プリンテッドエレクトロニクス製造の品質管理を実現する偏光イメージング計測技術の開発

プリンテッドエレクトロニクス製造の品質管理を実現する
偏光イメージング計測技術の開発
Development of Polarization Imaging Sensing Technology for Controlling
the Quality of Printed Electronics Manufacturing
村山 広大 *1
Kodai Murayama
熊木 大介 *2
Daisuke Kumaki

濃野 友人 *1
Tomohito Nohno
時任 静士 *2
Shizuo Tokito

舩﨑 草吉 *1
Soukichi Funazaki

プリンテッドエレクトロニクスは，従来の半導体デバイスにはない「フレキシブル性」，「透明性」というデバ
イス自体の特徴に加え，
「低環境負荷」，
「低コスト」という製造上の利点を有しており，研究開発が活発化している。
特に，フィルム上に塗布・印刷技術でデバイスを連続的に形成できることから Roll-to-Roll（R2R）生産の実現に
大きな期待が寄せられている。R2R 生産は，フィルムを搬送状態で連続生産を行なう方法であるため非接触・高
速なセンシング機器が求められる。横河電機は，山形大学との共同研究を通して，有機半導体層の結晶性がプリ
ンテッド有機半導体デバイスの重要な品質特性であることを見出し，結晶性をインラインで可視化可能な R2R 生
産向け偏光イメージングインラインセンシング技術を開発した。

Printed electronics has manufacturing advantages such as low environmental load and low
cost in addition to the characteristics of the device itself such as flexibility and transparency,
which cannot be achieved in conventional semiconductor devices. As research and development
on printed electronics increases, there are high expectations for Roll-to-Roll (R2R) production in
which devices are made on a film using coating and printing technology. In order to continuously
produce devices on the film which is being rolled up in R2R production, non-contact, high-speed
sensing equipment is required. Through collaborative research with Yamagata University, we
found that the crystallinity of the organic semiconductor layer is crucial for securing device
quality, and we developed polarization in-line sensing technology that can visualize the
crystallinity of the organic semiconductor layer in-line for achieving R2R production.

れている。

1. はじめに

横河電機は，有機エレクトロニクス研究拠点である山

近年，プリンテッドエレクトロニクス（以下，PE という）

形大学やお客様である化学メーカ，装置メーカと連携，

は，エレクトロニクス業界で注目度が高まっている。PE

共同研究を進める中で PE の量産フェーズにおける課題

は，大規模な真空装置を用いることなく，塗布・印刷工

について議論を行った。PE で利用される有機半導体材料

程でプラスチック基板上に半導体デバイスを作製する手

は，半導体層の結晶粒界や結晶サイズ，結晶軸等の結晶

法であり，環境に対して低負荷で，安価に製造できると

性のばらつきが，電気移動度や耐圧等のデバイス性能に

。また，PE はその印刷技術を利

大きく影響を及ぼす (2)。特に PE は，大面積生産への対

用するというプリンテッド性に加えて，透明性やフレキ

応を想定しているため，電気特性ばらつきの面内分布の

シブル性などを備えた高付加価値型デバイスを実現でき

影響が大きくなり，品質低下を招く可能性が高いことが

る可能性を有している。特に PE の生産方式として，低

お客様との議論で明らかとなった。我々は，この結晶性

コスト化が可能な Roll-to-Roll（R2R）生産方式が期待さ

の面内分布を評価する上で，非接触かつ高速という特徴

いう利点を有している

(1)

を有する偏光観察法を採用した偏光イメージングセンサ
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システムの開発を進めてきた。
本稿では，偏光観察法による印刷有機半導体の結晶性
評価の原理，開発した偏光イメージングセンサシステム
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の動作原理と構造，及び R2R 印刷装置でのフィールドテ
(4)

スト実証結果について述べる。

2. 偏光観察法による結晶性評価の原理

q ：偏光軸角度

無機半導体と同様に有機半導体活性層の結晶性は，そ
の結晶配向，結晶粒サイズ，結晶欠陥等の構造の影響に
より，電子移動状態を決定付ける重要なパラメータとな
る。一般的に，結晶構造を計測する手段として，X 線回

