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ミクロ構造に固有の力学を活用した
MEMSの形成法の開拓と応用
マイクロサイズの折り紙・積み木、ナノ粒子による自己修復配線
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図1 磁気組立てを用いた上下動が可能な磁気駆動型 図2 スタンピング転写を用いてフレキシブル基板上に
MEMSアクチュエータ。外部の磁場により、
2次元
の展開図構造から3次元形状に起き上げる。起き
上げる場所や順序を磁性体の有無や体積によっ
て制御することができる。
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