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１. はじめに
近年、平面ではなく、三次元曲面上で動作させ
るデバイスの需要が増えており、図 1 に示すように、
立体的なモールド樹脂上にプリンタブル配線を形
成し、樹脂に埋め込んだ、あるいは樹脂上に実装し
たコンポーネント間を接続するインモールド・エレク
トロニクス（IME）の研究が注目されている。ところが、
プリンタブル配線では微細化や高密度化、スルー
プットの向上が難しい。また、平坦でない曲面基板
や三次元構造体に集積回路チップを実装すること
は困難を極める。そのような背景の中、プリント基板
を削除し、金型樹脂製品が主役となる IME は 2028
年までに 1,000 億円市場になると言われているが、
技術開発が停滞している。

み、Si ウエハで圧縮成型して平坦化し、ウエハレベ
ルで微細配線形成を行って集積する新しいフレキ
シブル・ハイブリッド・エレクトロニクス（FHE）を開発
してきた [1]。今回この技術を応用し、図２下段に
示すように、三次元的に蛇行する波状配線を形成
し、集積度の高い IME の基盤技術の研究開発に取
り組んだ。また、微小なコンポーネントとしてマイクロ
LED を圧縮成形したシート状のフレキシブル IME を
再度三次元成型したマウスピース型の立体的なフ
レキシブル IME の試作を行った。
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図１ インモールド・エレクトロニクス（IME）の実例
２．目 的
本研究ではプリンタブル配線を用いず、二次元形
状のデバイスシートを三次元形状に成型して立体
的にインテグレーションする。この場合、平面に構
成されたシートを立体的に再成型する際に生じる一
回の大きな曲げ変形に配線やチップが耐えなけれ
ばならない。そのため、配線に伸縮性を持たせるこ
とが必要である。図２上段に示すように、これまで二
次元平面上に蛇行させた S 字型伸縮配線が報告さ
れている。しかし、配線幅が太く、配線密度が低い
問題がある。我々は、曲げの障害にならない小型
チップ（チップレットと呼ぶ）を柔軟な樹脂に埋め込
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３．実用的な価値、実用化の見込など
IME とは、成形されたプラスチック部品に電子機
能を埋め込むことができる技術である。静電容量式
タッチパネル、照明、さらにはハプティクスを統合し、
最大 70％の小型軽量化を実現した曲面タッチセン
シティブインターフェースの効率的な製造方法とし
て期待されている。これらの利点を踏まえ、IME は
2032 年までに 15 億ドルの市場となり、主に自動車
や家電分野で応用されると予測されている。ここで
はさらにその先の IME を見据え、従来 IME の欠点
である集積化に資する技術開発と硬い樹脂だけで
はなく、フレキシブルな樹脂にも適用可能な潜在性
の高い技術開発を遂行した。収集した人間医工学
の専門家の意見を反映すると、計画当初の爪に付
ける脈波や SpO2 のセンサでは、QOL が低くなるた
め、ここでは既に実用化されている短期間で歯科

矯正を実現するマウスピース型フレキシブル IME の
高集積化に貢献する技術の開発に挑んだ。

1) マイクロLEDのプレースメント

PDMS

2) PDMSを注型

3) 圧縮成型

4) 第一支持基板から熱剥離

5) Parylene-C / SU-8成膜

6) 三次元波状構造形成

7) セミアディティブめっき工程で配線形成

成人女性の歯科矯正に適用可能な PDMS を用い
たマウスピース型の成型品に半導体チップを内蔵
した低出力光療法（フォトバイオモジュレーション）
用の近赤外光マイクロ LED のモジュールを試作し
た。
具体的には、以下の三つを目標とした。
（１）ウエハ圧縮成型を利用して配線幅 100µm の三
次元波状配線を形成
（２）曲面金型成型により三次元波状配線を有する
曲率半径 1mm 以下の曲げに耐えられるフレキシブ
ル IME を作製
（３）マイクロ LED と薄膜バッテリーを内蔵したマウス
ピース型 IME モジュールで短期の歯科矯正に必要
な出力(20mW/cm2)を確認
具体的な内容を以下に示す。図３に示すように、
Si ウエハの微細加工技術を用いて三次元波状配線
を形成した。フォトリソグラフィにより、配線を形成す
る領域のみに波状構造を高精度に付与できる点が
特長である。チップ内蔵二次元シート状基板、およ
びインモールド成型三次元基板には柔軟性を有す
る PDMS を採用した。まず、第一支持ウエハ上の仮
接着層 A（熱剥離テープ）に反転実装して固定し
（工程 1）、基板材料として厚さ 0.5mm 以下の PDMS
を用いて第二支持ウエハで圧縮成形した（工程
2-3）。第一支持ウエハを剥離することによって、微
小なチップが PDMS に埋め込まれた平らな二次元
シートを作製した（工程 4）。その後、フォトリソグラフ
ィとウェットエッチングによって微細な三次元波状配
線を形成した（工程 5-7）。最後に、加熱により支持
基板から熱剥離した（工程 8）。凹凸構造上でも微
細なパターニングが可能な高透明性の厚膜レジス
トを選定し、三次元波状構造の周期と高さを制御し
て IME で要求される伸縮率を目指した。今回、フォ
トバイオモジュレーション効果を利用して短期間で
歯科矯正が可能なマウスピース型のマイクロ LED
モジュールを試作した。使用した近赤外光を照射
できるマイクロ LED（チップサイズ 0.34mm 角）チップ
の仕様を図４に示した。ここでは発光波長 850nm を
用いた。
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8) 表面保護、第二支持基板剥離

