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自己紹介
　　　　
　ＤＫＮリサーチはマイクロエレクトロニクス、パッケージングで
世界をリードするエンジニアリング企業グループです。

　製品設計から、材料、製造技術、電子回路、応用技術まで
幅広いサービスを提供しています。

　特にフレキシブル・エレクトロニクス
やプリンタブル・エレクトロニクスの分
野では、幅広い実績に基づいて、お客
様のニーズ合った新しい技術をカスタ
ムメイドで開発いたします。
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はじめに、
　近年、メディカル・エレクトロニクスやウエラブル・エレクトロニクスの進展
に伴い、薄く柔軟な基材に様々な電子回路・部品を組み込んだフレキシブル・デ
バイスの需が急速に拡大してきています。こうした次世代デバイスは、今後、世
界中で巨大な市場を形成すると目されており、印刷エレクトロニクス技術にRTR
生産方式を組み合わせれば、低コストの大量生産が可能になり、市場において優
位な立場を確立できる可能性があります。 　
　しかしながら、フレキシブル・デバイスを実際に生産する場合、すべての工程
をRTR化するのは現実的には容易でなく、強引なRTR化は、かえって生産性の低
下と、コスト高をもたらします。RTRプロセスを生産プロセスのなかで有効に活
用するには、合理的な製品設計と、バランスのとれた工程設計が必要になります。

　本セミナーでは、前半ではフレキシブル・デバイスの最新開発動向について紹
介し、後半では、実際の生産プロセスにいかにRTR 方式を効果的に活用するかを
解説します。また、基材 となる様々な柔軟素材（フィルム、紙、エラストマー
等）や、各種加工技術・装置などの最新情報についても紹介します。
　また、本セミナーでは、最近のホットトピックスになっている、耐熱性透明
フレキシブル回路についてもご紹介いたします。 3



ＲＴＲ印刷プロセスについての大いなる誤解

プリンタブル（フレキシブル）デバイス

→ ＲＴＲ生産が可能

→　 大量生産によるコストダウン

→ コスト競争力

→ 新しい商品で高収益のビジネスを創造

本当だろうか？
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大いなる誤解

＊素材メーカーが、
＊回路メーカーが、
＊製造装置メーカーが、
＊そしてメディア、市場調査会社が焚き立てる。

クールに対応しているのは、
＊エンドユーザー
＊デバイスメーカー

＊結果として市場が立ち上がってこないというフラストレーション

その実態はどうなっているのか？
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第１章　イントロダクション

（１）イントロダクション
フレキシブル・エレクトロニクスとは

（２）世界市場におけるフレキシブル・デバイスの動向

（３）印刷（プリンタブル）エレクトロニクスについて 

（４）市場の成長性

※RTR生産方式の本当の価値と実施の難しさ
～大きな誤解があるかも!?～
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様々な新しいエレクトロニクス技術は、

　部分的に重複、競合もするが、

組み合わせにより、新たな分野が創造される。

シリコン／銅エレクトロニクスの限界を打破で共通。

　フレキシブル・エレクトロニクス、印刷エレクトロ
ニクスは
全てのエレクトロニクスに関係を持つ。
すでに大きな実績、市場を持つ。
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Ｓｉ／Ｃｕエレクトロニクス

フレキシブル 
·エレクトロニクス

オルガニック（有機） 
·エレクトロニクス

プリンタブル（印刷） 
·エレクトロニクス

プラスチック 
·エレクトロニクス

　様々な新しいエレクトロニクスの関係 
（実際にはそれほど新しいわけではない）

ナノ·エレクトロニクス

カ〡ボン 
·エレクトロニクス

エラスティック 
·エレクトロニクス

透明 
·エレクトロニクス
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新しいエレクトロニクスは性格によって分類できる。 

＃プロセス技術による 
 リソグラフィ／エッチング（これまでの主流） 
 印刷（３Ｄ）、ＲＴＲ、レ〡ザ〡、バイオ 
＃材料技術による 
 シリコン／銅（Si/Cu、これまでの主流） 
 有機、プラスチック、ポリマ〡、カ〡ボン、酸化物 
＃特性、性能による 
 リジッド（これまでの主流）、フレキシブル、透明、 
 伸縮性（エラスティック、ストレッチャブル） 
 ウェラブル、生分解性。 
＃雰囲気による（？） 
 ナノ、エコロジカル 

  ＄それだけで売れる完成品ができるわけではない！！
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Ｓｉ／Ｃｕ（シリコン／銅）エレクトロニクスとは、 

＃導体を金属（主に銅）、半導体を無機材料（主にシリコンで構成する電子回
路、部品技術。 

 ＊現代エレクトロニクス産業の主流。 
 ＊この半世紀のエレクトロニクス産業を牽引。 
  これからも主流であり続ける。 
 ＊一方で、集積度と量産性を上げるために自由度を失っている。 

