（インク）の受託加工
　化学合成、液相レーザアブレーション、超音波粉砕、ボ
ールミリングなどを用いて、様々なナノ分散液を試作して
います。
　一例として、金属、酸化物、半導体、蛍光体、顔料、カーボ
ン類などが挙げられます。分散媒は、水、有機溶媒、樹脂な
どです。
　ご要望に応じたナノ分散液を試作いたしますので、お気
軽にご相談ください。試作前に、目標とする機能、サイズ、
濃度、溶媒、添加可能な分散剤の種類・濃度、及び試作量
等について、ご相談させていただきます。

再分散処理

　弊社で試作評価を受け、安定した製造が可能であること
が確認されたものに限り、委託生産を承ります。クリーン環
境が必要な場合は、クリーンブース内で作業いたします。

委託生産
対象：　金属、酸化物、半導体、蛍光体、顔料、
　　　  カーボン類、有機物など

金属ナノ分散液の販売

左から金、銀、白金のナノ分散液(100ppm, 水）



静電分注・パターニング技術
Electrostatic Dispensing and Patterning Technology

● 静電式の微量分注技術により、ドットφ2μm～、線幅 10μm～の描画が可能
● 高粘性材料（～10000mPa・s）に適応可能
● 目的に合わせた観察手段（側方観察、落射観察）を備えた製品ラインナップ
● 簡易言語による自由度の高い描画を実現
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試料スポット

①パルス電圧印加

②静電力で
ノズル先端液面が
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③先端より
ジェット流が
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④ジェット流が
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＋電荷
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液滴形成の基本原理
　「静電分注」とは、ノズルに充填された液体材料
にパルス電圧を印加し、ワークとノズル先端部に
生ずる誘導電荷の静電吸引力によって、ワーク上
に微液滴を形成する手法です。
　ノズル先端部から液体材料を引き出す方法の
ため、ノズル内部の加圧による吐出方法と比べて
圧力損失は小さく、数1000mPa・sの高粘性材料に
も適応できます。また、パルス電圧の印加時間や
回数で液滴体積も自由に制御できます。パターニ
ングは、ワーク下の電動ステージ動作と液滴形成
を連動させて行います。
　オプションの加圧ユニットを用いれば、適合粘
性は10000mPa・sに広がります。また、時間あたり
の吐出量も多くなり、生産性も向上できます。

目的に対応した観察系

　「ODS-P01」は液吐出の様子を真横方向から観
察するシンプルな装置です。液滴形成過程や液体
材料の最適な液滴形成条件（印加電圧やパルス
幅）を把握するのに適しています。また、微液滴の
接触角を調べるための画像も簡単に得られます。
なお、本装置のパターニング範囲は20mm四方
です。
　オプションとして、「定量分注用ソフトウェア」と
いうものがあります。これは、側方観察の液滴画
像に基づき、目標サイズに達するまで電圧印加を
続ける機能です。目標サイズの制御やサイズ安定
性を高めたい用途に有用です。

側方観察「ODS-P01」

STOPSTART
反射像 30μm

液滴形成過程

　「ODS-P02」は真横、及び斜め上方向から液滴
を観察します。液滴形成過程だけでなく、パター
ニング状態も同時に把握できます。描画範囲は
標準品で50mm四方（真横観察系を取り外す必
要あり）ですが、拡張対応は可能です。

【装置の基本仕様】
◉構成品：　本体、コントローラ、デクストップPC、専用ソフトウェア
◉ノズルホルダー１本　交換ノズル：外径10～200μm（ガラス製）
◉印加電圧　DC, Pulse, ACの３種類（±3000V）
◉描画範囲　P01: 20mm四方, P02: 50mm四方 
◉観察方向　P01: 真横方向（１ch）, P02:真横（1ch)＋斜め上観察(1ch)
◉付属品（吸入治具、交換ノズル 25, 40μmを各30本）
◉オプション（加圧ユニット、感電防止・調温・調湿用のチャンバー、定量分注ソフト）