3. 偏光イメージングセンサシステムの構成
3.1 偏光分離光学系
４つの偏光成分の分離を一括で行う光学系構成を，

折法が用いられる。X 線回折法は，結晶の原子の並びが

図 1 に示す。当該光学系は，視野 120 mm を確保するた

X 線に対して回折格子として働き，X 線回折という現象

めの縮小系４枚組レンズと偏光無依存型ビームスプリッ

を引き起こす。X 線を有機半導体活性層に照射し，その

タ（50 : 50），1／2 波長板，0°，90°偏光成分分離の複

回折パターンを観測することで結晶構造を明らかにする

屈折結晶ダブルウォラストンプリズム，及び CMOS セン

ことができる。しかし，X 線回折法は，その計測時間や

サで構成される。各部品は機械的に固定されている。受

計測範囲，構成要素のサイズ等により，生産ラインへの

光レンズにより取り込まれた信号光は，偏光無依存型ビ

導入が困難という課題がある。

ームスプリッタで２分岐され，一方はダブルウェラスト

一方，偏光観察法は，結晶や分子配向が持つ複屈折性

ンプリズムに直接入射し，もう一方は，1／2 波長板を透

を観察する手法として用いられる 。有機半導体活性層

過した後，ダブルウォラストンプリズムに入射する。そ

の結晶構造は，分子配向の異方性により複屈折性を発現

れぞれの光路は，CMOS センサ面上に結像する。1／2 波

し，直交する偏光成分の位相を変化させる。偏光成分の

長板を透過しない光路は，ダブルウォラストンプリズム

位相差は，入射光の偏光状態を変化させるため，偏光方

により 0°，90°偏光成分に分離される。1／2 波長板は，

位角や直線偏光度などのパラメータを計測することで結

進行方向に対して 22.5°回転させて固定されており，45°，

晶性を評価することができる。また，偏光観察法は可視

135°偏光成分の位相を 45°シフトさせることで 0°，90°

波長域を利用できることから，偏光分離部と撮像素子を

偏光成分に変換される。ダブルウォラストンプリズムに

組み合わせることで，容易に２次元の偏光特性可視化が

より 0°，90°偏光成分として成分分離されるが，45°，

可能である。これらの理由から，本研究開発では有機半

135°偏光成分の光強度情報は保持されている。当該光学

導体活性層の結晶性可視化技術として，偏光観察法を採

系を実装した図 2 のプロトタイプシステムを用いて，0°，

用した。

45°，90°，135°偏光成分を一括計測でき，高速性，堅牢性，

(2)

偏光特性を表現する手法として，ストークスパラメー

小型の機能を実現している。

タ演算法を採用した。ストークスパラメータ演算法は，

CMOS センサ 1

測定可能な４つの偏光成分から（偏光回転方向を含める

90°

0°

と６つ）信号光の偏光状態を表現する手法である (3)。こ
こで，測定可能な４つの偏光成分とは，偏光方位 0°(I0)，

ウォラストン
プリズム 1

45°(I45)，90°(I90)，135°(I135) の時間平均光強度を
指す。４つの偏光成分を用いて式 (1) ～ (4) により，ス
トークスパラメータ S0，S1，S2 及び楕円方位角 Y，直線
偏光度 Degree of Linear Polarization (DoLP) ，偏光成分
強度 IY を計算する。

0°（S-POL）

(1)

ウォラストン
プリズム 2

90°（P-POL）

ビームスプリッタ

波長板

45°

135°
CMOS センサ 2

図 1 偏光４成分分離光学系模式図

(2)

(3)
図 2 偏光イメージングセンサプロトタイプ
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ングセンサを組み込み，フィルム搬送状態での有機半導

