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『霧（きり）』：微小な浮遊水滴により視程が１km未満の状態。
『もや』 ：微小な浮遊水滴や湿った微粒子により視程が１km以上、

10km未満となっている状態 （気象庁HP）

『霧（きり）』とは？



『霧（きり）』の発生技術

自然界における『霧（きり）』
⇒放射冷却によって地面付近の空気が冷やされ水蒸気が凝結し液滴となる

盆地地形で発生しやすい

人工的に霧を発生させる方法
１．加圧式
２．回転ディスク式
３．超音波式
４．オリフィス振動式
５．静電式



参考・出典：川原村敏幸 京都大学学位論文
“ミストCVD法とその酸化亜鉛膜成長への応用に関する研究”

流入口から速度vのガスが流入し、面積が
狭くなることによって流速が流出口では速
くなり、それに伴い圧力降下が生じる。

液だまりから液体が吸い上げられ、高速の
ガスと吸い上げられた液が突然衝突するこ
とによって霧となった液体が飛散する。

ベルヌーイの定理

１．加圧式 ２．回転ディスク式

ベンチュリー管を使ったきり発生装置

高速回転しているディスク上に滴下
された液体が、遠心力によってディ
スク表面をその粘度で這いながら外
側に広がり、ディスクの端で液体を
霧状とし飛散させる方法

3. 超音波式

圧電素子を用いて生み出した振動は
液中に経時的に圧力差を発生させ伝
播する。振動を大きくすると液界面
は持ち上がり、さらに強くするとそ
の表面張力よりも強くなり、最終的
には液が分裂する。

人工的に『霧（きり）』を発生させる技術①



人工的に『霧（きり）』を発生させる技術②

液滴を噴霧する細管に直流もしくは交流の
電圧をかけて液体を霧状とする手法

細管の端から出てくる液体に表面張力と静
電気力と重力が作用し、液体への印可電圧
が増加し液滴表面に蓄積される電荷が増え、
電荷間に働くクーロン斥力が増加する。

この時、そのクーロン斥力と液滴に働く重
力の合力が液の表面張力を超えると、液体
表面が不安定となり液滴が分裂する。

5．静電式

電界強度と発生液滴の
変化の様子

４．オリフィス振動式

マイクロサイズの穴を持つオリフィ
ス板の間に液滴を通す際、圧電素子
などによって振動を加えることによ
り液滴を切断し、マイクロサイズの
液滴を発生させる方法

圧電差による
霧発生装置の原理

インクジェットの原理

図出典：川原村敏幸 京都大学学位論文
“ミストCVD法とその酸化亜鉛膜成長への応用に関する研究”



超音波噴霧とは

超音波式ネブライザ
出典：オムロンHP
https://www.colin.omron.c
o.jp/products/basic/133.ht
ml

超音波式加湿器

出典：超音波式アロマ加湿器
“SHIZUKU NEO”

圧電素子を用いて液体(伝播媒体)を霧状とする手法



半導体材料と製造工程

Si
GaAs
InP

(In)GaN
CdS

有害・有毒な材料
希少材料

膨大なエネルギー消
費と廃棄材料の出る

プロセス

安全, 豊富,安価
な材料

低環境負荷材料グリーンケミストリー

安全な原材料
簡便な化学プロセス



半導体プロセスにおける課題

MBE, PLD(パルスレーザー堆積法): 真空装置が必要
化学気層蒸着: 金属材料 + 酸化

安全で低コスト, e.g., O2

有機金属材料, e.g., Zn(CH3)2 (Diethylzinc)
(危険で高価)

安全な液体材料が望ましい
しかし、どのようにして気体にするのか?

超音波による霧化



超音波噴霧法とは

ミストデポジション法とは？

成膜のイメージ
例 加湿器やネブライ
ザー

電流を流すと・・・

超音波により原料溶液を微小な液滴にする。液滴には半導体
材料や反応基質が含まれ、適切な条件を作り出すことにより、
基板表面で薄膜形成が行われる

スキャン速度(100mm/min)



第２章ミストCVD法によって成膜を確認している元素

H He

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Fr Ra Ac

Oxide thin films (single, poly, amorphous)

成膜モードによって幅広い材料選択が可能
有機材料：PEDOT:PSS, 発光材料（ Alq3）, 太陽電池材料（P3HT:PCBM）

Periodic table

ミストCVD法で成膜可能な原材料



ミストCVDとミストデポジション

成膜温度: 120 – 900oC
原材料の分解温度、
マイグレーション、
反応温度に依存

MOCVDと同様

ミスト CVD法 ミストデポジション

O2 etc. 表面で反応

基板

ミスト液滴

表面で蒸発し
溶質だけが残る

基板

ミスト液滴

成膜温度: 80 – 200oC
溶媒の沸点に依存
スピンコートなどと同様

加熱によって蒸発



反応空間を狭く設計した構造とすることにより、
熱による対流を無視することが可能

ファインチャネル方式・リニアソース方式

リニアソース方式ファインチャネル方式

図出典：川原村敏幸 京都大学学位論文
“ミストCVD法とその酸化亜鉛膜成長への応用に関する研究”

生産性をあげるために、原料ミ
ストガスをカーテン状に整流さ
せ、基板に押しつける成膜手法



α-NPDAlq3

ミストデポジション法による有機ELの作製

低分子系材料：真空蒸着法で成膜されている材料

2-(1-Naphthyl)- 5-phenyl-1,3,4-oxadiazoleTris-(8-hydroxyquinoline)aluminum



a-NPD / ITO electrode

Topographic image SP image

0nm

100nm

-0.1V

+0.1V

TPD / ITO electrode

SP imageTopographic image

0nm

100nm

-0.1V

+0.1V

有機ELのホール輸送層の成膜



P3HT Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)

Eighth International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics (M&BE8)
June22-24 (2015) Tokyo, Japan （発表）

ミストデポジション法で作製した有機FET

シグマアルドリッチのHPより

太陽電池 薄膜トランジスタ(TFT)

溶媒：トルエン
成膜温度：120、140、160［℃］
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SEM Observation



お問い合わせ先

津山工業高等専門学校

総合理工学科・先進科学系

香取 重尊

TEL: 0868-24-8302

e-mail: katori@tsuyama-ct.ac.jp



ご静聴有難うございました