＃新しいエレクトロニクスは、Ｓｉ／Ｃｕエレクトロニクスができない部分で新し
い可能性を産み出す。 

 ＊競合関係ではなく、補完関係。 
 　（競合したら、負けるか、共倒れ、 
    フレキシブル太陽電池の例）
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プリンタブル（印刷）·エレクトロニクスとは 

 ＃主要部分を印刷で形成する電子回路、部品技術 
  導体、受動素子、能動素子、発光素子、電池、その他 
  ＊新技術の展開により可能性が広がる 
  　　精細回路、多層構造、３次元構造 
  　　一般的な素材の活用 

  →　厚膜印刷回路（セラミック、ガラスを含む） 
   厚膜回路技術は以前からあった 
   すでに大きな実績、市場を持つ 

 ＊絶縁層を印刷しただけのものは含まれない 
  ソルダマスク、カバ〡レイなど
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フレキシブル·エレクトロニクスとは（特徴） 

 フレキシブル基板のアナロジ〡 
  （フレキシブル基板はその一部） 

 硬質プリント基板　ｖｓ　フレキシブル基板 

 ＊薄い 
  軽い、小さな占有スペ〡ス 
  歩留まりが悪い、値段が高い 
 ＊曲げられる 
  ３次元配線、コネクタレス 
  扱いずらい、低い信頼性 

 ＊＊新しい機能が生まれる 

 （どんな材料でも薄くなれば柔軟になり、曲げられる） 
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エラスティック·エレクトロニクスに注目（新しい！） 
 （ストレッチャブル、エクスパンダブル） 

伸び縮みするエレクトロニクス回路 
フレキシブル·エレクトロニクスの一部と考えて良い。 

通常の考えではサブストレ〡トは伸び縮みしないで安定して
いるのが望ましい。しかしゴムのような弾性体は、全く違っ
たところで価値が出てくる。 

＊＊生物体の多くは伸縮性があり、エラスティック·エレクト
ロニクスは体に親和性のある電子デバイスを構成できる可能
性を秘めている。 

ただ、伸縮する電子回路を安定して作るのは案外難しい。 
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エラスティック·エレクトロニクスの用途は生体！！
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M$
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透明エレクトロニクスに注目（新しい？） 
   （トランスペアレント） 

透明エレクトロニクスはＰＥＴベ〡スですでに実用化。 
近年、透明で耐熱性ある材料が実用化。 

 オプティカル·デバイスで新しい用途展開。 

＊その他、圧電性、焦電性、光活性などの特性を生かした用途が
顕在化。
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透明フレキシブル基板の例
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ＬＥＤをはんだ付け実装した透明フレキシブル基板（沖電線）
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透明パッケ〡ジの医療検査用デバイス 
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耐熱性透明フレキシブル回路を作るには、 
  （選択肢は増えている。） 

材料 
 透明ベ〡スフィルム 
  ポリイミド、ＰＥＥＫ、ＰＥＮ、（ＰＥＴ）、ガラステ〡プ 
  フッ素樹脂、 
 透明導体 
  ＩＴＯ、ピ〡ドット、銀ナノワイヤ、 
  薄膜銅微細回路 
 銅張積層板 
  ラミネ〡ション 
  スパッタリング、湿式メッキ 
 カバ〡レイ 
  フィルムラミネ〡ション 
  透明ポリイミドインク 

加工プロセス 
 フォトリソグラフィ、化学エッチング 
 無電解メッキ、電解めっき 
 ラミネ〡ション 
 印刷（スクリ〡ン） 22
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市場動向 

  ウェアラブルデバイス、メディカルデバイスで新たな用途。 

  基本的なアイデアは新しくない。 
   フレキシブル基板で大きな実績 
   すでに世界で１０兆円の市場 
   
  応用範囲は急速に広がっている。 
   特にメディカル、ヘルスケア分野で、 
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メガネタイプデバイス用多層高密度リジッド·フレックス
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Fitbit (U.S.A.)     Apple (U.S.A.) 

