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(57)【要約】
　造形対象となる三次元形状の電子デバイス１１を所定
厚みでスライスした複数層の断面形状１２を積層して三
次元形状の電子デバイス１１を製造する場合に、まず、
複数種の材料を用いて各層の断面形状１２をその下層の
断面形状１２に積層するように形成し、各層の断面形状
１２を形成する毎に当該断面形状１２に紫外線、レーザ
光、可視光等を照射して当該断面形状１２を硬化又は焼
結する。各層の断面形状１２の造形方法は、インクジェ
ット印刷やディスペンサ等による液滴吐出法によりバイ
ンダーを吐出して断面形状１２を形成したり、或は、粉
末状の材料を層状に敷き詰めて、バインダーを吐出して
粉末状の材料を結合したり、レーザ光を照射して焼結し
ても良い。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造形対象となる三次元形状の電子デバイスを所定厚みでスライスした複数層の断面形状
を積層して三次元形状の電子デバイスを製造する電子デバイスの製造装置において、
　複数種の材料を用いて各層の断面形状をその下層の断面形状に積層するように形成する
断面形状形成手段と、
　前記断面形状形成手段により各層の断面形状を形成する毎に当該断面形状に紫外光、レ
ーザ光、可視光、電子線のいずれかを照射して当該断面形状を硬化又は焼結する固化手段
と
　を備えていることを特徴とする電子デバイスの製造装置。
【請求項２】
　前記断面形状形成手段は、液滴吐出法により液状の材料を吐出して断面形状を形成する
手段を有することを特徴とする請求項１に記載の電子デバイスの製造装置。
【請求項３】
　前記断面形状形成手段は、粉末状の材料を層状に敷き詰めて、液滴吐出法によりバイン
ダーを吐出してその吐出領域の粉末状の材料を結合して造形する手段を有することを特徴
とする請求項１又は２に記載の電子デバイスの製造装置。
【請求項４】
　前記断面形状形成手段は、粉末状の材料を層状に敷き詰めて、レーザ光を照射してその
照射領域の粉末状の材料を焼結して造形する手段を有することを特徴とする請求項１乃至
３のいずれかに記載の電子デバイスの製造装置。
【請求項５】
　前記複数種の材料は、導電性材料、絶縁性材料、誘電性材料、抵抗体材料、半導体性材
料のいずれかであることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の電子デバイスの
製造装置。
【請求項６】
　造形対象となる三次元形状の電子デバイスを所定厚みでスライスした複数層の断面形状
を積層して三次元形状の電子デバイスを製造する電子デバイスの製造方法において、
　複数種の材料を用いて各層の断面形状をその下層の断面形状に積層するように形成する
工程と、
　各層の断面形状を形成する毎に当該断面形状に紫外線、レーザ光、可視光、電子線のい
ずれかを照射して当該断面形状を硬化又は焼結する工程と
　を含むことを特徴とする電子デバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、造形対象となる三次元形状の電子デバイスを所定厚みでスライスした複数層
の断面形状を積層して三次元形状の電子デバイスを製造する電子デバイスの製造装置及び
その製造方法に関する発明である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、特許文献１（特開平１１－２７４６７１号公報）に記載されているように、イン
クジェット法により基板に導電性材料、絶縁性材料、誘電性材料、抵抗体材料等のいずれ
かを噴射して、基板に、配線パターン、コイル、コンデンサ、抵抗、能動素子等の回路素
子を形成するようにしたものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２７４６７１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、インクジェット法により三次元形状の電子デバイスを形成する場合は、三次
元形状の電子デバイスを所定厚みでスライスした複数層の断面形状を積層して三次元形状
