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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 

ディスプレイや太陽電池などの透明電極を使用したデバイスの開発が著しく盛んであり、今後これらのデバイス

が大きな市場となることは間違いない。透明電極の中で最も一般的に用いられているのは ITO であり、今後 ITO

電極の微細化は避けて通れない。そこで、本研究では ITO 電極を nm オーダーまで微細化したときの電気特性

を調べることにした。 

そこで ITO 対向針を持つ MEMS デバイスを開発し、それを用いて ITO ナノワイヤの電気伝導特性の評価と TEM

同時観察を行った 

 

１．ITO 対向針を持つ MEMS デバイスの開発 

バルクマイクロマシーニングを用いて SOI 基盤から静電アクチュエータと対向針を実装した MEMS デバイスを

作製した。対向針にはシャドウマスクを通した ITOタリングを行うことで、対向針から電極パッドまでの ITO配線

を実現した。 

 

２．ITO ナノワイヤの電気伝導特性の評価と TEM 同時観察 

１．で作製した MEMS デバイスを TEM 内部に挿入し、ITO ナノワイヤの形成実験を行った。ITO 対向針を接近

接触し、対向針間に ITO ナノ接点を形成した。ITO ナノ接点は長さ 21nm、直径 57nm であった。また、この ITO

ナノ接点をゆっくりと引き延ばすことで、ITO ナノワイヤを形成した。ITO ナノワイヤの形成過程において、バイ

アス電圧 40Vを印可して、電気伝導特性を測定した。最終的な初期構造から長さ 68nm、直径 1.9nmとナノワイ

ヤの形状が超塑性変形したにもかかわらず、電流値はおよそ 1.5µA でほぼ一定であった。 

 

本研究により、ナノスケールの ITO 電極の電気特性が明らかになった。この研究成果が透明電極を用いたデバ

イスのさらなる高性能化や多機能化に貢献することを期待する。 
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欧文概要 ＥＺ 

I successfully measured the electrical property of a indium tin oxide (ITO) nanowire using 

a special experimental setup combining micro-electro-mechanical (MEMS) systems with a 

transmission electron microscope (TEM). 

Optical devices using transparent electrodes，such as display and solar cell devices，are widely 
developed recently，leading to a big market．One of the most popular materials for the transparent 
electrode is ITO．Therefore，it is necessary to characterize its property at the nanoscale．I designed 
the MEMS opposing tips of ITO and characterized the electrical property of an ITO nanowire using 
the MEMS device under TEM observation. 

1．Design and Fabrication of MEMS Opposing Tips of  ITO 

MEMS opposing tips of ITO was designed and fabricated using bulk micromachining and focused ion 

beam etching. The tips were covered and wires were patterned with ITO using sputtering through 

a shadow mask hoIe． 

2．Characterization of Electrical Property of  ITO Nanowire with In-situ TEM Observation 

The electrical characterization of an ITO nanowire was performed using MEMS opposing tips 

under in-situ TEM observation. ITO tips were brought into contact, resulting in the formation 

of a ITO nanocontact between tips. The ITO nanocontact grew up to 21 nm in length and 

57 nm in diameter. Then, ，the nanocontact was electrically characterized under 40 V in bias 

voltage during the elongation process. The electrical current was kept almost 1.5μA, while 

the size of the nanocontact changed from the initial condition to 68 nm in length and 1.9 

nm in diameter. 

I achieved the character ization of ITO electrodes at the nanoscale and hope this result is helpful 
for future devices with higher performance and multi functions. 
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