スマ〡ト·ウォッチ 
 従来のフレキシブル基板の技術で間に合わせている。
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４層フレキシブル厚膜回路の上に形成された 
eペ〡パ〡ウォッチの場合（日本／台湾）

スマ〡ト·ウォッチ 
 新しい実装技術を使う試み
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Direct chip mounting on thick film circuits
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ヘルスモニタリングス〡ツ

エラスティック·エレクトロニクスの実用化 
 今後、メディカル、ヘルスケア分野で多様で巨大な市場
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血液中酸素濃度センサ〡（使い捨て）

多様なセンサ〡、モニタ〡デバイス
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肌に貼り付ける無線エラスティックセンサ〡デバイス
31



エラスティック回路のパタン例
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医療用無線センサ〡デバイス

エラスティック·エレクトロニクスの実用化
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肌への親和性の高い使い捨てフレキシブルデバイス 
  （生分解性が求められている。） 34



ソックスタイプ無線センサ〡モジュ〡ル

ヘルスケア、スポ〡ツ医学分野での応用
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コンタクトレンズタイプのグルコ〡スセンサ〡モジュ〡ル

ヘルスケア、スポ〡ツ医学分野での応用
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グルコ〡スセンサ〡／インシュリンポンプモジュ〡ル

ヘルスケア、スポ〡ツ医学分野での応用
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カプセルワイヤレスカメラ（イスラエルのメ〡カ〡が開発） 
 使い捨てデバイスの典型例 
  使用している回路は６層のリジッド·フレックス（スイス、U.S.A.）
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ウエラブル透析装置（携帯用人工腎臓、米国） 
 （日本は人工透析大国）

ヘルスケア、スポ〡ツ医学分野での応用
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インプラントのワイヤレスデバイス（プロ〡ブ）
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インプラント可能な圧電駆動小型ポンプ 41



インプラント可能なポンプ 
　　フレキシブルなピエゾデバイスを活用
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人工聴覚システム 43
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人工網膜

人工臓器にもフレキシブル·エレクトロニクス 
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最新の人工網膜モジュ〡ル
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歩行補助装置

ヘルスケア、スポ〡ツ医学分野での応用 
　  障害者サポ〡ト機器
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人工電動四肢 
 （不幸にして米国では大きな需要がある。）
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神経繊維との信号変換用にフレキシブル·デバイス
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ピエゾデバイスによる電力供給

インプラントデバイスの電源としてのフレキシブル·エレクトロニクス
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スクリ〡ン印刷で製作された色素増感型太陽電池 
 （ペクセル·テクノロジ〡）

医療デバイス以外でも多様な用途が！
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印刷法で形成したヘルスケアカ〡ド（おもちゃ？）
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太陽電池駆動の飛行機型ドロ〡ン 
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ソ〡ラ〡パワ〡駆動の飛行船（パリ航空ショ〡２０１７）
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印刷（プリンタブル）エレクトロニクスの価値 
  機能デバイスを直接形成できる 
  フレキシブル·エレクトロニクスと相性が良い。 
  ＲＴＲ化の実績も豊富、その他 

  印刷エレクトロニクスはすでに４０年以上の歴史 
   フレキシブル厚膜印刷回路として多くの実績 

 プリンタブル＆フレキシブル·エレクトロニクスで 
   新しい市場の創造 

  民生用機器で、 
   安価、大型デバイスで、 
   使い捨てデバイスで（医療用） 
  産業用機器で、
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高機能厚膜印刷回路技術の比較
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電子レンジのタッチパネル

全く新しい技術ではない。 
 厚膜印刷回路技術の発展したもの。 
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プリンタブル·エレクトロニクス技術の例 
 （ＰＣキ〡ボ〡ド用メンブレン·スイッチ）
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表面表示シ〡トにディンプル加工をした例 
  （ファックス）
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家庭用洗濯機の操作パネル
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温水洗浄便座に使われているメンブレンスイッチ 61



トイレットに使われているメンブレンスイッチ 62



フレキシブル·カラ〡ディスプレイ(Plastic Logic)

フレキシブル·ディスプレイの実用化が進む 
 eペ〡パ〡、印刷ＥＬ、印刷液晶など
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医療用電極モジュ〡ル

医療用印刷デバイス
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通気性、粘着性のあるフレキシブル電極
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人体用電極モジュ〡ル 66



グラフェン·タトゥ〡センサ〡
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循環器診断装置（スタンフォ〡ド大学）
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簡易生体圧力センサ〡
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簡易診断用バイオセンサ〡 70



厚膜アンテナ回路

ワイヤレスデバイスで多用される印刷エレクトロニクス
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使い捨て血液センサ〡

非プラスチックベ〡スで活用される印刷エレクトロニクス
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使い捨てタイプ血液検査プロ〡ブ
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絆創膏タイプ（フレキシブル）ヘルスモニタ〡
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絆創膏タイプワイヤレス発汗モニタ〡
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微小なメンブレンポンプ（独フラウンホ〡ファ〡研究所） 76



ピエゾ素子を使った微小昆虫ロボット（ハ〡バ〡ド大学）
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市場の成長性は？ 
  既存用途は着実に成長。 
   世界的にはすでに５∼１０兆円の市場がある。 

  さらに、全く新しい用途が創造される。 
    ２０年前の携帯電話、デジタルカメラ 
    １５年前のタッチパネル、薄型テレビ 
    １０年前のスマ〡トフォン 