の電子デバイスを製造する必要がある。この場合、１層分の断面形状の印刷を行う毎にワ
ークを焼成炉に移し替えて焼成し、焼成後のワークを印刷装置に戻して次の層の断面形状
の印刷を行うという工程を繰り返して三次元形状の電子デバイスを製造するため、各層の
断面形状の印刷毎にワークの位置決めが必要となる。しかも、印刷に使用する材料の種類
によっては、焼成毎に焼成収縮したり熱膨張したりして、変形するため、各層の印刷毎に
焼成による変形に対する補正を行う必要がある。更に、ワークを何回も焼成すると、ワー
クの加熱・冷却が何回も繰り返されて、ワークが熱膨張・収縮を繰り返すことになり、そ
れによって、ワークにクラック（ひび割れ）や剥離等が生じる可能性があり、不良発生率
が増加する原因となる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明は、造形対象となる三次元形状の電子デバイスを所
定厚みでスライスした複数層の断面形状を積層して三次元形状の電子デバイスを製造する
電子デバイスの製造装置及びその製造方法において、複数種の材料を用いて各層の断面形
状をその下層の断面形状に積層するように形成する断面形状形成手段（断面形状形成工程
）と、前記断面形状形成手段（断面形状形成工程）により各層の断面形状を形成する毎に
当該断面形状に紫外線、レーザ光、可視光、電子線のいずれかを照射して当該断面形状を
硬化又は焼結する固化手段（固化工程）とを備えたことを特徴とするものである。
【０００６】
　本発明のように、複数種の材料を用いて各層の断面形状をその下層の断面形状に積層す
るように形成し、各層の断面形状を形成する毎に当該断面形状に紫外光、レーザ光、可視
光、電子線のいずれかを照射して当該断面形状を硬化又は焼結するようにすれば、各層の
断面形状の形成と固化（硬化又は焼結）をワークを移し替えることなく同じ位置で行うこ
とが可能となり、ワークの位置決めを何回も行う必要がなく、１回の位置決めで済む。し
かも、紫外線、レーザ光、可視光、電子線のいずれかを照射して断面形状を固化するため
、固化の際にワークに局所的に光エネルギ等を照射するだけで済み、固化の際のワークの
変形を少なくすることができて、固化時の変形に対する補正を不要又は少なくすることが
できる。更に、１層毎のワークの熱膨張・収縮を少なくすることができて、ワークにクラ
ック（ひび割れ）や剥離等が生じにくくなり、不良発生率を低減できる。
【０００７】
　この場合、各層の断面形状の造形方法は、インクジェット印刷やディスペンサ等による
液滴吐出法により液状の材料を吐出して断面形状を形成したり、或は、粉末状の材料を層
状に敷き詰めて、液滴吐出法によりバインダーを吐出してその吐出領域の粉末状の材料を
結合して造形しても良い。或は、粉末状の材料を層状に敷き詰めて、レーザ光を照射して
その照射領域の粉末状の材料を焼結して造形しても良い。また、三次元形状の電子デバイ
スを１種類の造形方法のみで形成しても良いが、使用する材料の種類によって造形方法を
使い分けるようにしても良い。
【０００８】
　造形に使用する複数種の材料は、導電性材料、絶縁性材料、誘電性材料、抵抗体材料、
半導体性材料のいずれかを用いれば良い。例えば、配線パターンやコンデンサの電極を形
成する部分には、導電性材料を用いれば良く、また、絶縁層を形成する部分には、絶縁性
材料を用いれば良く、また、コンデンサの誘電体層を形成する部分には、誘電性材料を用
いれば良く、抵抗体を形成する部分には、抵抗体材料を用いれば良い。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は本発明の実施例１の製造方法で造形する電子デバイスを示す斜視図である
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。
【図２】図２は実施例１の製造方法で造形する電子デバイスを所定厚みでスライスした複
数層の断面形状を示す斜視図である。
【図３】図３（ａ）～（ｄ）は実施例１の製造方法を説明する工程図である。
【図４】図４（ａ）～（ｆ）は実施例２の製造方法を説明する工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態を具体化した２つの実施例１，２を説明する。
