
®

The Curea
‐Curing Reaction Monitors‐

Patented JP4185939B2

ＵＶ硬化樹脂硬化レベル判定⽤センサー

紫外線硬化樹脂の硬化レベルを非接触、
非破壊で測定できる装置



®

電子デバイス 化学製品 自動車部品 精密部品

センサーが使われる用途



®

樹脂の硬化⼯程

レジン・接着剤・コーティング・インク

ＬＥＤの封止 シーリング・固定・多層膜



®

何故 キュレアを使うのか？

分析機器等ラボテストとの比較での高い相関性

Perkin Elmer FTIR Spectrometer: 
FTIR Spectra & Functional Groups



®

何故キュレアを使うのか？

生産効率、生産能力、品質向上.

UV 照射機

UV 照射機

キュレアが無い時

キュレアがあるとき

ランダムに製品を抜き取り
ラボにて破壊検査

X
生産ラインにて連続測定

CUREA OTHERS

Measures all samples Measures 1 random
sample at intervals

Does not 
modify/destroy sample 

to measure

Modifies/destroys 
sample to measure

Does not interrupt 
process line

Interrupts process line

Evaluation is immediate Evaluation takes time 
and effort

Reduces scrap 
products to bad 

measurements only

Entire line’s batch is 
scrapped if a random 

sample is bad
Gives information about 

equipment reliability
Limited as an external 

device

Can be enhanced w/ 
live process control 

systems

Limited as an external 
device



®

生産工程において

UV 照射機

キュレアがないと…

抜き取り検査

• 1日に1万台生産する

• 1000台に1個抜き取る

• 1個測定するのに1時間かかる

1000
1

1. 一日あたり10個破壊する.

2. サンプルを取り出すのに生産ラインを止める必要がある場合がある.

3. 1000番目のサンプルが不良の場合、2000個の製品を廃棄する必要がでてくる.

4. ランダムな不良が１日1個出た場合、損失は生産量の２０~２５％程度であると予想される.

5. 不良が出た場合、それ以降の製品の品質保証はできなくなる.

6. 最大効率は中断なしで10000個の製品品質を保証することである

問題点



®

Coating        Coating       

Base             Base             Base            

硬化前 硬化反応中

ＵＶ硬化の原理

Coating       

UV硬化樹脂は100％硬化することはないと⾔われており、およそ80〜90％の反応率
で「硬化」とみなすケースが多い。
ーなぜ80〜90％なのか︖
それは、硬化するにつれて粘度が上がることにより、分⼦が動きづらくなるため、

重合しないまま終わってしまう分⼦が残るため。



®

1. UV

ＵＶ硬化開始剤 開裂

ＵＶ硬化と蛍光の関係

UV
2. 開始剤が分裂して、
オリゴマーと結合しやすくなる



®

蛍光

3. 反応終了

4. 反応終了後のポリマーに弱いＵＶを照射すると

センサーが微弱な蛍光を補⾜する

蛍光の強度のレベルで硬化度合いを判定する

ＵＶ照射

ＵＶ硬化と蛍光の関係



®

測定方法

励起光
微弱ＵＶ光

センサー

材料
蛍光

UV

材料

硬化状態を監視する

Curea

コントローラー

コントローラー

シーケンサーにアナログ出⼒を出⼒する

He
ig
ht
 1
26
m
m



FT-IRとの⽐較

実際の樹脂の状態イメージ

FT-IRで測定した反応率と、Cureaの測定値は相関が取れています

（Curea測定値に単位はありません）。上図の場合、FI-IRの結果

によると80〜90％で反応が⽌まっていることがわかります。

※実際にはどの反応率（硬化度合い）をお客様がOK品としている

かは判断できないため、予めお客様の現状の管理⽅法に基づいた

OK品の基準の処理条件をもとに検証する必要があります。

硬化度合いと蛍光発光量の紐づけについて

FT‐IR Curea



®

Coating        Coating       

Base             Base             Base            

硬化前 硬化反応中

ＵＶ硬化の原理

Coating       

UV硬化樹脂は100％硬化することはないと⾔われており、およそ80〜90％の反応率

で「硬化」とみなすケースが多い。

ーなぜ80〜90％なのか︖

それは、硬化するにつれて粘度が上がることにより、分⼦が動きづらくなるため、

重合しないまま終わってしまう分⼦が残るため。



お客様の条件をご提⽰いただいた後の検証例

お客様のOK品としている処理条件（例）

まずはこの条件にてチェック

その後周辺の条件をチェック

最終的に最適の管理数値を決定する



CureaⅠ運用例

UV

コントローラー

シーケンサーにアナログ
信号を出⼒するCurea

ロボットアームなど
で次⼯程に移したり、
不良品を押し出すな
ど、⾃由設計

OK!

PROGRAMMABLE 
LOGIC 

CONTROLLER 
(PLC)



実験装置のブロック構成

OMRON TECHNICS Vol.48 No.2（通巻158 号）2007より参照



Timing chart

OMRON TECHNICS Vol.48 No.2（通巻158 号）2007より参照

Start UV irradiation

Irradiation for curing resin

Fluorescence received signal (After HPF 
processing)

Fluorescence received signal

Fluorescence received signal (After S/H 
processing) Time



®

スマートフォンでの⽤途
過照射
UV‐LEDUVコート 不良品

適正照射UV‐LED

適正に硬化できて
いるかを確認

求める品質

UVコート

生産ラインを止
める事なくリア
ルタイムに生産
工程を監視する
ことが可能にな
る



®

スマートフォンのＵＶシールの場合

UV シール

UV‐LED

The Curea



®

生産ライン上でリアルタ
イムに生産を止めること
なく監視する

UV‐LED

‐ UV cured resins 
‐ Films
‐ UV Coatings

The Curea

フィルム⽣産ライン



®

キュレアが注射針と固定部の位置
に焦点を合わせている

カテレン針

コンベアラインは高速で移動している。そ
れをセンサーは硬化状態を監視している.

焦点部分

拡大図

硬化樹脂 注射針

使い捨て注射針での⽣産⼯程



®

⾞のダッシュボード周辺

デザインパネル

コーティング

Bベース材料

積層しＵＶ硬化処理のあと、センサーで硬化状態を確認
する

生産ラインのイメージ

the Curea



®

Spin coating

UV curing

result

マッピング結果

ＤＶＤ⽣産⼯程での使い⽅

マッピング

UV

UV curing

The Curea



 破壊テストによる評価を行うた
めに他の部品などを破壊する
必要がある箇所

 ガラスなどを介して接着する箇
所

 接着性能が大きく信頼性性能
を左右する箇所

The gluing point of optical pickup heads  (not for optical components)

ピックアップレンズ検査

Components of optical pickup heads

Glue

不良品の減少 無駄を減らす 経費削減

Firmly affixed

Glue

Glue