3.2 偏光イメージングセンサシステム
偏光イメージングシステムの構成を図 3 に示す。偏光

体の結晶性動的観察実験（以下，フィールドテストという）

イメージングシステムは，偏光イメージングセンサ本体，

を行った。図 4 に R2R 印刷装置の全体像を示す。R2R 印

撮像トリガ信号生成部，計測・演算解析部で構成される。

刷装置は，インクジェット印刷装置で微量吐出ノズルの

偏光イメージングセンサ本体は，偏光分離光学系と縮

インクジェットヘッドと露光ユニットを備えており，高

小系４枚組レンズ光学系，当該偏光イメージングセンサ

精細な電極パターン（線幅 20 mm 以下の微細配線）を形

の複数台配置によるワーク測定幅調整機構を有する。照

成することが可能な装置となっている。幅 900 mm のロ

明部は，高輝度 LED を高密度実装したライン照明を採用

ールフィルムを搬送しながらデバイスを形成することが

した。信号処理部は，コンピュータによるユーザーイン

でき，大面積なシート型センサや無線通信できるセンサ

ターフェース制御，外部インターフェースによる外部ト

付きスマートタグなど，IoT（Internet of Things）社会の

リガ信号シーケンス制御，ギガビットイーサネットのポ

実現に寄与する低コストセンサの製造に不可欠な機能を

ートを複数持つことによる複数台センサの同時撮像制御，

有している。この R2R 印刷装置のロール巻取り部に偏光

ユーザーインターフェース機能を有している。計測・演

センサを設置し，連続生産を模擬したインライン計測テ

算解析ソフトウェアは，R2R 印刷装置よりトリガ信号を

ストを実施した。

受信し，複数台の偏光センサの同時撮像を行い，偏光演算，
２次元偏光イメージ出力を行う機能を有している。
インライン偏光イメージングセンサシステム
センサ設定
撮像データ信号

RTR 装置

偏光イメージ 撮像トリガ
信号
センサ
エンコーダ信号

計測・演算解析部

撮像トリガ
信号生成部

図 4 R2R 印刷装置全体像（山形大学提供）
4.1 偏光フィルム計測結果
分子配向特性を持つヨウ素延伸偏光フィルムを R2R 印

図 3 偏光イメージングセンサシステム構成図

刷装置のベースフィルムに４通りの角度で貼り付けて，
ベースフィルムを一定速度で搬送しながら，R2R 印刷装

表 1 に，偏光イメージングセンサシステムの主な仕様

置から出力されるトリガ信号を受信し連続撮像を行った。

を示す。偏光イメージングセンサシステムは，R2R 印刷

図 5 に，連続撮像によって取得された偏光フィルムの

装置への組み込みを前提としており，「大面積可視化が可

偏光４方位成分別の画像データと，偏光計と偏光センサ

能であること」，「高速性を有していること」，「堅牢性，

の偏光方位角出力値相関グラフを示す。

小型」の３つの特徴を有していることを開発目標とした。
センサ偏光方位成分

また，空間分解能，作動距離，測定精度の目標値は，光
学設計より導出し，これらの値を用いて，偏光イメージ
ングセンサの性能評価を，フィールドテストにて行った。
表 1 偏光イメージングセンサシステム目標仕様

測定精度
サイズ

目標仕様
300 mm(3 台にて )
1 m ／分以上
50 μm
300 mm 以上
偏光方位角：0.2°以下
直線偏光度：1％以下
45 × 45 × 15 cm, 15 ㎏以下

偏光子フィルム

偏光方位角 [°]
（2nd プロト測定値）

項目
計測領域
速度
空間分解能
作動距離

R2=0.9989

4. フィールドテスト
山形大学有機エレクトロニクス研究センターが導入し
た有機半導体の集積回路を製造するための R2R 印刷装置
（東レエンジニアリング社製）に，開発した偏光イメージ
15

偏光方位角 [°]
（偏光計測定値）

図 5 偏光画像データと偏光方位角直線性
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0°，45°，90°，135°の偏光方位画像データは，貼り
付け角度が異なる A, B, C, D の偏光フィルムの偏光方位情
報を輝度値として反映した画像が得られている。A, B, C,
D の偏光フィルムの偏光方位角は，偏光計で計測した値
をリファレンスとして，比較検証を行った。取得した 0°，

