
高真空環境下で使える
接触式フィルム基板クリーニング装置

１．はじめに
粒子に起因する各種欠陥は、コーティ
ング、印刷、ラミネーションが使われて
いる多くの分野で深刻な歩留まり低下を
招いている。機能が非常に薄い、しばし
ばナノメートルスケールの厚みの薄膜で
提供されるOLED（有機EL）やOPV（有
機薄膜太陽電池）のような、最近存在感
を増している分野のいくつかの技術にお
いて、こうした歩留まりロスは、とりわ
け高い。サイズが100nmまでの粒子は、
薄膜の厚み全体に広がり、その機能を損
なうことがある。こうした技術を実用化
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
すことが不可欠である。欠陥原因となる
粒子を減らすことについて中心的役割を
果たしているのは、EU（欧州連合）が
第7次フレームワークプログラムにより
資金を拠出している、Clean4Yieldと呼
ばれるプロジェクトだ。同プロジェクト
は、フィルムのRoll to Roll（R2R）加工
で歩留まり低下に対する粒子の影響をな
くす方法の確立を目指している。

２．CLEAN4YIELD
Clean4Yieldプロジェクトの目的は、
R2Rプロセスにおいて、フレキシブル基
板に蒸着したOLEDやOPV、ハイバリア
性フィルムのナノスケール層における粒
子によって生じた欠陥を管理することに
ある。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
などをまとめている。プロジェクトは、
検出、検査、予防、修復、クリーニング
など様々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る。
プロジェクトの進展に伴い、クリーニ
ングは必要な分野の1つであるにもかか
わらず、真空蒸着においては対応する技
術がないことが明らかになっている。

３．真空システムの課題
現在、機能性コーティングの多くは、
スパッタリング、PECVD（プラズマ
CVD）、ALD（電子層堆積法）などの手
法により高真空環境で積層されている。
このようなプロセスでは、極めて低い圧
力で揮発する物質（水、オイル、グリー
ス、低分子量化合物など）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）を伴う。つまり、真空蒸着
システム内で使用できる製品はかなり制
限されることになる。
真空蒸着膜は極めて薄いので、蒸着さ
れる基材は非常にクリーンなものでなけ
ればならない。本来、ロール状に巻かれ
たプラスチックフィルムは、真空蒸着ラ
インにやってきたときには表面に粒子が
付着している。これらの粒子は、コーティ
ングされた環境、梱包、出荷作業などに
由来するが、ブロッキング防止剤のよう
な粒子は、フィルム内部に添加されるよ
う設計されているが、搬送中に内部から

表面に出てくる場合もある。これらの粒
子がフィルムのロール内に保持されたま
ま真空室に送られ、コーティング時のピ
ンホールなどの欠陥の原因となるのを避
けるため、コーティング前に取り除く必
要がある。そのためには、フィルムが繰
り出された後、コーティングステーショ
ンに達する前に真空チャンバー（室）内
でのクリーニングが必要である。

４．クリーニングオプション
故意に真空チャンバー内から空気をな

くし、ごく少量の水分を取り除くだけで
も、真空ポンプには負担となり、排気効
果は大きく低下し、その分、適切な真空
状態に到達するには時間が掛かり、生産
時間は長くなる。この理由から、真空チャ
ンバー内での粒子除去には、従来の湿式
法と空気動力クリーニング法は使えない。
接触式クリーニングは、特に汚染粒子
が小さい場合、非常に効果的なクリーニ
ング法である。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た研究で明
らかにしている。その結果が図1である。
図2に示すように、接触式クリーニン
グでは、基材に接触して走行回転する上
下2本ずつのエラストマーゴムローラー
を使用する。基材上に粒子を保持する力
よりも、このエラストマーゴムローラー
が基材に接触するときに加わる粘着力が
大きいので、基材表面から粒子を除去で
きる。この粒子は次にエラストマーゴム
ローラー上に留まろうとする。そのエラ
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ストマーローラーに接触して連続的に回
転するのは、粘着面を外側にしてまかれ
た1本の粘着ロールである。その感圧粘
着剤が、今度はエラストマーゴムロー
ラーから粒子を除去し、完全に粒子を補
足した状態で、後で廃棄される。
多くの場合、接触式クリーニングに用
いられるエラストマーはシリコーンベー
スで、ローラー生産時、低分子量シリコー
ンがすべてこのコンパウンドから除去さ
れるわけではない。これら低分子量シリ
コーンまたは可塑剤のような他の揮発性
物質は、真空環境でエラストマーからガ
スとなって放出され、基材と真空ユニッ
トにシリコーンの薄膜層を形成する。こ
のシリコーン層があると、シリコーンの
膜に付着するものはないため基材は使用
できなくなる。シリコーン膜は剥離剤塗
布に欠かせない要素ではある。シリコー
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ある。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、数カ月間使用を停止し、完全に分
解しなければならないことがある。