  ※市場規模は定義によって大きく変わる。 
    材料、素子、モジュ〡ル、最終製品、小売価格 

  いくつかの例を以下に示す。
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Revenue(B$)

フレキシブル基板の市場予測（控えめ） 79



Global Forecast of Flexible Electronics 
(Traditional Applications, DKN Research)
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Printable Electronics Oppotunities 
(New Applications)
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Revenue
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Revenue (BUS$)
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世界ウェアラブルデバイス出荷台数予測 
2016年-2021年
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ヘルスケア用半導体無線デバイスの市場予測
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Mobile Health Device (B$) 
(Lux Research/DKN Research)
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Endoscopic Device Market
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フレキシブル基板　　両面ビアホ〡ル回路構成 
 現在もっとも一般的な構成
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フレキシブル基板　　多層リジッドフレックス回路構成

90



厚膜片面回路の構成

ベ〡スフィルム 厚膜導体

印刷カバ〡レイ
表面保護層

91



高機能厚膜印刷プロセスで形成する２層回路

92



　厚膜印刷プロセスなら部分多層回路の形成
93



ＡＣＰ

印刷コネクタ（ＡＣＰ）のメカニズム 
   １５０ミクロンピッチが実現

94



Ｌ W

T

R = a x L /(W x T)

埋め込み抵抗部品の基本構成

抵抗体 電極

フレキシブル基板＋機能回路
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Ｌ W

Ｔ

C = b x e x L x W/T 
 b: 形状ファクタ 
 e: 誘電体の誘電率

印刷コンデンサの構成
96



印刷コンデンサの形成プロセス

基材

下部電極印刷

誘電体層印刷

上部電極印刷
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　印刷ビアホ〡ルを使った印刷コイル構造
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ディンプル

下部電極

スペ〡サ

メンブレンスイッチ、表面表示シ〡トのディンプル加工

粘着層

表面表示シ〡ト

上部電極
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　スクリ〡ン印刷で形成する一次電池の構成 
 

サブストレ〡ト

負電極

正電極

負極活物質層
正極活物質層

銀厚膜導体層

銀厚膜導体層
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スクリ〡ン印刷で形成する二次電池の構成 
 電解質の固体化が課題

サブストレ〡ト

負電極

正電極

電解物質を含むポリマ〡層

銀厚膜導体層

銀厚膜導体層

101



印刷プロセスで形成した一次電池 
 （イスラエル　Power Paper社） 
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ＩＴＯフィルム

蛍光体層

誘電体層

裏面電極

保護層

印刷で形成するフレキシブル無機ＥＬ素子

発光
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フレキシブルな印刷ＥＬのパタン発光例 
 （NY工業·DKN Research）
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印刷で形成する有機化合物系太陽電池 
  （米国　Konarka）
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RTR Line of Nano Solar (U.S.A.) 
  長大なラインを完成させたが、コストでは、、
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印刷で形成するＴＦＴトランジスタ

絶縁体サブストレ〡ト ゲ〡ト

絶縁層

ドレインソ〡ス

有機半導体層
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印刷で形成したトランジスタアレイ(Toyo Chem)
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大面積圧力分布測定装置（ニッタ）
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大面積圧力分布測定装置（ニッタ）
110



ピエゾ効果を使ったフレキシブル·デバイス
111



フィルムベ〡ス微小ポンプ
112
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＊プリンタブル＆フレキシブル·エレクトロニクス実用化への
キ〡ワ〡ドは「材料」 

 ＊＊どんな硬い材料も薄くすればフレキシブルに 

 ＊＊どんな材料でもインクにすればプリンタブルに 
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材料に用途を合わせるのではなく、 
用途に合わせて素材の特長を活かすのがポイント。 

それぞれの分野で選択肢が多様に 
 ＊サブストレ〡ト 
 ＊導体、透明導体 
 ＊絶縁材料 
 ＊抵抗材料 
 ＊誘電体材料 
 ＊磁性材料 
 ＊半導体材料 
 ＊光学材料 
 ＊圧電材料 
 ＊複合材料 
 ＊接着材料 
 ＊その他
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従来のフレキシブル回路材料に要求された特性 

＊高い導電率 
＊高い絶縁抵抗。 
＊低い誘電率、誘電損失 
＊高い寸法安定性 
＊高い耐熱性、難燃性 
＊高い機械的強度、柔軟性 
＊高い耐湿性、防湿性 
＊低い吸湿性 
＊高い耐薬品性 

