DiPaMAT

エキスパートが作り
出したインクによる
デジタル PCBへ

アグフアが選ばれる
理由

アグフアは業界初期の時代から、感光性の銀塩フィルム
（PET）の生産に携わっており、その豊富なノウハウを基
に、PCB 基盤生産用フィルムを供給して参りました。今日
では、安定した製品の品質や信頼性、及びサービスを提供
する事で、フォトツーリング用フィルムで世界 No.1 の企
業となっております。

デジタル印刷のメリットは柔軟性、コスト削減、
環境への対応が可能となる点にあります。アグフ
アはグラフィック、包装業界で長年の実績におい
て、それらのメリットを十分に証明しています。
またその他の専門分野でも、インクジェットシス
テムの採用が進んでいます。
しかしながら、新しい分野に導入されるために
は、機能的組成、物理的特性に関して、厳しい要
求を満たす必要があります。
アグフアは、インクジェット技術に関連する多く
の知的財産を有しており、様々な業界向けにイン
クジェットインクの開発や量産が可能な、世界的
に認知された企業です。 アグフアは PCB の製造プ
ロセスについて、深い知見を有しています。試作
や量産を含め、アナログからデジタルへの移行を
検討している PCB メーカー様にとって、信頼出来
るパートナーです。

DiPaMAT

なぜ PCB にインクジェットなのか
皮肉なことに、プリント基板業界は多くの産業に対
し、デジタル技術を満足させるツールを作り出して
来たにも関わらず、 PCB 基板用のインクジェット用
インクが出来る迄には、かなりの時間を待たなけれ
ばなりませんでした。
PCB の製造をデジタルへ移行させる事で、工程の
柔軟性と環境に対するサスティナビリティを得る
ことが可能となります。インクジェット技術は、
設計データを直接基板にプリントする事が可能で
す。これにより、従来の工程及び費用を削減する
事が出来ます。インクジェットは一連の生産工程
と、カスタマイズされた工程を、1つのプロセスに
統合する事を可能にしました。さらに、インクジ
ェットは”ドロップ・オン・デマンド“ 、つま
り全面ではなく、必要なエリアのみにプリントす
る事が可能となります。

従来の製造方法と比べ、インクジェット技術は PCB
の製造において、全く新しい技術を提案します。
このシステムを導入する事により、従来の工程の問
題を改善し、生産効率の向上を図ることが可能とな
ります。

DiPaMAT インクジェットインクについて
全てのインクは、水銀灯や LED を用いることで UV 硬化が可能です。インクは無
毒性で、溶剤も含まれておりません。また臭気も少なく、環境にやさしい設計と
なっています。 DiPaMAT インクは室温でも粘度が低い為、幅広いプロセス条件下
において高い印刷効率を得ることが可能です。
DiPaMAT インクは ISO9001 に基づき、全ての業界基準や、安全衛生基準に準拠し
製造されております。
DiPaMAT インクは、主要な産業用ピエゾプリントヘッド、および主要なインクジ
ェットプリンターメーカーによって検証されております。

ソルダーマスクインク
の可能性
DiPaMAT ソルダーレジストインクは、あらゆるレベ
ルにおいて、デジタルインクジェット印刷の利点を
引き出します。
従来のプロセス、又はダイレクト露光機（ LDI ）と
比較した場合、インクジェットは必要な場所に必要
な量のみのソルダーマスクを印刷する事を可能とし
ます。これにより、多くのプロセスや、環境への負
荷を削減する事が可能です。
ソルダーマスク用に設計されたインクジェットプリ
ンターには、先進的なプリントヘッドだけでなく、
洗練されたアルゴリズムが組み込まれています。こ
れにより、 PCB 上に様々な厚さでのプリントが可能
になると言う、ユニークな性能を発揮します。 部
分的に絶縁抵抗性能を向上させたり、エッジ部分へ
最適な印刷をする事が可能です。

2019 年、アグフアの DiPaMAT インクを使用し
たPCB 製造用インクジェット技術に、権威ある
IPC APEX イノベーションアワードが授与されま
した。

非常に高い印刷精度によって、ビアの中への堆積や
ハンダブリッジを回避する事が可能となります。
DiPaMAT ソルダーマスクは IPC SM840 を満たしてお
ります。耐熱性が高く、自動車業界の厳しい要求に
も適合します。
DiPaMAT ソルダーマスクインクは、その化学組成により、強
い密着層を有するマルチパス印刷を可能にしました。要求に合
わせて様々な厚さを形成する事が可能です。
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精密に制御された印刷技術により、ビア貫通不良、半田ブリッ
ジといった、従来の印刷プロセスで発生しがちな問題を解決し
ます。