図３ 三次元波状配線の形成工程
４．研究内容の詳細
ここでは、「ウエハ圧縮成型」で得られた半導体
チップ埋め込み樹脂基板に主にリソグラフィで立体
的な波状構造を形成し、「曲面金型による再成型」
で最終構造に加工する一連の工程を確立した。こ
の三次元波状配線形成技術を用い、応力中立軸
の配置などにより、配線幅 100µm で曲げ 1 半径
1mm にまで耐えられるように構造設計した。また、
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図４ 使用した近赤外光用マイクロ LED の仕様
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1. 平坦なPDMS（2DフレキシブルIME）
上に三次元波状配線を形成
3. 再成型用のPDMSを注型
金型(上)
2DフレキシブルIME

4. 再成型
金型(下)

3DフレキシブルIME

2. 金型(下)に設置
5. 金型から3DフレキシブルIMEを剥離

図５ 2D フレキシブル IME の再成型による 3D フレ
キシブル IME の作製方法
次いで、（２）の研究目標に関連する実験方法に
ついて述べる。図５に示すように、まず、歯茎の形を
模したマウスピース形状の下型（凹金型、曲率半
径: 10mm）に三次元波状配線が形成されたマイクロ
ＬＥＤチップアレイ内蔵モジュールを配置し、新たに
硬化前の PDMS 原料を注型した。次いで、同じ曲
率半径の上型（凸金型）で加熱しながら圧接し、曲
面状に再度圧縮成型した。マウスピースの形に成
型する樹脂には剥離性を考えて ABS 樹脂を採用し
た。ウエハプローバにより三次元波状配線の抵抗を
測定して、電気的な特性を評価した。また、曲げ試
験はテンションフリーU 字曲げ試験により評価した。
（３）の研究目標に対して、我々が選定した近赤外
光照射用マイクロ LED、および受動素子として微小
なチップ抵抗を用い、三次元波状配線を介してフォ
トバイオモジュレーションにより歯茎細胞のミトコンド
リアを活性化するのに必要な光量が得られるかどう
かを検証した。
まず、有限要素法で計算したシミュレーションで波
状構造の設計を行った。図６から分かる通り、三次
元波状配線を台形(Trapezoidal)と蛇行(Serpentine)
の二種類で比較し、配線厚さの最適化を行った。こ
の結果から、実験的に作製可能な蛇行配線の厚さ
1µm でフォン・ミーゼス応力の最も低い値を示すこと
が分かった。次いで振幅とピッチの最適化を行った。
このデータから振幅が大きいほど応力の低い三次
元波状配線が得られることが判明したが、フォトリソ
で作製する振幅には限度があるため、ここでは振幅
3µm の三次元波状配線を形成することにした。実際
にリソグラフィで得られた三次元波状配線の写真を
図７に示す。断線することなく、線幅 100µm の三次
元波状配線を形成することができた。また、曲率半
径 1mm で、1,000 回の繰り返し曲げ試験にも耐える
ことが分かった。
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図６ 三次元波状配線の応力シミュレーション結果
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図７ 三次元波状配線の作製結果（線幅 100µm）
次いで、このシート状の IME デバイスに対し、追
加の PDMS をモールド材として注型し、上下の金型
でプレスして三次元形状の IME を作製することを試
みた。図８（上）に示すように、ミトコンドリアの活性化
効果が高い近赤外光を照射できるマイクロ LED ア
レイを歯茎に当たるように配置し、薄膜バッテリーで
駆動する構成を検討した。薄膜バッテリーの容量は
十分ではないため、1 日 10 分程度の間欠動作を想
定した。将来的には、Bluetooth やメモリ、センサ等
を高度に集積化したモジュールを意識しているが、
ここでは上記のシンプルな構造で試作した。図８
（中）に示すように、ファンアウト配線を介し、PDMS

に圧縮成形して埋め込んだ 10 個の微小なマイクロ
LED を駆動させることに成功した。また、図８（下）に
示すように、シート状のフレキシブル IME をマウスピ
ース型に再成型することも可能とした。出力に関し
ても、フォトバイオモジュレーションに必要とされる
20mW/cm2 を得ることができた。この研究の成果の
一部は、第 69 回応用物理学会春季学術講演会で
発表した[2]。
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図８ マウスピース型フレキシブル IME の概念図
(上)、圧縮成形したマイクロ LED アレイの写真と発
光の様子(中)、試作したマウスピース型フレキシブ
ル IME の外観(下)
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５．まとめ（結言）
三次元波状構造により伸縮性を持たせたファンア
ウト配線を使用することにより、小さい曲率半径で曲
げても高い繰り返し曲げ耐性を示すフレキシブル
IME を作製することができた。この技術を利用して
PDMS で再成型することにより、立体的な形状でフ
レキシブルな IME を創出できる見通しを得ることが
できた。今後、この作製プロセスの歩留り向上と機
械的耐久性の強化、さらには生体で使用できる適
合性を高め、高集積三次元フレキシブル IME の発
展に努めたい。
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