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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
漆塗膜に、該漆塗膜の一部が除去されて成る所定のパターンを形成する漆塗膜の加工方
法であって、
漆塗膜の表面に紫外線を照射することにより、漆の主成分であるウルシオールを分解し
て除去し、漆塗膜に、前記パターンを形成することを特徴とする漆塗膜の加工方法。
【請求項２】
漆塗膜に、該漆塗膜の一部が除去されて成る所定のパターンを形成する漆塗膜の加工方
法であって、
漆塗膜の表面に紫外線を照射することにより、漆の主成分であるウルシオールを分解し
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て除去し、漆塗膜に、前記パターンを形成し、
前記パターン内に配線を装填し、
絶縁材である漆塗膜に付加して、前記配線に接続された又は前記配線を構成要素として
有する電子回路を実装することを特徴とする漆塗膜の加工方法。
【請求項３】
漆塗膜として、第１漆塗膜を形成し、第１漆塗膜の上に電子回路を形成し、第１漆塗膜
及び電子回路の上に第２漆塗膜を形成し、第２漆塗膜に前記パターンを形成し、該パター
ン内に配線を装填して、前記電子回路と、第２漆塗膜の上に形成される別の電子回路とを
電気的に接続し、絶縁材である漆塗膜に付加して電子回路を実装することを特徴とする請
求項２に記載の漆塗膜の加工方法。
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【請求項４】
漆塗膜として、第１漆塗膜を形成し、第１漆塗膜に前記パターンを形成し、該パターン
内に配線を装填し電子回路を形成し、第１漆塗膜及び電子回路層の上に第２漆塗膜を塗布
し、絶縁材である漆塗膜に付加して電子回路を実装することを特徴とする請求項２に記載
の漆塗膜の加工方法。
【請求項５】
前記電子回路と前記漆塗膜は、回路構造体を構成することを特徴とする請求項２から３
のいずれかに記載の漆塗膜の加工方法。
【請求項６】
漆塗膜に、該漆塗膜の一部が除去されて成る所定のパターンを形成する漆塗膜の加工方
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法であって、
漆塗膜の表面に紫外線を照射することにより、漆の主成分であるウルシオールを分解し
て除去し、漆塗膜に、前記パターンを形成し、
前記パターンは、漆塗膜を備えた製品の外観の装飾デザインとなることを特徴とする漆
塗膜の加工方法。
【請求項７】
前記パターンとして、凹部及び孔、又は凹部若しくは孔を形成することを特徴とする請
求項１〜６のいずれかに記載の漆塗膜の加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、漆塗膜の加工方法に関する。より詳細には、本発明は、紫外線を用いて漆塗
膜の一部を局所的に除去し、漆塗膜に所定のパターンを加工する方法である。
【０００２】
例えば、本発明は、基板上に塗布された絶縁材として機能する漆塗膜を、紫外線を用い
てその一部を局所的に除去し、導電体（例えば、導電性ペースト、導電性インク、導電性
の金属材料等）を充填して配線を装填するスルーホールや溝等の所定のパターンを形成す
る加工方法である。
【背景技術】
【０００３】
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従来、一般的に、各種の製品及びその製造技術については、コスト、耐久性等の優位さ
が追求されてきたが、これらに加わって、近年、特に、デザイン性、環境負荷の軽減、人
への優しさ、安全性の向上等の要請が高まっている。
【０００４】
環境負荷の軽減に関しては、例えば、各種の電子製品に組み込まれている回路構造体に
ついてみると、従来は、その製造工程において、エッチング等において使用する各種の薬
品、化学剤の後処理等、環境に対する負荷が高い。
【０００５】
このような負荷を軽減するために、回路構造体の製造において、レーザーを用い、その
構成要素である、例えば、絶縁材等の切断、孔開け等、基板を直接加工する技術が登場し
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（特許文献１、２、３参照）、製造による環境負荷は低下しつつある。
【０００６】
また、人への優しさ、安全性の向上に関しては、例えば、近年の電子デバイスの分野で
、主に人ヘルスケア等のＱＯＬ（Quality of Life、生活の質）の向上を目的とした、肌
との接触時間が非常に長いウェアラブル機器（Wearable機器：身につけて持ち歩く機器）
が近年急激に広まっている。
【０００７】
例えば、人の手首につけて、ジョギング、ウォーキング、ダンス、あるいは日々の生活
等で消費するカロリーを計測できるアームリストが知られている（特許文献４参照）。