５． 真空対応接触式クリーニ
ングシステムの開発

Teknekは、100％シリコンフリーの
「Nanocleen」エラストマーを開発の土

台とし、このコンパウンドを、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た。接触式ク
リーニングに使用するエラストマーの多
くは、オイルや可塑剤によってそのク
リーニング性能を高めている。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
できなくなる。
改良を加えたNanocleenは、ガスの放
出がなく、その耐用期間中にクリーニン
グを継続して行えることが絶対条件で
あった。真空対応エラストマーを補助す
るために、プラスチックフィルム基材に
塗工され、水分が最小の粘着ロールを形
成するための真空対応感圧粘着システム
が開発された。この粘着ロールは、粘着
面が汚れたのなら、一度に1枚の粘着
シートを取り除くため、従来のシリコー
ン剥離剤を塗布しておらず、従ってク
リーニングシステム
全体を完全なシリ
コーンフリーにする
ことができる。

６．テスト、検証 
新しいエラストマーと、それに対応す
る粘着剤の両方において真空適応性を証
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
する必要があった。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）がある。
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た。
テスト前に、エラストマーと粘着剤の
サンプルが、60時間、真空圧10－6 Torr
の環境下で個別に計量された。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、揮発性物質からガスの放出がある
かどうかが確認されている。
Nanocleenローラーの残留ガス分析

（RGA）結果を図3に示す。
共通する表面の汚染物質はシリコー
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図2　Teknek接触式クリーニング技術
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図1　粒子サイズごとのクリーニング効率比較
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図3　NanocleenエラストマーローラーのRGA分析
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ンまたはポリジメチルシロキサン
（PDMS）で、このガスに電子ビームを
当てると電子が叩き出され、分子イオン
となり、さらに結合開裂により小さなフ
ラグメントイオンを生成する。そしてこ
れは元素を同定するフィンガープリント
として用いられる。例えば、2次イオン
質量分析の質量電荷比（m/z）の28、
73、147、207、221、281は、それぞれ
Si＋、SiC3H9＋、Si2C5H15O＋、Si3C5H15O3＋、

S i 3C 7H 2 1O 2 ＋、
Si4C7H21O4+に割り
当てられる。RGAの
結果からは、代表的
なシリコーンである
PDMSの存在は確認
されなかった。
テストした2種類
の粘着物の残留ガス
分析の結果を図4に

示す。
いずれの粘着物についてもシリコー
ンピークは確認されず、これは揮発性剥
離膜が存在しないことを示す。いずれの
粘着ロールも、初めはかなりの量の水分
を含み、これは図4から明らかだが、短
時間経過後、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、一方、紙ベースの製品からは
まだ水が除去されていた。これは紙の吸

水性から予想されることである。
次に別のテストで、粘着物とエラスト
マーのクリーニング効率に対する真空環
境の影響を評価した。現在、エラストマー
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ないが、Teknek
は、30年に及ぶ接触式クリーニング機
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（Particle Pick Up）という
テスト方法を開発した。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ー
のクリーニング効率を測定した。その結
果を表1に示す。
ホルストセンターでのテスト結果か
ら、エラストマーと粘着物の新しい接触
式クリーニングコアは、真空での使用に
適していることが分かる。最終段階は、
全体を真空対応材で作製し、起動のため

