
高真空環境の基板クリーニング 

 

はじめに 

粒子により生じる欠陥は、コーティング、印刷、積層などの処理が行われる多くの

分野で大きな歩留まり損失につながります。歩留まり損失は特に、厚みがわずかナ

ノメートルにもなる極めて薄い膜により機能が作り込まれるOLED、OPVなど、比較的

新しい技術で大きくなります。サイズが100nmまでの粒子は、膜の厚み全体に広がり

、その機能を損なうことがあります。技術を実用化するには、欠陥の最も大きい部

分を成す粒子により生じる欠陥を可能な限りなくすことが不可欠です。粒子を少な

くする上で焦点となっているのは、EU（欧州連合）がその第7次フレームワークプロ

グラムにより、軟質（フレキシブル）フィルムのロール間処理で歩留まりに対する

粒子の影響をなくす方法を対象にした、Clean4Yieldと呼ばれるプロジェクトに資金

を拠出していることです。 

 

CLEAN4YIELD 

Clean4Yieldプロジェクトの目的は、ロール間プロセスでフレキシブル基板に被着さ

れるOLED、OPV、ハイバリア性フィルムのナノスケール層で汚染粒子によって生じる

欠陥を、ホリスティックアプローチにより管理することにあります。この目的を達

成するため、Clean4Yieldプロジェクトは、サプライチェーン全域に及ぶパートナー

と協力し、多国籍企業、SME、大学、研究機関などをまとめます。プロジェクトは、

検出、検査、予防、修復、クリーニングなどさまざまな分野に焦点を当て、このよ

うなハイテク用途で実用化するために欠かせない高歩留まり、低コストの製造プロ

セスの開発を対象にしています。 

プロジェクトの進展に伴い、クリーニングが必要な分野であるにもかかわらず、対

応する技術のない分野の1つに真空蒸着のあることが明らかになっています。 

 

真空システムの課題 

現在、機能コーティングの多くは、スパッタリング、PECVD、ALDなどにより高真空

環境で行われています。このようなプロセスは、極めて低い圧力で揮発する物質と

ともに、真空室から空気をすべて排出する操作（ポンプアウト）を伴います。この

物質は、水、オイル、グリース、低分子量化合物などです。つまり、真空蒸着シス

テム内で使用できる製品の種類はかなり制限されることになります。 



真空蒸着コーティングは極めて薄いので、蒸着される基板は非常にクリーンなもの

でなければなりません。プラスチックフィルムのリールは、真空蒸着ラインまで来

ると表面に粒子が付着しています。これらの粒子は、コーティングされた環境、梱

包、出荷作業などから来るものがあり、ブロッキング防止粒子のように、フィルム

内に含まれるよう設計されているもの、ただし搬送時に剥がれやすくなるものもあ

ります。このような粒子は、フィルムのロール内で真空室に送られ、コーティング

のピンホールなどの欠陥が生じるのを避けるため、コーティング前に取り除く必要

があります。そのためには、フィルムが剥がされた後（アンワインド後）、コーテ

ィングステーションに達する前に真空室内でクリーニングが必要です。 

 

クリーニングオプション 

設計上、真空室には空気はなく、真空室からごく少量の水分をなくすだけでも、ポ

ンプダウンの効果は大きく低下し、生産時間は長くなります。従来のこの湿式クリ

ーニング法と空気動力のため、真空室内で粒子の除去は行えません。 

コンタクトクリーニングは、特に汚染粒子が小さい場合、非常に効果的なクリーニ

ング法です。これは、日本の企業が、粒子サイズの異なる複数のクリーニング法に

ついて粒子除去効率を調べて明らかにしています。その結果を図1に示します。 

 

図1 粒子サイズごとのクリーニング効率比較 

コンタクトクリーニングは、図2に示すように、エラストマゴムローラーが基板に接

触し、ローラー接触面に加わる、基板上に粒子を保持する力より大きい粘着力によ

り基板表面から粒子を除去します。そのとき粒子はエラストマ上にとどまろうとし

ます。エラストマローラーに接触して連続的に動作するのは粘着ロールで、これは



粘着性のある面を外側にして取り付けられています。圧力に反応する粘着面がエラ

ストマから粒子を除去し、完全に捕捉された状態の粒子が後で廃棄されます。 

 