新しいフレキシブル·エレクトロニクスでは矛盾する特性
が要求されることになる。

116



サブストレ〡ト用材料 

プラスチックフィルム： 
 ポリイミド、ＰＥＴ、ＰＥＮ、ＬＣＰ、ＰＥＥＫ、 
 フッ素樹脂、シリコ〡ン樹脂、ナイロン樹脂 

新しい（伝統的な？）材料： 
 紙、布、皮革、ゴム、複合材、木材、竹 
 （単体で使うのは難しい。何らかの前処理が必要） 

表面コ〡ト剤： 
 金属箔も絶縁コ〡ティングでサブストレ〡トに 
  塑性変形材料として有効 
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フィルムサブストレ〡ト 

　当面は、ポリイミド、ポリエステルを中心とした展開 
  
 ポリイミド：耐熱（はんだ付け対応）で長い実績 
   高い寸法安定性、低吸湿性で新グレ〡ド 
   新機能（透明性、多孔質） 
   新興メ〡カ〡で低価格化 

 ポリエステル：低価格 
   透明性で高い価値 
   高い寸法安定性、化学安定性 
   低い耐熱性が弱点
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ポリイミド樹脂の多様化 

　＊従来のポリイミドフィルム 
　　　　　カプトンＨ（デュポン） 
　　　　　アピカルＡＶ（カネカ） 

　＊高機能ポリイミドフィルム 
　　　　（高耐熱性、高寸法安定性） 
　　　　　ユ〡ピレックス（宇部興産） 
　　　　　カプトンＥ（デュポン） 
　　　　　アピカルＮＰ、ＨＰ（カネカ） 
 新規参入メ〡カ〡も少なくない（韓国、台湾、中国） 

　＊液状ポリイミド樹脂 
　　　　（次世代のフレキシブル基板用） 
　　　　東レ、日東電工、ＰＩ研究所 
 新規参入メ〡カ〡も多い
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フィルムサブストレ〡トの動向 

　   
　　　　　次世代を担う新しい新素材 
  低損失の液晶ポリマ〡　　　　　 
  寸法安定性、耐熱性の優れたＰＥＥＫ 
  ＰＥＮ（透明性） 
  フッ素樹脂（低損失） 
  ポリフッ化ビニリデン（高誘電率、ピエゾ効果） 
  シリコ〡ンゴム、ウレタンゴム（伸縮性） 
  ピエゾ材料 
  絶縁金属箔 
  複合材（ガラスエポキシ） 

  新しい素材は量産と低価格化が課題 120



伝統的な材料もフレキシブル·エレクトロニクスのサブストレ〡トに。 

　　　　　紙、布、皮革、合成皮革、ゴム、複合材 
　　　　　そのままでは絶縁材料としては使いにくい。 

 ＊素材の特長を活かした使い方 

 ＊適切な表面改質剤の導入 
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導体の動向： 多様な材料が様々な形態で 

 金属箔：　銅、銅合金、アルミニウム、ＳＵＳ、その他 
  
 スパッタリング材：　銅、ニッケル、金、合金 

 印刷ペ〡スト：　銀、銅、合金、複合材、ナノパウダ〡 

 透明導電性材料：　ＩＴＯ、ＺｎＯ、銀ナノワイヤ 

 （導電性有機化合物？） 

抵抗体：　カ〡ボン、グラファイト 
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実際の商用化には複合材料としての需要 

 ＊銅張積層板 
 ＊金属めっきシ〡ト（スパッタリング材） 
 ＊ＩＴＯフィルム 
 ＊樹脂付き金属箔シ〡ト 
 ＊薄いＦＲＰシ〡ト 

123



その他の新しい機能材料が待たれている 

 ＊発光材料：　無機、有機 
 ＊太陽電池材料：CIGS、有機化合物、色素増感 
 ＊二次電池材料 
 ＊一次電池材料 
 ＊電極材料 
 ＊透明導電性材料（無機、有機） 
 ＊半導体材料、（半導体有機化合物） 
 ＊センサ〡材料 
 ＊ヒ〡トシンク材料 
 ＊圧電材料：無機、有機、複合 
 ＊磁性材料：無機、有機、複合 
 ＊接合材料：異方導電性材料、他
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新しい用途による、材料に対する要求が多様化 
  伸縮性 
　　 透明性 
 　 通気性 
  吸湿性 
  圧電性 
  生分解性、生化学的安定性 
  粘着性 
  低アレルギ〡性 
  光反応性 
  温度反応性 
  化学反応性 
 ※一つの材料で同時に全てを満足させることはできない。
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新しい（伝統的な）サブストレ〡ト材料への期待 

＊通気性、肌触り 
  布、紙、 

＊吸湿性 
  紙 

＊伸縮性、弾性 
  ゴム、布、木材、竹 

＊生分解性 
  デンプン 
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耐捻性回路

従来のフレキシブル基板では単純な屈曲だけであった。 
しかし新しいフレキシブル·エレクトロニクスでは、使用モ〡ドが多様に。
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エラストマ〡シ〡トの上に形成された印刷回路 128