48 コンバーテック　2014．3

mass
9080706050403020100

Teknek Eco
Teknek Blue

図4　2種類の粘着ロールのRGA分析

Roller
roller vacuum 
condition

adhesive sheet 
condition

weight before
weight after 
particle pickup

weight 
diff erence (g)

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-6 mbar）

ambient 4.3 4.5 0.2

1 weekend in vac 
（1e-6 mbar）

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

18 hrs in high vac 
（1e-6 mbar）

4.3 4.5 0.2

1 weekend in vac 
（1e-6 mbar）

ambient 4.4 4.6 0.2

1 weekend in vac 
（1e-6 mbar）

ambient 4.3 4.5 0.2

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

ultracleen
ambient ambient 4.3 4.5 0.2

4.3 4.5 0.2

nanocleen
ambient ambient 4.3 4.6 0.3

4.3 4.5 0.2

表1　真空環境への適用前後のクリーニング効率

No diff erence in particle 
pick up for rollers and/
or adhesive sheets in 
vacuum o r amb ien t 
conditions!!

Tungsten particles are put in oven 
tray (60°) and after getting out of 
oven the rollers are rolled into the 
meta l powder (6 t imes ) . Af ter 
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 0.1g. Width roller：25 
mm. Rollers are stored in high 
vaccum system, adhesive sheets in a 
low and high vacuum system.
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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ある。これにより
真空蒸着システム内でのコアシステムの
動作が容易になる。この新しいクリーニ
ングシステムを写真1に示す。

７．応用分野
新しい接触式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
る。まずはフィルムの巻出ステーション
で使用し、コーティングの前にフィルム
をクリーニングする。また、巻取ステー
ションにも使用できる。蒸着により生じ
た粒子がロールに再び巻き取られ、隣接
する機能薄膜層に損傷を与えるのを防
ぐ。特にこれに関連するのはバリアフィ
ルムコーティングである。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が入るこ
とがある。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性が損なわれ
る。そして真空での3番目の一般用途は
保護フィルムのクリーニングである。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
分野である。

８．おわりに
Teknekは、Clean4Yieldプロジェクト

を進める中で、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得、新し
いエラストマーと粘着クリーニングコア
を開発した。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
る。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、バリアフィルム向けの機能コー
ティング材体積用の真空蒸着システムに
取り付けられている。
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写真1　新真空対応クリーニングシステム

http://negishi-mfg.co.jp　　E-mail ： cov@negishi-mfg.co.jp ※お問い合わせの際には本社工場まで
株式会社 根岸製作所
NEGISHI MFG. CO., LTD.

本社工場　〒350-1155 埼玉県川越市下赤坂萱野347-3　TEL 049（242）6162　FAX 049（242）5672
三芳工場　〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井558　TEL 049（258）2020　FAX 049（259）2625

自由構築型のテスト兼用コーター

パッケージコーティングライン
-Package Coater Line-

【仕様】
ライン速度：5m/min（機械速度10m/min）
装置サイズ：1910 （L）×500 （W）×1300 （H）
製品幅：180 （max）
ロール面長：200 
オプション：ラミネーター・ナイフコーター・サーボモーター・ダンサー他

【乾燥炉】
構造：上面加熱 ロールサポート構造
炉長：1,000 
加熱方式：遠赤外線・弊社オリジナル配合セラミック
ヒーター容量：5kw　350℃max
下側加熱IRヒーター（両面乾燥）
防爆検定及び準拠 カウンター熱風 【グラビアリバースコーター】 【ナイフコーター（オプション）】

巻取機 巻出機

インフィールド装置

●大型機をそのまま小型にした構造の、ノウハウの詰まったテスト機兼用
コーティングラインです
●自由なライン構成が構築可能で、機械設置位置、装置追加が自由に変更
構築可能です
●用途に応じたユニットだけの単品購入ができます
●SLセラミックを使用した遠赤外線フラットヒーター乾燥、アニール能力
確認が可能です

グラビア転写コーターライン設置例
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