図2 Teknekコンタクトクリーニング技術 

 

多くの場合、コンタクトクリーニングに用いられるエラストマはシリコンベースで

、ローラー生産時、低分子量シリコンがすべてこの化合物から除去されるわけでは

ありません。これら低分子量シリコンまたは可塑剤などの他の揮発性物質は、真空

環境でエラストマから気体を放出し、基板と真空ユニットに微細なシリコン層が形

成されます。このシリコン層があると、シリコンの膜に付着するものはないため基

板は使用できなくなります。シリコン膜は剥離剤塗布に欠かせない要素でもありま

す。シリコンはまた、真空室およびポンプやモニタリングシステムのすべてのパー

ツから除去するのは非常に困難です。真空蒸着システムは、すべてのパーツを（実

際に可能であれば）完全にクリーニングするため、数か月間使用を停止し、完全に

分解しなければならないことがあります。 

 

真空対応コンタクトクリーニングシステムの開発 



Teknekは、その100%シリコンフリーのNanocleen™エラストマを開発の土台とし、こ

れを、クリーニング効率を犠牲にすることなく真空中で使用できるように改良して

います。コンタクトクリーニングに使用するエラストマの多くは、オイルや可塑剤

によりそのクリーニング性能を高めています。真空条件下では、これらの物質は揮

発し、時間が経つとクリーニングローラーから除去され、ローラーは乾燥し、クリ

ーニングができなくなります。改良を加えたNanocleen™は、気体の放出がなく、そ

の耐用期間中にクリーニングを継続することが絶対条件でした。真空対応エラスト

マを補助するため、真空対応感圧粘着システムが開発されました。これはプラスチ

ックのフィルムベースに被着され、水分が最小の粘着ロールを形成します。粘着ロ

ールは従来のシリコン剥離剤を塗布しないため、シートを一度で除去でき、したが

ってクリーニングシステム全体を完全なシリコンフリーにすることができます。 

 

テスト、検証  

新しいエラストマとこれに対応する粘着剤の両方で真空適応性を証明するため、こ

れらの製品を、真空システムで所定の手順を繰り返しながらテストする必要があり

ました。Clean4Yieldプロジェクトの他のパートナーには、オランダのアイントホー

フェンに本拠地を置くホルストセンター（Holst 

Centre）があります。同センターはプロジェクトの一環としてこのテストの実施に

同意しました。 

テスト前に、エラストマと粘着剤のサンプルが、60時間、真空圧10-6 

Torrに対して個別に計量されました。サンプルは次に、重量の減少があるかどうか

を確認するため再び計量されました。同時に、真空室からポンプアウトされた気体

が分析され、揮発性物質から気体の放出があるかどうかが確認されています。 

Nanocleen™ローラーの残留ガス分析（RGA）結果を図3に示します。 

表面汚染物はシリコンまたはポリジメチルシロキサン（PDMS）で、これは断片イオ

ン群になることが知られており、フィンガープリントとして用いられます（たとえ

ば正二次イオン、m/z 

28、73、147、207、221、281はそれぞれSi+、SiC3H9
+、Si2C5H15O

+、Si3C5H15O3
+、Si3C7H21

O2
+、Si4C7H21O4

+に割り当てられます）。   PDMSの存在は確認されませんでした。 

 

 

 



 

図3  Nanocleen™エラストマローラーのRGA分析 

 

テストした2種類の粘着物について残留ガス分析の結果を図4に示します。   

いずれの粘着物についてもシリコンピークは確認されず、これは揮発性剥離被覆が

存在しないことを示します。いずれの粘着ロールも、初めかなりの量の水分を含み

、これは図4から明らかですが、短い時間の経過後、水分はすべて、プラスチックフ

ィルムをベースにしたEcorollから除去され、その間、紙ベースの製品からはまだ水

分が除去されていました。これは紙の吸水性から予想されることです。 

 

