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要旨 
プラスチック・エレクトロニクスの商業実用化のための重
要な課題の 1 つは、欠陥製品によって生まれる廃棄物の量
です。しばしば不良品となる前に、かなりの金額が材料に
加わっていると考えられています。主な不合格品の原因の
１つは埃やその他の粒子の汚染であり、製造プロセス全体
で清浄度を上げることが、歩留まりを向上させる上で重要
なステップです。 

この論文では、プラスチック電子基板から微小粒子を除去
するという具体的な問題に対処するために策定された新し

いエラストマー技術の開発を取り上げます。 

1. はじめに 
清浄な基板を持つことが、プラスチック・エレクト

ロニクス製造業で、高い歩留まりを達成する上で最

も重要です。フラットパネルディスプレー業界では、

80%の欠陥が、基板上の粒子が原因であると推定さ

れています。トラックとギャップが小さくなるほど、

不良品の原因となる粒子サイズもまた減少し、クリ

ーニング技術はナノメートルサイズの粒子を除去で

きなければなりません。これはほとんどのクリーニ

ング技術での課題ですが、この要求に特に合わせて

エラストマーと粘着部品を調整した実績のあるコン

タクトクリーニングの方法を使用して達成できます。  

2. 従来のクリーニング方法 
基板から粒子の汚染をクリーニングするための最も

一般的な方法は、湿式クリーニング、ブラシ、バキ

ュームクリーニングです。これらの方法ではどれも、

約 5 ミクロンのサイズの粒子までクリーニングでき、

湿式クリーニングに超音波を加えた場合では微小粒

子を除去できます。 

しかし、プラスチックエレクトロニクス製造業で使

用されるフレキシブル基板の大きな面積から小さな

粒子を除去する際には、これらのクリーニング方法

には限界があり、またどの方法も特に環境に優しく

ありません。 

湿式クリーニングは大量の水を必要とし、基板の乾

燥には大量の熱を必要とし、フレキシブル基板はこ

の過程で歪んだり収縮してしまうため、導体パター

ンのレジストレーションに影響を与えます。 

ブラシベースのシステムは、ブラシ内に捉えられた

ゴミによって汚染され、敏感な基板のコーティング

に傷を付ける原因となります。 

3. コンタクトクリーニング 
数年前、Teknek はコンタクトクリーニングシステム

の特許を取得しました。図 1 に示すこのシステムは、

基板の上を転がる特別に考案されたエラストマーロ

ーラーを使用して、1 ミクロンまでのすべての遊離

した粒子を除去します。 

 

 
 
図 1：Teknek トランスファー技術 

 

エラストマーローラーは次に、合わさった粘着ロー

ラーを転がり、エラストマーローラーから粒子を取

り除き、エラストマーが基板と接触するときは常に

きれいな状態が保たれます。 

 

接着面が粒子で飽和すると、ローラーの外側の層が

剥がされ、新しい接着面が現れます。 

 

システムの有効性は、エラストマーローラーが静止

空気の境界層を貫通して、汚染粒子に物理的に接触

し、それを保持できるという事実によって強化され

ます。図 2 参照。 

 

 
 
図 2：境界層 
 

このクリーニングシステムは、プリント回路業界内

で広く採用され、最近では、医療器具や食品梱包お

よび光学フィルムのコーティングの前にフィルムを

クリーニングするためにワイドウェブコンバーティ

ング業界で採用されています。図 3 で示されるよう

に、このシステムは他の方法より微小粒子を高い割

合で除去します。 
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図 3：クリーニング効率 

 

4. プラスチック・エレクトロニクスのた

めのクリーニング 
プラスチック・エレクトロニクスの技術的な要求は、

現在のコンタクトクリーニングシステムでも、十分

に基板を処理できないことです。より小さな構造が

開発されており、これらはナノメートルという非常

に微細な粒子に対してより敏感となっているため、

これらを高効率で除去する必要があります。   

 

スパッタ基板の導体パターンは特に静電気に弱く、

薄膜は制御されていない静電気放電によって簡単に

破壊されます。 

 

表面の完全性は、よく結合したコーティングを得る

ために重要です。そのため基板の表面エネルギーの

精密制御が必要であり、あらゆるクリーニング方法

は、表面エネルギーに影響してはいけません。 

 

コンタクトクリーニングシステムのエラストマーロ

ーラーの性能を向上させるために、基板が粒子を保

持する力について研究する必要がありました[1]。図

4 参照。 

 
図 4：界面力 
 

開発の目的は、表面自体には悪影響を与えずに、表

面に引きつけられた粒子を取り除くための十分な力

を及ぼすことのできる最適化されたエラストマーと

接着システムを設計することでした。 

5. 新規エラストマーの開発 

5.1. シリコンを使用しないシステム 

現在のコンタクトクリーニングシステムはシリコン

ベースのエラストマーを使用しており、たとえ硬化

したエラストマーから低分子量鎖のリークがないよ

うに設計され、独立した試験で示されていても、ユ

ーザーは非シリコンシステムを選択するでしょう。 

 

ポリウレタンはその化学耐性、摩耗耐性によって、

適した材料であると考えられました。最初に、標準

の市販されている材料を試しましたが、十分なクリ

ーニング性能は達成できませんでした。 

 

さまざまなショアー硬度を試したところ、よりエラ

ストマーが柔らかいほど、より優れた粒子除去を行

うことが確認されました。最終的に、シリコンを使

用しないユニークなエラストマー組成のクリーニン

グローラーが開発されました。 

 