簡単に実装できるエッチレジストインクジ
ェット印刷

DiPaMAT エッチレジストインクは、既存のエッチング及び剥離
プロセスを用いることができ、 PCB 内層用の Cu 上やケミカル
ミリング、装飾用での様々な金属上へのプリント等、用途を拡
大しています。

アグフアの青色 DiPaMAT エッチレジストインクは、
多くの金属上において素晴らしいイメージコントラ
ストを生み出します。酸エッチングに対して、優れ
た耐性を有しております。
DiPaMAT エッチレジストインクは PCB 製造のみに限ら
ず、精密加工、金属装飾用途における、パターン形成
時のドライフィルムの代替として実績があります。
DiPaMAT エッチレジストインクの使用に際しまして
は、高性能なインクジェットプリンタを必要としま
すが、既存のエッチング及び剥離プロセスの変更は
必要ありません。
可変データを印刷出来ることにより、従来のような
高いセットアップや準備のコストをかけずに、カス
タマイズされた 1 枚のみを作成する事が出来るよう
になるなど、新しい可能性が広がります。

シングルプロセス 1 回でレジェンドおよび
シリアル番号を印刷
スクリーン印刷の代替としてレジェンドインクが
導入された事は、プリント基板製造におけるデジ
タル化の始まりを意味するものです。アグフアは
リジッド基板用、白、黄、黒、フレキ基板用白と
いった、包括的な製品群をご提供しています。こ
れら全てのインクには高い隠蔽性があり、黄ばみ
等の変色もありません。また優れた密着性、硬度
及び、半田耐性を重ねて有しております。さら
に、これらのインクはほとんどの工業用プリント
ヘッド及びシステムで使用する事が可能です。
従来の工程においては、各 PCB ボード上にシリア
ルナンバー、 QR コードを印字する為には、スク
リーン印刷によるマーキング後に追加工程が必要
でした。インクジェットによる可変データ印刷に

より、 DiPaMAT レジェンドインクは、連続したシリ
アル番号や、マーキングを同時に印刷する事が可能
です。これは目に見えない効率改善と言えるでしょ
う。 DiPaMAT レジェンドインクは、個々の基板上に
おいて、優れた耐久性とトレーサビリティ-を保証し
ます。また、従来のプロセスと簡単に統合する事が
可能です。

DiPaMAT レジェンドインクは、 PCB のマーキングとシリアル
番号の印刷を、単一のプロセスとして同時に行う事ができま
す。これは、スクリーン印刷後のレーザーマーキングと比較
して、かなり効率的です。 DiPaMAT インクのカラーバリエー
ションは背景の色を問わず、小さな文字での最適な表示をも
可能とします。

アグフア世界中のお客様へサポートを提供します。
アグフアは、グローバルネットワークと長年のビジネスパートナーとの協力体制を通じ、インクジェットに
関する専門的な知識、豊富なアプリケーションに対する知見を世界中のお客様へ提供しております。
当社製品についての詳しい情報は、 agfa.com/depamat を通じ、各国の DiPaMAT 担当者迄ご連絡ください。

アグフアの組織

D I PA M AT 機 能 別 製 品 一 覧
DiPaMAT Legend Ink

アプリケーション

色

Wh04

リジッド基板

隠蔽性の高い白色

Wh04LS

リジッド基板

隠蔽性の高い白色

Bl01

リジッド基板

高い濃度の黒色

Ye04

リジッド基板

黄色

FWh01

フレキシブル PCB 基板 隠蔽性の高い白色

DiPaMAT Solder Mask

アプリケーション

色

SMG01

リジッド基板

緑

SMFG01*

フレキシブル PCB 基板 緑

SMFBl01*

フレキシブル PCB 基板 黒

DiPaMAT Etch および Plating Resist アプリケーション

機能

剥離

ER01

プリント基板及び金属
構造物

酸でのエッチング（既存の
機器と互換性あり）

フレーク（既存の機器と
互換性あり）

SRD01*

金属構造化

酸でのエッチング
ブラッシング

ソリュブル

PR01*

金属メッキ

表面メッキ

フレーク

（*）開発中

インク開発及び製造工程は ISO9001 認証を取得したアグフアの
品質マネジメントシステムに基づいております。
アグフアは ISO14001 環境認証も取得しています。
DiPaMAT,Agfa,および Agfa rhombus は Agfa-Gevaert N.V., Belgium 又はその関連会社の登録商標で
す。 Agfa-Gevaert は可能な限り正確な情報を提供するよう努めておりますが、誤字、脱字など
には責任を負うものではありません。本文書に掲載されているすべての情報は製品紹介を目的
としております。その為、本文書内に記載されている製品の特徴を仕様設定の目的で使用しな
いでください。本文書の情報は現時点で入手できる最新の情報に基づいております。技術的変
更により内容に変更が生じる事がございます。
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