耐熱性透明フレキシブル基板
129



洋紙サブストレ〡トに印刷されたパタン 
  吸湿性、通気性良好
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和紙サブストレ〡トに印刷されたパタン 
  吸湿性、通気性、耐折性良好
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複合織の布サブストレ〡ト
132
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製造プロセス 
基本は 

＊フォトリソグラフィ（レ〡ザ〡を含む） 

　  ＋化学プロセス＋物理化学プロセス 

＊印刷プロセス 

＊複合プロセス 

＊その他、共通付加プロセスが必要 

 ラミネ〡ション、コ〡ティング、スパッタリング等
134



（ａ）銅張積層板
銅箔

ベ〡ス層

（ｂ）レジスト塗布
レジスト

（ｃ）パタ〡ン焼付
フォトマスク

紫外線照射

　サブトラクティブ法による片面回路の加工
135



（ｄ）現像

（ｅ）エッチング

（ｆ）レジスト剥離

　サブトラクティブ法による片面回路の加工（続き）
136



Screen print

            厚膜回路印刷プロセス

Base substrate

Post baking

加工プロセスの比較
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カバ〡レイ、絶縁保護層形成プロセス 

 導体形成だけで回路が完結するわけではない。 

 ＊手間のかかるフィルムカバ〡レイ 
　　　　　　　穴開け、仮ラミネ〡ション、本ラミネ〡ション 
 ＊微細穴開けのためのレ〡ザ〡プロセス 
 ＊特性は出ないが安価なスクリ〡ン印刷 
 ＊高密度実装用の感光性カバ〡レイ 
　　　　　　　液状タイプ、ドライフィルムタイプ
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Coverlay Film

Drilling or Punching

Etched Circuit

Lamination

標準的なフィルムカバ〡レイのプロセス

139



Etched Circuit

Screen Print Cover 
Coat

標準的なカバ〡レイ、絶縁層のスクリ〡ン印刷
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Etched Circuit

標準的な感光性カバ〡レイのプロセス

Coat Photoimageable 
Coverlay

Expose Pattern

Develop and 
Post Bake
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印刷技術は新しいフレキシブル·エレクトロニクスの 
形成技術として極めて重要な要素になってくる。 

印刷プロセスにもバラエティ 

スクリ〡ン印刷：　厚物、高いフレキシビリティ 

インクジェット印刷：　薄物、少量多品種 

フレキソ印刷、グラビア印刷：　大量生産、自由度は小さい
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各種印刷プロセス技術の比較
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最近の厚膜印刷技術の進歩 

スクリ〡ン印刷 
 ＊基板分野で長い実績 
 ＊装置の汎用性が高い 
 ＊自由度が高い 
 ＊材料選択の幅が広い 
 ＊メ〡カ〡が多い 

 ＊高精細度のスクリ〡ンマスク 
  １０ミクロン未満のラインが可能に 

＊寸法精度管理能力の向上 
 ±２０ミクロンが可能に 
＊自動化が進む 
 ＲＴＲが可能に
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インクジェット印刷 

 ＊マスクが不要 
  少量多品種の生産 
 ＊非接触 
 ＊薄い層の形成に有利 
  半導体層、発光層の形成 
 ＊インクに制限 
 ＊印刷速度が遅い 
 ＊速乾性が課題 

 ＊性能が向上 
 ＊応用範囲が広がる
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グラビア印刷 
  
　　＊一般分野で長い実績 
 ＊装置の汎用性は狭い 
 ＊自由度が小さい 
 ＊材料選択の幅が狭い 
 ＊厚さの範囲が狭い 
 ＊印刷速度が速い、量産性が高い 

 ＊高精細度の版技術の進展 
  ＊１０ミクロン未満のラインが可能に 

＊自動化が進む 
 ＲＴＲ高速印刷が可能に 
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高精度スクリ〡ン印刷装置（ミノグル〡プ）
147



汎用インクジェット印刷機（Diamatix）
148



話題の３Ｄ印刷の市場は縮小傾向に 149



グラビア印刷機（日本電子精機）
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フレキシブル·エレクトロニクスとＲＴＲ 

 ＊量産にとっては強力な武器 

  しかし、大きなリスクを伴う 

 ＊効果的な運用には 

  全体のバランスのとれた工程設計 

  実績の蓄積 

  安易なＲＴＲ化は不良品の山を作る
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ＲＴＲ製造プロセスとは 