【０００８】
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さらに、口部という最もデリケートな部分に焦点を当てた試みも増加している。例えば
、味覚器に電気刺激を与えて電気味覚を呼び起こすという原理に基づき、その手段として
フォークや箸に電極を付して、水分を含む食物に電気を流して食べるという考えも知られ
ている（非特許文献２参照）。
【０００９】
また、家庭内には人とコミュニケーションを行うロボットが入り込み、機械が人と密接
に触れ合う機械が劇的に増加している。これらのデバイスでは、人の汗等の水分や衝撃等
の過酷な環境に耐え、人に対する衛生面やアレルギー等に対して極め安全であることが必
要となる。
【００１０】
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そのために、従来は、このような製品が出てもプロトタイプに留まっているか、デザイ
ンや使用可能な素材、その用途が大幅に限られている。以上のような観点から、各種の素
材の開発は当然のこととして、既知の素材についても新たな加工技術、利用技術を開発し
ていくことは、きわめて重要なことである。
【００１１】
ところで、漆芸は日本独特の装飾美を持ち、世界から「Japan」と呼ばれる等、日本を
代表する伝統工芸である。漆器に使用されている漆は、塗料として、耐薬性、防水防腐性
、抗菌性、堅牢性等の耐性において、非常に優れた特性を持ちあわせており、人や環境に
対して優しい無公害の天然樹脂塗料である。こうした特色から、古くから食器等の日用品
から家具、船舶、建築等に至るまで広範囲に用いられてきた。

20

【００１２】
そして、漆については、「漆の主成分であるウルシオールはベンゼン環や複数の二重結
合を持つため，紫外線が当たるとα水素が励起され，酸化を受けやすい。漆塗膜中のウル
シオール成分は紫外線を受けると次第に分解して低分子化し，炭酸ガス，低分子有機酸等
に変化して大気中に揮散する。漆のその他の成分はビヒクル成分であるウルシオールがな
くなると，雨等によって流されるので，漆塗膜は表面から劣化していき，だんだん膜厚が
薄くなっていく。これが漆塗膜の劣化の機構である」という点が知られている（非特許文
献３、４参照）。
【００１３】
なお、漆塗膜上に導電体でパタンを形成し、それをタッチセンサとして用いるアート作
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品は知られている（非特許文献５参照）。ただし、本作品は漆塗膜自身に対する加工は行
っておらず、漆を装飾用塗料として用いているにすぎない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平０７−０３０２１２号公報
【特許文献２】特開２００１−２３７５２４号公報
【特許文献３】特開２００５−１９７２７３号公報
【特許文献４】特開２０１３−１４０１５８号公報
【非特許文献】
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【００１５】
【非特許文献１】Nike, Inc., "NIKE+FUELBANDhttp://www.nike.com/us/en̲us/c/nikeplu
s‑fuelband"
【非特許文献２】中村、宮下、「電気味覚を活用した味覚の増幅と拡張」、インストラク
ション2011, pp.461‑ 464, 2011.
【非特許文献３】江頭俊郎、梶井紀孝、「屋外用漆塗膜に関する研究」、www.irii.jp/th
eme/h18/pdf/study14.pdf
【非特許文献４】佐藤弘三、漆膜の劣化原因、塗料物性工学、p.225‑228
【非特許文献５】http://yurisuzuki.com/works/urushi‑musical‑interface/
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
上記レーザーを用い基板を直接加工する従来の技術は、確かに製造による環境負荷は低
下させる。しかしながら、このような技術は、出力の大きなレーザーが必要であり、その
ため、経済的に好ましくはないだけでなく、レーザーを基板に照射した際に生じる熱で、
基板及び基板に設けた部品等を物理的に変形、変質させる懸念もある。
【００１７】
即ち、レーザーを用い基板を直接加工する技術では、強力なレーザーによる高出カエネ
ルギーによる基板の物理的な破壊を行っているため、加工に伴って生じる熱により、基板
や基板に設けた部品の変形等、信頼性が損なわれる危険性が存在する。
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【００１８】
漆は、その表面は美しく、上記のとおり非常に優れた特性を持ちあわせており、人や環
境に対して優しい無公害の天然樹脂塗料である。しかしながら、漆塗膜に所定のパターン
