出展の見どころ

Features and highlights

独自技術の UV-LED 複数波長露光により、2012 年の発売以来、世界中で数多くの導入実績を重ねた直接描画装置「Ledia」。
パッケージ基板をはじめとした高密度・高精細な基板に対応するため、このたび 15μm 対応のファインモデルを新たにリリー
スしました。また、検査システムでは最終外観検査装置（AVI）「FP-9000」を新たに開発。フルカラーによる極めて高い
検査性能を継承するとともに搬送機構を一新し、スループットや安定性が向上しています。「JPCA Show 2013」では、こ
れら 2 機種の実機を展示し、プレゼンテーションやデモンストレーションを通じて詳しく解説します。
さらに、光学式外観検査装置（AOI）の新たな付加価値や、近年急激に実績を伸ばしているタッチパネル製造向けのソリューショ
ンなど、業界を超えて幅広く活躍する大日本スクリーンの製品群をご紹介します。
Since their launch in 2012, Ledia direct imaging systems have established an impressive installation record worldwide, thanks to their
proprietary UV-LED multi-wavelength exposure technology. To enable processing of package PCB and other high-density, high-precision PCB,
Screen recently released a new “ﬁne line” model for 15 μm line widths. In addition, in the area of inspection systems, Screen has recently
developed the FP-9000 automatic ﬁnal visual inspection system (AVI). The FP-9000 has inherited the same outstanding full color inspection
capabilities of previous systems and is also equipped with a new transfer mechanism, noticeably improving throughput and stability.
Screen will be displaying both Ledia and the FP-9000 at JPCA Show 2013 and plans to use presentations and demonstrations to provide
detailed information on the systems. Demonstrating Screenʼs wide range of activity extending beyond the PCB industry, there will also be
introductions of other product groups including new value-adding automatic optical inspection systems (AOI) and touch panel
manufacturing solutions, which have shown dramatic sales growth in recent years.
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大日本スクリーンの技術を結集した、まったく新しい直接描画装置
「Ledia」。今回、新たに対応 L/S や位置精度が向上したファインモ
デルをラインアップしました。光源に UV-LED を採用し、複数波長露
光システムを独自開発。高感度はもちろん、汎用レジストからソルダー
レジストに至るまでの幅広い対応力に加え、スループット、歩留まり、
ランニングコストの三大要素において、圧倒的なパフォーマンスを実
現しています。
Ledia are completely new direct imaging systems
incorporating Screenʼ s full technical expertise. At JPCA
Show 2013, the lineup will include the new “ﬁne line” model,
featuring new line and space handling and improved
positional accuracy. Screen has adopted a UV-LED light
source for this model, enabling the development of a
unique multi-wavelength exposure system. The Ledia 5F
naturally provides high sensitivity and is able to handle a
wide range of resists from conventional to solder. It also
delivers incredible performance in the big three areas of
throughput, yield rates and running costs.

直接描画装置 Ledia 5F
Ledia 5F Direct Imaging System

その 検 査 性 能で 最 高 の 評 価を獲 得してきた最 終 外 観 検 査 装 置
「FP-8200」の後継機種。従来のステージ吸着方式はそのままに、
搬送機構を水平ステージ方式に一新し、さらなる高速安定搬送を実
現しました。新たに採用した 4ch の撮像センサにより、ソルダーレジ
スト暗部の検出力が格段に向上しています。
The FP-9000 is the successor to the FP-8200, a system
highly regarded for its excellent inspection capabilities. It
uses the same proven vacuum suction stage and features a
new horizontal stage type transfer mechanism, providing
even faster and more stable operation. The newly adopted
four channel imaging sensor also ensures a signiﬁcantly
improved ability to detect defects in the dark sections of
solder resist.

最終外観検査装置 FP-9000
FP-9000 Automatic Final Visual Inspection System

NPIプレゼンテーションのご案内
2013 年 6 月 7 日（金）10:50 〜 11:20、東京ビッグサイト東 6 ホールの D 会場にて、NPI プレゼンテーションを実施致します。
聴講ご希望の方は <npi2013@screen.co.jp> までお申し込みください。
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