  「材料をロ〡ル状で供給し、 
    完成品をロ〡ル状で巻き取る技術」 
  ※期待値と現実の間に大きなギャップがある。 
  　 
   
  ＊ＲＴＲプロセスは「暴れ馬」 
    上手に使えば大きな効果、下手をすれば大火傷。 
  ＊完全なＲＴＲプロセスというものはありえない。 

  ＊多くのメ〡カ〡が最初のトライアルで失敗している。 

  現実的なＲＴＲプロセスとは？
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プリンタブル·フレキシブル·エレクトロニクスは 
 ＲＴＲ生産ができるので安くなる。 

  本当か？ 

前工程は自動化が容易 

 →　量産にはＲＴＲラインが有利 

  絶対真理ではない。
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少品種大量生産には効果的 
 ＬＣＤドライバ〡モジュ〡ルサブストレ〡ト 
 ＨＤＤのワイヤレスサスペンション 
 インクジェットプリンタ〡のカ〡トリッジ 

多品種少量生産には不向き 

フレキシビリティが小さく、需要の変化で無用の長物に 
 日米のメ〡カ〡は事業からの撤退へ 
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関節共通費
材料費
後工程費
前工程費

　ＲＴＲ化によるコストダウン効果 
  効果が期待できるのはほんの一部 
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フレキシブル·エレクトロニクス用ＲＴＲプロセスには 

 連続プロセスとステッププロセスとがある。 

  連続プロセスは従来技術の延長線上にある。 

  ステッププロセスにはより多くの課題がある。 

   ＊コンベア制御 

   ＊ワ〡クの固定 

   ＊張力制御 

   ＊位置合わせ制御 

   ＊アキュムレ〡ション 
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ＲＴＲプロセスの長所と短所

157



材料送り出しロ〡ル
製品巻取りロ〡ル

プロセス１ プロセス２

理想的なＲＴRプロセスのイメ〡ジ図
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材料送り出しロ〡ル
シ〡ト（回路製品）受け取り 
（シ〡ト工程へ）

プロセス１

プロセス２

現実的なＲＴRプロセスのイメ〡ジ図

裁断機 
打ち抜きプレス

駆動ロ〡ル
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典型的なステッププロセスとしては、 

 ＊機械加工プロセス 

  穴開け（ドリリング、パンチング）、裁断 

 ＊フォトリソグラフィ＋化学プロセス 

  パタニング、現像、エッチング、めっき、剥離 

 ＊フォトリソグラフィ＋物理化学プロセス 

  パタニング、プラズマ、レ〡ザ〡 

 ＊印刷プロセス 

  厚膜回路印刷、レジスト印刷
160
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専用ラインか、汎用ラインか？ 
  兼用ラインとは？ 
  目的により、ＲＴＲラインの設計は大きく違ってくる。

専用ライン（単一の製品の生産） 
 生産効率が高い。 
 設置スペ〡スが少なくてすむ。 
 タンデム化が可能。 
 設備の設計は容易。 
 工程のフレキシビリティが低い。 
 多品種少量生産に対応できない。 
  
汎用ライン（不特定多数のユ〡ザ〡、様々な製品構成） 
 多品種少量生産に対応。 
 工程のフレキシビリティが高い。 
 設置スペ〡スが大きくなりがち。 
 相対的に生産性は低い。 
 タンデム化には問題が多い。　 
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理想的な一貫専用ＲＴＲ生産ライン 
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現実的な汎用ＲＴＲ生産ライン 

次工程へ
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実際には魚の骨のように複雑になる。

材料 製品

材料 材料

材料
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＃実用的なＲＴＲラインは様々なラインを組み合わせること
が必要になると同時に、単板で処理するラインが必須である。

　場合によっては、単板ラインの方が効率が良い。 

　総合的に効率を考えてラインを設計することが必要で、 
　ＲＴＲ化のためにラインを設計するのは本末転倒。
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ロ〡ル材料の搬送、駆動方式 

 ＊スプロケット方式 
  テ〡プ回路では全面的に採用。 
  搬送が確実。 
  デッドスペ〡スが大きい。 

 ＊ロ〡ル方式 
  広いロ〡ル幅で主流。面積効率が良い。 
  スリップ対策が必要。 
  張力制御が必要。 
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スプロケット方式によるロ〡ル材料の駆動

駆動用ギアバックテンション用ギア

168



ＲTRラインにおける搬送駆動方式

駆動ロ〡ル
バックテンションロ〡ル

グリッパフィ〡ダ〡

ロ〡ル駆動方式
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エアフロ〡ティングによる搬送（ストレスレス）

高温エアノズルフレキシブルワ〡ク

張力がかけられない材料の搬送にはエアフロ〡ティングが有効。
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ＲＴＲラインの共通技術（課題） 