【実施例１】
【００１１】
　本発明の実施例１を図１乃至図３に基づいて説明する。
　本実施例１の製造方法で造形する三次元形状の電子デバイス１１は、例えばパソコンの
マウス等のように、樹脂部分（絶縁部分）と金属部分（導電性部分）とからなる立体構造
物であり、当該電子デバイス１１を所定厚みでスライスした複数層の断面形状１２を回路
基板１３上に積層して造形する。
【００１２】
　本実施例１では、インクジェット印刷装置１４を用いて電子デバイス１１を造形する方
法を図３を用いて説明する。
【００１３】
　インクジェット印刷装置１４には、導電性材料を噴射するインクジェットヘッド１５、
絶縁性材料を噴射するインクジェットヘッド１６、抵抗体材料を噴射するインクジェット
ヘッド１７、誘電性材料を噴射するインクジェットヘッド１８、半導体性材料を噴射する
インクジェットヘッド１９等が搭載されている。更に、このインクジェット印刷装置１４
には、各層の印刷毎にその印刷部分に紫外光、可視光等の光エネルギを照射して硬化又は
焼成する紫外光源２１、可視光源２２、レーザ光源（図示せず）等が搭載されている。イ
ンクジェット印刷装置１４の記憶装置（図示せず）には、造形対象となる三次元形状の電
子デバイス１１を所定厚みでスライスした複数層の断面形状データがサーバー（図示せず
）等からダウンロードされて保存されている。
【００１４】
　電子デバイス１１を造形する場合は、まず、インクジェット印刷装置１４に回路基板１
３を搬入して該回路基板１３を所定の印刷位置に位置決めしてクランプ装置（図示せず）
でクランプした状態にする。
【００１５】
　この後、インクジェット印刷装置１４の記憶装置に保存されている１層目の断面形状デ
ータを読み込み、その断面形状データに従ってインクジェットヘッド１５～１９を駆動し
て回路基板１３上に導電性材料、絶縁性材料、誘電性材料、抵抗体材料、半導体性材料の
いずれかを噴射して１層目の断面形状１２を印刷する。導電性材料としては、例えば金属
ナノ粒子を含むインク、絶縁性材料としては、例えば紫外線硬化樹脂、抵抗体材料として
は、例えば導電性フィラーを含む樹脂、誘電性材料としては、例えば強誘電体粒子（チタ
ン酸バリウム等）、半導体性材料としては、例えば有機半導体等を使用すれば良い。例え
ば、配線パターンやコンデンサの電極を形成する部分には、導電性材料を用いれば良く、
また、絶縁層を形成する部分には、絶縁性材料を用いれば良く、また、コンデンサの誘電
体層を形成する部分には、誘電性材料を用いれば良く、抵抗体を形成する部分には、抵抗
体材料を用いれば良い。
【００１６】
　この後、紫外光源２１、可視光源２２、レーザ光源等の中から印刷材料の硬化・焼成に
適した光源を選択して、当該印刷部分に光エネルギを照射して硬化又は焼成する。例えば
、紫外線硬化樹脂を印刷した部分には、紫外光源２１から紫外光を照射して硬化させる。
また、導電性材料、抵抗体材料等を印刷した部分には、可視光源２２又はレーザ光源から
高エネルギの可視光又はレーザ光を照射して当該印刷部分を局所的に加熱して焼成する。
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これにより、１層目の断面形状１２の造形が終了する。
【００１７】
　この後、インクジェット印刷装置１４の記憶装置に保存されている２層目の断面形状デ
ータを読み込み、１層目と同様の方法で、１層目の断面形状１２上に２層目の断面形状１
２を重ねて印刷し、その印刷部分を硬化又は焼成する。以後、同様の方法で、３層目以降
の断面形状１２の印刷と硬化・焼成を行うことで、複数層の断面形状１２を積層して三次
元形状の電子デバイス１１を製造する。これにより、三次元形状の電子デバイス１１の内
部や表面に、配線、抵抗体、コイル、コンデンサ等を形成できる。配線、抵抗体、コイル
、コンデンサ等を厚く形成する必要がある場合は、厚く形成する部分の積層数を増やすこ
とで対応できる。
【００１８】
　以上説明した本実施例１によれば、複数種の材料を用いて各層の断面形状１２をその下
層の断面形状１２に積層するように印刷し、各層の断面形状１２を形成する毎に当該断面