側方観察＋斜め上観察「ODS-P02」

ODS-P01（W1800mm, D900mmの作業台に設置した例）

ODS-P02の斜め上観察機構

Q-jet®



真上観察「QDXシリーズ」

　「QDXシリーズ」はノズルの吐出方向を同軸とする真上方
向から観察可能な静電ノズルヘッドを備えています。本ヘッ
ドはカメラの焦点位置をワーク上に設定しているため、ノズ
ル真下で形成される液滴やラインをリアルタイムで把握で
きます。本装置の描画範囲は標準品で50mm四方です。描画
範囲を拡張したい場合は、オプションで対応いたします。
　また、ノズル先端部から吐出される試料液の様子も同時
に観察したい場合は、オプションの側方観察用ノズルヘッド
を併用ください。

【装置の基本仕様】　QDX500の場合
◉構成品：　本体、コントローラ、PC、専用ソフトウェア
◉ノズル１本、交換ノズルピース：外径20～200μm
◉印加電圧　DC, Pulse, ACの３種類（±3000V）
◉描画範囲　50mm四方（繰り返し位置精度　±2μm）
◉Z軸可動範囲　100mm（繰り返し位置精度　±2μm）
◉固定方法　真空チャック（テーブルサイズ80mm）
◉観察方向　ノズルの真上方向からワーク上を観察
◉オプション（描画範囲拡張、加圧ユニット、側方観察ヘッド）
◉ユーティリティ　AC100V 12A(MAX)

QDX500

真上からのイメージ 側方からのイメージ

描画例

pLオーダー

fLオーダー

100fL

3.1pL

試料： グリセリン 95%， 水 5% 50μm

反射像

反射像

ライン（線幅５μm） わく構造（1辺100μm)

直径8μｍのドットアレイ（UV硬化樹脂）

カーボンインクによる配線パターン
銀インクによるライン
（線幅５μm）

QDX2000



静電噴霧成膜技術
Electrospray and deposition Technology

● 微液滴形成に優れた高品質の静電噴霧
● ナノ材料の機能を引き出す基材への分散塗布
● ナノ材料からなる細密充填構造や多孔質構造の膜形成
● 絶縁性基材にも成膜が可能
● 個々のナノ材料の観察に適した試料作製（電子顕微鏡や原子間力顕微鏡）

　「PDS-Dシリーズ」は、ナノ分散液などの液体材料から試験用の成膜サンプルを作製するための装置です。本装
置は、デスクトップPC、コントローラ、塗布機構本体から構成されています。塗布機構には、噴霧状態を観察するた
め光源及びカメラが装備されています。成膜範囲は標準のもので50mm四方です。また、印加電圧の選択（DC、パ
ルス、ACの３種類）により、ミクロンオーダーの大粒子の噴霧や絶縁性ワークへの成膜を可能にしています。塗布
ステージには、塗布エリアの他に予備噴霧を行うテストエリアがあります。ワークの位置極めは、塗布エリアにあ
るザグリの角当てにワーク角を合わせて行います。塗布機構は、オペレータの感電事故を防ぐため、ドアスイッチ
付きの筐体に収められています。正面のドアが開いている状態では高電圧及び可動部が動作しない安全機構、
及び周囲に運転状況を周知するための表示灯が備えられています。積層体をパターン化したい場合は、ワーク上
にマスクを被せたままで液材料の吹き付けします。

静電噴霧成膜の基本原理

【装置の基本仕様】
◉ノズルホルダー１本　交換ノズル：外径10～200μm
◉印加電圧　：DC, Pulse, ACの３種類（±5000V）
◉塗布範囲　50mm四方
◉サンプルリザーバー　3mL
◉噴霧電流のモニタ機能（DCモードのみ）
◉噴霧観察機構
◉インターロック付き筐体（アルミフレーム
◉付属品（吸入治具、交換ノズル　25, 40μmを各30本）
◉オプション（加圧ユニット）
◉その他の設計変更（要相談）：
成膜範囲の変更、ホットプレート、定量ポンプ加圧ユニット等