 ＊巻き出し、巻き取り 
  片持ちか、両持ちか？ 
 ＊Edge Position Control (EPC)  
  巻き取りのオチョコを無くす。 
 ＊アキュムレ〡タ 
  連続／ステップ工程間の動きを緩和する。 
 ＊寸法管理、位置合わせ 
  フレキシブルデバイスの形成には、複数回のアライメントが必要。 
  幅広く使える技術は無い。個別対応。 
 ＊ガイド穴の加工 
  スプロケットだけでは不十分。 
  ±３０ミクロンの精度が必要になっている。
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片持ち式のＲＴＲラインの巻き出し装置 
人手での着脱が可能　（カメリア）

＊巻き出し、巻き取り 
  片持ち式か、両持ち式か、ロ〡ル交換、接続
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片持ち式のＲＴＲテ〡プ回路ラインの巻き取り装置 
（東レエンジニアリング）
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巻出部

巻取部

Air Dancer部 Grip Feed部
Air Dancer部

Grip Feed部

IJ Coater

Oven   

エア〡ダンサ〡を使ったインクジェット印刷ライン 
 （東レエンジニアリング）
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印刷プロセスのアキュムレ〡ション

駆動ロ〡ル

グリッパ〡フィ〡ダ

印刷プロセス

位置センサ
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伸縮性ベ〡ス材料の取り扱いには工夫が必要 

　＊キャリアシ〡トによるサポ〡トなど、
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手間のかかる付加加工工程 

 一般的に後工程ほど自動化、ＲＴＲ化が難しく、現実的な選択
肢として、人海戦術に頼らざるをえないケ〡スが少なくない。 

 例えば補強板加工 

 ＊信頼性は低いが簡単な粘着テ〡ププロセス 
 ＊信頼性は高いが面倒な熱硬化接着剤のプロセス 
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人海戦術の量産用補強板加工工程
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ＲＴＲの実用性を確保するには 
  実用的で効率の良いプロセスを構築するために 

　※ＲＴＲを適用すれば、“プロセス条件は安定し、高い歩留まりと高い生産性が得られ
る。”という認識は、大いなる誤解である。現実には、多くのメ〡カ〡が“安定して高い歩
留まりのＲＴＲラインを構築”するために多大なるエネルギ〡を費やしている。 

（１）ライン設計前に決めておくべきこと 
 
（２）使われる基材の種類とその特性 

（３）ロ〡ル材料の搬送駆動系 

（４）RTR ラインの共通技術 

（５）各種加工工程と使用する装置のRTR化各論 
 （露光装置、エッチング装置、穴あけ装置、厚幕回路印刷装置、など） 

（６）RTR ラインの成功事例と失敗事例 179



ライン設計の前に決めておかねばならないこと 
   
　　　　※些細なことでもラインの設計を大きく左右する。 

  ＊専用機か、汎用機か？ 
   目的により、ラインの構成は大幅に変わってくる。 
  ＊適用するサブストレ〡トロ〡ルの仕様。 
  ＊生産能力。 
   パタンの組み合わせにより、違ってくる。 
  ＊ロ〡ル幅。 
   原材料より大きくはできない。 
   ロ〡ル幅を大きくすると、問題点も多くなる。 
  ＊ライン速度。 
   ステップ工程が律速になる。複数ラインによる対応。 
  ＊ロ〡ル駆動方式 
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本日のまとめ 

フレキシブル·エレクトロニクス市場は確実に拡大 
　 特に、ウエラブル、医療分野で、 

フレキシブル·デバイスの製作について、 
 ＊実用上はスクリ〡ン印刷が有効 
 ＊薄い層の形成、少量にはインクジェットが有効 
 ＊高速印刷にはグラビア、フレキソ印刷が有効 
 ＊材料はフレキシブル·エレクトロニクスのキ〡 
  全体の相性、バランスを考慮した設計、選定 
  市場が大きいほどマ〡ジンは小さい 
 ＊設計技術の確立が普及への鍵 
  リジッド技術との組み合わせも必要 
 ＊繰り返し印刷を安定して行える工程技術の確立が必要 
 ＊製造プロセスのＲＴＲ化は量産に有効 
  ただし、確かなアセスメントが必要 182



＊材料と印刷プロセスだけで電子デバイスができるわけではない。 

＊一つの電子機器が完成するまでには、多くの副資材、サイドプロセス
が必要になる。 

＊フレキシブルな材料は不安定で、取り扱いは容易ではない。 
 プロセスのＲＴＲ化には、しかるべき手順を踏むのが近道。 
 ※全自動一貫ＲＴＲプロセスは現実的ではない。
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沼倉研史　 

DKN Research 
dnumakura@dknresearch.com　

www.dknresearchllc.com

御清聴ありがとうございました。 
詳しい資料やサンプルに関する問い合せは下記まで

まだまだ発展する 
プリンタブル＆フレキシブル・エレクトロニクス
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