コンタクトクリーニングシステムは、粘着ローラー

の影響を考慮せずに、完全なシリコン不使用を達成

できません。ローラーを簡単かつ一貫して巻き戻せ

るように、裏側のシリコン系剥離剤の基質に、接着

剤が従来はコーティングされていました。このシリ

コンコーティングは、接着面と接触するときに剥が

れ、その表面に付着する傾向があり、[2]そのためエ

ラストマーローラーにマッチし、巻き戻しの際にコ

ーティングが脱落しない新しい接着システムを開発

する必要がありました。   

 

シリコンの放出特性は存在しておらず、接着剤と新

規シリコン不使用エラストマーの組み合わせは非常

に困難でした。エラストマー表面に接着剤が付着せ

ず、基板にきれいな状態で転写できるようにするこ

とが必須です。長期間使用後、接着剤分子がローラ

ー表面に見つからないことを確認するため、FTIR 分

析を使用しました。 

5.2. 静的および表面エネルギー 

現在のコンタクトクリーニングシステムの大きな欠

点の 1 つは、シリコンが絶縁体となり、転がり抵抗

によって、基材に静電気が発生することです。ロー

ラーの表面をアースすることは非常に難しく、その

ため、クリーニングシステムの出口には空気中の粉

塵粒子を再吸着する静電気を低減するためのスタテ

ィックバーが通常使われています。 

 

ポリウレタンの組成を変え、特別な硬化技術を使用

することで、半導電性エラストマーは通常の

0.9x1013ohm/cm ではなく 1.89x1010ohm/cm の導電

率で生産されます。これによって、ローラーは使用

中に同じレベルの静電荷を帯びることはなく、発生

した場合にも実際に逃がされ、残存する電荷は 10 倍

以上減ります。 
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基材の表面エネルギーは、現在のシステムの 7 ダイ

ンから、1 ダインだけ減少します。これによりコー

ティングが簡単になり、より一貫してインクの「ス

パイダリング」やコーティングの「フィッシュア

イ」を除去できます。 

5.3. より小さな粒子の除去 

当初、新規エラストマーのクリーニング性能は、現

在のものほど良くありませんでした。図 5 参照。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5：新しいエラストマーのクリーニング性能 

 

基板への微小粒子の誘引を抑えるエラストマーの能

力にかかわる一番大きな力を確立するために、さら

なる研究を実施しました[4]。図 6 参照。 

 

 
図 6：接着力の例[4]。 

 

上記のグラフの力を支える方程式に関係するパラメ

ーターの分析から、捕捉力に大きな影響を与える変

数の 1 つは、ローラーのエラストマーと粒子の間の

接触面積であることが確認されました。エラストマ

ーと接触する粒子の表面積を増加させると、ローラ

ーに粒子を保持する接着力が増加します。 

 

ローラー全体の表面積は表面を凸凹にすれば増加し

ますが、それ自体では、個々の粒子と接触する面積

は増加しません。 

 

図 7 で示される以下の作業は Beach ら[7]によって行

われ、ローラー表面のくぼみを特定の粒子サイズの

範囲と一致させることで、エラストマーローラーの

表面を適合させることが決められました。 

 
 
図 7：表面の改変 

 

捕捉するサイズの範囲を最適化するために、ローラ

ー表面に完全にさまざまなサイズの孔を分散させる

ための、特殊な表面改変技術を開発しました。 

 

これによって、現在のエラストマーシステムより優

れたクリーニング性能が達成されました。図 8 の

ESD の結果参照。 

 

クリーニングローラーの表面改変は特許出願の対象

であり、ナノメートルサイズまでの粒子を除去する

効率が、複数の顧客によって独自に検証されていま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8：新しいエラストマーのクリーニング性能 

 

図 9 は、スライドガラスから 25 ナノメートルの粒子

のクリーニングを示しています。ガラスの上にナノ

粒子を薄くコーティングするために、粒子はアルコ

ール溶液に懸濁しています。スライドガラスを溶液

に浸し、ガラスの表面に薄膜が残るように、ゆっく

りと引き出します。溶媒を蒸発させ薄膜が乾いた後、

新しいクリーニングシステムを使用しました。写真

はナノ粒子が転写されたローラーと接着剤を示して

います。これは、システムがガラス表面からナノ粒

子を除去できることを示しています。 
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接着力は、シリコン基板上の酸化アルミニウムの直径の関数として示されます 

[20-21、37]。 
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図 9：ナノクリーニング 

 

6. 歩留まりの改善 
コンタクトクリーニングは、さまざまな産業分野で

長年に渡って、大きな歩留まりの改善を提供してい

ますが、新しいエラストマー技術が一部のプラスチ

ック・エレクトロニクス製造メーカーのさまざまな

工程で利用されてきました。その利点として、以下

のことが達成できました。 

 

ポリエステル基板の上に導電性ペーストを印刷する

際の歩留まりが 15%向上 

 

フレキシブル OLED 製造での不良品を 50%削減 

 

フレキシブル印刷ソーラーセルの不良品を 90%削減 

 

7. まとめ 
業界の特定のアプリケーションに最適化されたコン

タクトクリーニングシステムを使用することで、プ

ラスチック・エレクトロニクス製造業でのプロセス

歩留まりを大きく向上させる可能性があります。 

 

新しいエラストマーローラーと、マッチする粘着シ

ステムは、ナノメートルサイズの微小粒子を除去す

るだけではなく、基板の表面エネルギーに悪影響を

及ばさずに、基板に残留する静電荷も大きく低減し

ます。 

 

これは製品の商業生産に必須の高い歩留まりを確保

するために重要な、より効果的なクリーニングと、

より簡単な工程を可能にします。 
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