　「静電噴霧成膜技術」とは、ナノ分散液などの液体材料を高電
圧で微液滴化し、基材表面に吹き付けて積層膜を形成する技
法です。
　まず、ノズル内にサンプル液を充填します。次にノズル内部と
基材との間に高電圧を印加すると、静電誘導でノズル先端の液
界面にプラスの電荷、また基材表面にマイナス電荷が生じます
。両者の電荷は静電力で引き合うため、ノズル先端部から細い
サンプル液のジェット流が飛び出します。ジェット流の表面は同
極性の電荷（プラス電荷）が並んでいるため、ジェット流は静電
反発力で細かい微液滴になります。微液滴は電荷を持っている
ため電気力線に沿って飛行し、基材表面に付着します。
　膜質は、ノズルとワークとの距離で選択できます。例えば、微
液滴の溶媒が乾燥しない近い距離ではウェット的に成膜するこ
とになり、細密充填構造的な膜質になります。また、微液滴の溶
媒が乾燥する遠い距離ではドライ的に成膜することになり、多
孔質的な膜質となります。
　

ナノ分散液

ノズル

帯電した
ナノ材料

　基材

微液滴

　ジェット流

目的に応じた商品構成
試験サンプル作製用「PDS-Dシリーズ」

W1800mm, D900mmの作業台に設置した例

静電噴霧成膜の基本原理



既存の製造ラインに後付け可能な「ES-Cシリーズ」

ナノ粒子の観察基板作製「PDS-Pシリーズ」

成膜例

　本製品は、ノズル内部への加圧を併用した静電噴霧装置で
す。製造工程において、静電噴霧による液体材料の吹付け工程
を後付けしたいユーザに最適です。ノズル内部への加圧レベ
ルを調整することにより、従来の静電噴霧よりも幅広いレンジ
での塗布速度（単位時間あたりの塗布量）を実現できます。
　本装置は、ノズル、コントローラ、及び高電圧分岐ボックスか
ら構成されており、ボタンやダイヤルで簡単に操作できます。
 　外部機器と連動させるための「エクスターナルモード」もあ
り、外部信号による連動も可能です。
　オプションの簡易噴霧機構を用いれば、ノズルを固定した状
態で簡単に吹付け実験ができます。

ES-C

簡易噴霧機構

　ナノ材料の観察では、走査型電子顕微鏡(SEM)や透過型電子顕微鏡(TEM)、
または原子間力顕微鏡（AFM)が使用されますが、観察基板に分散液を塗布・
乾燥する過程で凝集体となってしまうため、個々の大きさ・形状を把握するこ
とが困難でした。
　「サンプルプレパレーション装置 PDS-PSシリーズ」は、静電噴霧で形成され
た各液滴に１個もしくは０個のナノ材料が含まれる濃度で使用することによ
り、凝集のないナノ材料の観察基板を作製できます。サンプル液を充填するノ
ズル部（8μL）は使い捨てになっているため、手間の掛かるノズル内の洗浄は
不要です。観察基板は、Si基板やカーボン蒸着膜などが適合します。

【装置の基本仕様】　W320, D400, H520mm
◉ノズルホルダー：　１本　交換ノズル：外径 25, 40μm
◉印加電圧　：DC6000V
◉静電噴霧の条件を決めるためのテストエリアを装備
◉静電スプレーを目視観察するための拡大レンズ、白色LED照明を装備
◉静電スプレーの印加電圧を決めるための噴霧電流モニタを装備
◉筐体ドアの開閉に連動した感電防止のインターロック機能 PDS-P01

通常の
塗布法
（凝集）

静電
噴霧法

（分散塗布）

観察試料の作製

半導体デバイスに
ナノ粒子で絶縁膜を形成

マスクを通して
ナノ材料を塗布
積層体は50μm四方

段差のある基板への成膜
レジスト膜

【装置の基本仕様】　W430, D450, H200mm
◉ノズルホルダー：１本、　耐有機溶媒（テフロン製）
◉交換ノズル：外径 10～200μm
◉印加電圧　：Max DC 15kV
◉加圧圧力：Max0.2MPa（２気圧）　
　※設置場所に0.25MPa以上の圧力源が必要
◉高電圧、加圧圧力をスタンバイモードで
　事前確認できる安全設計
◉シーケンサ制御（ボタン、ダイヤル操作）
◉非常停止ボタン付き
◉エクスターナルモードにて、外部信号で動作を制御可能
◉オプション品：　簡易噴霧機構
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