顕微鏡画像：90°青⇒0°赤

偏光センサ画像：90°赤⇒0°青

45°，90°，135°の偏光４方位の画像データを基に偏光
方位角演算を行い，偏光フィルムの中心位置の偏光方位
演算値と偏光計が示すリファレンス値を比較検証した。
その結果，相関係数 0.9989 という良好な結果が得られた。

図 7 偏光画像と顕微鏡画像との比較

5. おわりに
R2R 生産において，有機半導体膜結晶性インラインセ

また，撮像データ抜けが発生しない搬送速度は，１台で

ンシングを可能とする偏光イメージングセンサシステム

1.8 m/ 分，３台で 1.2 m/ 分であることを確認し，目標

の開発を行った。新たに，偏光一括計測が可能な後偏光

仕様である１m/ 分以上（３台連結）を達成した。

分離型光学系を構築し，偏光一括計測の原理を確認した。
その原理に基づき，高速で２次元可視化が可能な偏光イ

4.2 有機半導体薄膜計測結果

メージングセンサのプロトタイプを開発した。そのプロ

有機半導体膜の動的計測実験は，有機トランジスタ構

トタイプを共同研究先である山形大学に設置されている

造を模した有機半導体膜サンプルを試作し，ベースフィ

R2R 印刷装置に組み込み，フィールドテストを行い，有

ルムに貼り付けて，ベースフィルムを一定速度で搬送し

機半導体の結晶性を検出できることを確認した。偏光イ

ながら R2R 印刷装置から出力されるトリガ信号を受信し

メージングセンサの目標仕様は，計測領域，速度は達成

連続撮像を行った。有機半導体膜は，p 型低分子有機半

したものの，光学分解能 50 mm に対して 200 mm，偏光

導体である C8-BTBT (Sigma-Aldrich Japan, Japan) を採
用し，インクジェット印刷法で 15 mm × 40 mm ライン

方位角測定精度 0.2°に対して 0.4°と未達であった。これ

の塗布により形成した。

能であると考えている。また，有機半導体層の結晶性と

らの課題は，光学設計，光学調整の見直しにより達成可

有機半導体膜サンプルの動的計測データを基に，偏

偏光イメージングセンサで計測した偏光特性との相関性

光方位角演算で偏光方位角変換画像を図 6 に示す。得

を今後明らかにし，結晶性という品質情報可視化の実現

られた偏光方位角変換画像は，有機半導体の塗布ライン

性を確認していく。

（図 6 中赤枠）とベースのアルミ薄膜の像が明確に得られ

横河電機は，ターゲット市場として PE の R2R 製造プ

ており，塗布ライン半導体表面にて，結晶性に相関があ

ロセスを想定して，偏光イメージンセンサの開発を進め

ると考えられるコントラスト像も得られている。図 7 に，

てきた。この市場は，現在，創成期であり，将来の伸び

塗布ラインの有機半導体の偏光方位角画像の拡大図を示

が大いに期待できる。さらに，R2R 製造プロセスを採用

す。偏光方位角画像の色度は，偏光方位角度を示してお

しているのは，PE だけでなく，光学や包装などに代表さ

り，0°～ 90°に対して RGB を値付けしている。リファレ

れる機能性フィルム，シートや紙，パルプなどが挙げら

ンスとして，偏光顕微鏡（2.5 倍）で有機半導体膜サン

れる。これらの市場動向を常にウォッチしながら，ニー

プルを 21 枚撮像し，貼り合わせた偏光画像を作成して

ズを的確に捉え，今後の開発を進めていく。

比較検証を行った。比較検証を行う上で，偏光顕微鏡画
像，偏光センサ画像ともに２値化を行い，各画素の差分
演算で類似度評価を行う手法を採用した。比較検証の結
果，偏光方位角，グレインサイズの一致率は，74％であ
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った。100% にならないのは，偏光顕微鏡（2.5 倍）と偏

本研究の一部は，文部科学省「革新的イノベーション

光センサの倍率（1/15 倍）が異なるからである。それぞ

創出プログラム（Center of Innovation Program）」の助

れの倍率違いと画像データサイズから概ね 80％程度の一

成を受けて行われた。

致率と予測され，比較検証結果と近い値となった。
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図 6 有機半導体膜の偏光画像
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