形状１２に紫外光、レーザ光、可視光等を照射して当該断面形状１２を硬化又は焼成する
ようにしたので、各層の断面形状１２の印刷と硬化・焼成をワークを移し替えることなく
同じ位置で行うことが可能となり、ワークの位置決めを何回も行う必要がなく、１回の位
置決めで済む。しかも、紫外線、レーザ光、可視光等の光エネルギを照射して断面形状１
２を硬化・焼成するため、硬化・焼成の際にワークに局所的に光エネルギを照射するだけ
で済み、硬化・焼成の際のワークの変形を少なくすることができ、硬化・焼成による変形
に対する補正を不要又は少なくすることができ、上述したワークの位置決めが１回で済む
ことと相待って、生産性を向上できる。更に、１層毎のワークの熱膨張・収縮を少なくす
ることができて、ワークにクラック（ひび割れ）や剥離等が生じにくくなり、不良発生率
を低減できる。
【００１９】
　尚、本実施例１では、インクジェット印刷装置１４を用いて各層の断面形状１２を印刷
するようにしたが、インクジェット印刷以外の液滴吐出法（例えばディスペンサ等）によ
り各層の断面形状１２を描画しても良く、勿論、使用する材料の種類や印刷パターンの線
幅（微細度合）に応じてインクジェット印刷とそれ以外の液滴吐出法とを切り替えて使用
するようにしても良い。
【実施例２】
【００２０】
　上記実施例１では、インクジェット印刷等の液滴吐出法により各層の断面形状１２を描
画するようにしたが、図４に示す本発明の実施例２では、粉末状の材料を層状に敷き詰め
て、液滴吐出法によりバインダーを吐出してその吐出領域の粉末状の材料を結合して造形
したり、或は、粉末状の材料を層状に敷き詰めて、レーザ光を照射してその照射領域の粉
末状の材料を焼結して造形するようにしている。
【００２１】
　以下、本実施例２の製造方法を説明する。
　まず、図４（ａ）に示すように、皿状の容器３１内に粉末状の材料（例えば石膏等の絶
縁性材料の粉末）を収容してスキージ３２で層状に敷き詰める。この後、図４（ｂ）に示
すように、当該材料の断面形状データに基づいてインクジェットヘッド３３（又はディス
ペンサ）によりバインダーを吐出してその吐出領域の当該材料を結合して当該材料の断面
形状を造形する。この後、図４（ｃ）に示すように、バインダーで結合されていない不要
部分の材料を取り除いた後、図４（ｄ）に示すように、次の粉末状の材料（例えば粉末金
属材料）をスキージ３２で層状に敷き詰める。この後、図４（ｅ）に示すように、当該材
料の断面形状データに基づいてレーザ光源３４からレーザ光を照射してその照射領域の当
該材料を焼結して当該材料の断面形状を造形した後、図４（ｆ）に示すように、焼結され
ていない不要部分の材料を取り除く。
【００２２】
　以上説明したバインダー又はレーザ光を用いた造形処理を、１層の断面形状に含まれる
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材料の種類毎に行って、１層分の断面形状を造形した後、その断面形状上に次の層の断面
形状を造形するという処理を繰り返すことで、複数層の断面形状を積層して三次元形状の
電子デバイスを製造する。
【００２３】
　以上説明した本実施例２でも、前述した実施例１と同様の効果を得ることができる。
　尚、本発明は、造形に使用する材料の種類に応じて実施例１と実施例２の造形方法を組
み合わせて実施しても良い。
【００２４】
　その他、本発明は、図１に示す構造の電子デバイスに限定されず、様々な構造の電子デ
バイスに適用して実施でき、また、複数の部材の構造物に限定されず、１つの回路素子を
造形する場合にも適用して実施できる等、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施で
きることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００２５】
　１１…電子デバイス、１２…断面形状、１３…回路基板、１４…インクジェット印刷装
置、１５～１９…インクジェットヘッド、２１…紫外光源、２２…可視光源、３３…イン
クジェットヘッド、３４…レーザ光源

【図１】 【図２】
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