やデザインを付与すること（非特許文献５参照）は、重ね塗り等の面倒な技術を必要とし
、また蒔絵の製作工程等からみても、きわめて面倒な芸術的技能を要する。漆塗膜にシル
クスクリーンで模様を印刷することは可能であり、蒔絵に比較すると容易であるが、蒔絵
のような繊細さを出すのは難しい。
【００１９】
本発明は、各種の耐性及び電気絶縁性を有し、人や環境に対して無害でやさしい特性を
有する漆を、漆工芸の分野において一層活かすことはもちろんのこと、先端技術と融合さ
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せて新たな産業を創出することを目的とするものである。
【００２０】
そのために、本発明は、紫外線によって、従来技術と比較して小さな出力で紫外線を照
射することで加工でき、照射される部材及び照射対象部分以外に、熱による変形や変質等
の悪影響が与えない漆塗膜の加工方法を実現することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
本発明は上記課題を解決するために、漆塗膜に、該漆塗膜の一部が除去されて成る所定
のパターンを形成する漆塗膜の加工方法であって、漆塗膜の表面に紫外線を照射すること
により、漆の主成分であるウルシオールを分解して除去し、漆塗膜に、前記パターンを形
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成することを特徴とする漆塗膜の加工方法を提供する。
【００２２】
本発明は上記課題を解決するために、漆塗膜に、該漆塗膜の一部が除去されて成る所定
のパターンを形成する漆塗膜の加工方法であって、漆塗膜の表面に紫外線を照射すること
により、漆の主成分であるウルシオールを分解して除去し、漆塗膜に、前記パターンを形
成し、前記パターン内に配線を装填し、絶縁材である漆塗膜に付加して、前記配線に接続
された又は前記配線を構成要素として有する電子回路を実装することを特徴とする漆塗膜
の加工方法を提供する。
【００２３】
漆塗膜として、第１漆塗膜を形成し、第１漆塗膜の上に電子回路を形成し、第１漆塗膜
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及び電子回路の上に第２漆塗膜を形成し、第２漆塗膜に前記パターンを形成し、該パター
ン内に配線を装填して、前記電子回路と、第２漆塗膜の上に形成される別の電子回路とを
電気的に接続し、絶縁材である漆塗膜に付加して電子回路を実装するようにすることが好
ましい。
【００２４】
漆塗膜として、第１漆塗膜を形成し、第１漆塗膜に前記パターンを形成し、該パターン
内に配線を装填し電子回路を形成し、第１漆塗膜及び電子回路層の上に第２漆塗膜を塗布
し、絶縁材である漆塗膜に付加して電子回路を実装するようにすることが好ましい。
【００２５】
前記電子回路と前記漆塗膜は、回路構造体を構成する構成としてもよい。
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【００２６】
本発明は上記課題を解決するために、漆塗膜に、該漆塗膜の一部が除去されて成る所定
のパターンを形成する漆塗膜の加工方法であって、漆塗膜の表面に紫外線を照射すること
により、漆の主成分であるウルシオールを分解して除去し、漆塗膜に、前記パターンを形
成し、前記パターンは、漆塗膜を備えた製品の外観の装飾デザインとなることを特徴とす
る漆塗膜の加工方法を提供する。
【００２７】
前記パターンとして、凹部及び孔、又は凹部若しくは孔を形成するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００３１】
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本発明によれば次のような顕著な効果が生じる。
（１）本発明において漆塗膜を加工する方法は、従来のレーザーによる加工方法とは根本
的に異なり、熱による分解ではなく、紫外線により漆の主成分であるウルシオールの化学
反応による分解を利用する。従って、照射する紫外線の出力（エネルギー密度）は、従来
のレーザー加工技術に比べて、比較的少なくてよい。そのため、熱による、照射部分以外
への熱による変形、変質、損傷等の悪影響を低減することが可能となる。
【００３２】
（２）漆の有する耐薬性、防水防腐性、抗菌性、堅牢性、電気絶縁性等、耐性に優れた特
性によって、漆を用いた機器等の信頼性、安定性、安全性、人や環境に対する優しさを向
上することができる。
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【００３３】
特に、漆塗膜は、１回塗りの薄さの限界である５μｍ程度の薄さでも、電気絶縁性を発
揮するので、電子機器の絶縁材等に使用すると、機器全体の小型軽量化に寄与する。また