図4 2種類の粘着ロールのRGA分析 

 



次に別のテストで、粘着物とエラストマのクリーニング効率に対する真空環境の影

響を評価しました。現在、エラストマローラーや粘着物のクリーニング効率をテス

トする国際規格はありませんが、Teknekは、30年に及ぶコンタクトクリーニング機

器の開発経験をもとに、補正したタングステン粒子を使用して粒子除去効率を評価

するPPUというテスト方法を開発しました。ホルストセンターは、PPUテストにより

、真空環境に適用する前後に、粘着物とエラストマのクリーニング効率を測定しま

した。その結果を図5に示します。 

 

 

図5 真空環境への適用前後のクリーニング効率 

 

ホルストセンターでのテスト結果から、エラストマと粘着物の新しいコンタクトク

リーニングコアは、真空での使用に適することがわかります。最終段階は、全体を

真空対応材で作製し、起動のため空気や電気を使用しない機械にコアシステムを作

り込むことです。これにより真空蒸着システム内でのコアシステムの動作が容易に

なります。 

この新しいクリーニングシステムの写真を図6に示します。 

Tungsten particles are put in oven tray (60degree) and after getting out of oven the rollers are rolled into the metal powder (6 times)

After tungsten particle pickup the roller is rolled over a 6"adhesive sheet. The weight of the sheet is measured before and after on a balance with readability 0.1gr

Width roller: 25mm. Rollers are stored in high vacuum system, adhesive sheets in a low and high vacuum system.
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nanocleen ambient ambient 4,3 4,6 0,3

1 weekend in vac (0.1 mbar) 4,3 4,5 0,2

18 hrs  in high vac (1e-6 mbar) 4,3 4,5 0,2

1 weekend in vac (1e-6mbar) ambient 4,3 4,5 0,2

1 weekend in vac (1e-6mbar) ambient 4,2 4,5 0,3

ultracleen ambient ambient 4,3 4,5 0,2

1 weekend in vac (0.1 mbar) 4,3 4,5 0,2

18hrs  in high vac (1e-6mbar) 4,3 4,5 0,2

1 weekend in vac (1e-6mbar) ambient 4,4 4,6 0,2

1 weekend in vac (1e-6mbar) ambient 4,3 4,5 0,2

Repeatability test (after cleaning roller repeat particle pickup measurement).

ultraclean ambient ambient 4,3 4,5 0,2

4,3 4,5 0.2

nanoclean ambient ambient 4,3 4,6 0,3

4,3 4,5 0,2

No difference in 
particle pickup for 
rollers  and/or 
adhesive sheets in 
vacuum or ambient 
conditions !!



 

図6 新真空対応クリーニングシステム 

 

応用分野 

新しいコンタクトクリーナーを設置できる場所は真空システム内にいくつかありま

す。まず、コーティング前にフィルムをクリーニングするアンワインドステーショ

ンに使用できます。また、蒸着により生じた粒子がロールに巻き取られ、隣接する

フィルム層を損なうのを防ぐリワインドステーションにも使用できます。特にこれ

に関連するうのはバリアフィルムコーティングです。このコーティング法で蒸着し

たバリア層は非常に脆く、フィルムに応力がかかったとき同伴粒子からの圧力によ

りクラックの入ることがあります。このようなクラックがあると、水分が層内を伝

わりバリアの性質が損なわれます。真空での3番目の一般的な用途は、保護フィルム



のクリーニングです。これは、他と反応しやすい薄い蒸着層の表面の破損を防ぐた

めに需要が伸びている分野です。 

 

結論 

Teknekは、Clean4Yieldプロジェクトを進めるなかで、高真空環境でフィルムをクリ

ーニングする新しい機会を捉えました。この機会を捉えて、新しいエラストマと粘

着クリーニングコアが開発され、どちらも、クリーニング効率を犠牲にすることな

く真空に対応しています。この画期的なシステムは、クリーニングユニットに組み

込まれ、OLED、OPV、バリアフィルムの機能コーティング蒸着を対象にした真空蒸着

システムに取り付けられています。 



 