、漆は各種の耐性にすぐれ、特に抗菌性を有し、人が身につける各種のウェアラブル機器
に適用すれば、その工芸的な美に加えて、人にも優しいという効果を発揮する。
【００３４】
（３）漆は、ほぼすべての素材に塗布可能であり、従来からの伝統工芸に欠かせない素材
であり、このような漆と電子デバイスを組み合わせることで、伝統工芸にハイテクを融合
した新たな産業分野を創出することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００３５】
【図１】本発明の実施例１を説明する図であり、（ａ）〜（ｆ）は、本発明に係る漆塗膜
の加工方法を利用して多層回路構造体を製造する工程を説明する図であり、（ａ）、（ｃ
）、（ｅ）は平面図であり、（ｂ）、（ｄ）、（ｆ）は、それぞれ（ａ）、（ｃ）、（ｅ
）のＢ−Ｂ、Ｄ−Ｄ、Ｆ−Ｆ断面図である。
【図２】上記実施例１を説明する図であり、（ａ）〜（ｄ）は、本発明に係る漆塗膜の加
工方法を利用して多層回路構造体を製造する図１（ｆ）に示す工程に続く製造工程を説明
する図であり、（ａ）、（ｃ）は平面図であり、（ｂ）、（ｄ）は、それぞれ（ａ）、（
ｃ）のＢ−Ｂ、Ｄ−Ｄ断面図である。
【図３】上記実施例１を説明する図であり、（ａ）〜（ｄ）は、本発明に係る漆塗膜の加
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工方法を利用して多層回路構造体を製造する図２（ｄ）に示す工程に続く製造工程を説明
する図であり、（ａ）、（ｃ）は平面図であり、（ｂ）、（ｄ）は、それぞれ（ａ）、（
ｃ）のＢ−Ｂ、Ｄ−Ｄ断面図である。
【図４】上記実施例２を説明する図であり、（ａ）〜（ｅ）は、本発明に係る漆塗膜の加
工方法を利用して多層回路構造体を製造する製造工程を説明する製造工程にある多層回路
構造体等の断面図である。
【図５】上記実施例２を説明する図であり、（ａ）〜（ｅ）は、図４（ｅ）に続く本発明
に係る漆塗膜の加工方法を利用して多層回路構造体を製造する製造工程を説明する製造工
程にある多層回路構造体等の断面図である。
【図６】本発明の効果を実証する試験例３を説明する図であり、（ａ）は試験例３に使用
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した試験装置の回路図であり、（ｂ）は試験例３の試験装置を模式的に説明する断面図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
本発明に係る漆塗膜の加工方法を実施するための形態を実施例に基づいて図面を参照し
て、以下に説明する。
【００３７】
前記課題において説明したような問題に鑑み、本発明者は、人や環境に対して無害な素
材について、またそのような素材の加工対象部分以外の部分へ変形や変質等の悪影響を与
えないような加工方法について、さらに該加工方法を適用して製造可能な製品について、
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研究開発を進めた。
【００３８】
そのような研究開発の過程で、本発明者は、前記のとおり、耐性、即ち耐薬性、防水防
腐性、抗菌性、堅牢性等、塗料として非常に優れた特性を持ちあわせており、人や環境に
対して優しい無公害の天然樹脂塗料である漆に着目し、漆の新たな利用技術、そのための
漆の加工技術を検討した。
【００３９】
漆は、紫外線に極度に触れすぎると反応して分解、劣化することは周知であり（非特許
文献３、４参照）、従来、漆分野の当業者は、紫外線の影響を受けず紫外線に強い漆の技
術開発に、努力を傾注していた。
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【００４０】
本発明者は、そのような従来の技術開発とは全く逆の発想をして、漆は紫外線に極度に
触れすぎると劣化するという従来知られた欠点をむしろ積極的に利用し、そして、漆の主
要成分が特定の波長に反応し分解されるという知見の基づき、漆塗膜の一部に紫外線を照
射することによりその部分を除去し、漆塗膜に、漆塗膜の一部が除去されて成る所定のパ
ターンを形成する加工方法を発明するに至った。
【００４１】
ここで「所定のパターン」とは、漆塗膜の一部が除去され、所定の形状（平面視の形状
、立体視の形状）を有する凹部（例．溝、或いは矩形や円形の凹所）、孔（例．貫通孔）
、その他三次元構造等から成るパターンである。これらのパターンは、比較的簡単な形状
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からかなり複雑な形状まで含むが、電子回路の配線溝に適用する場合等では比較的簡単な
形状も想定されるが、デザイン的にはかなり複雑な模様も想定される。
【００４２】
本発明は、このように、漆塗膜の一部に紫外線を照射することによりその部分を分解し
て除去し、漆塗膜に所定のパターンを形成する方法である。紫外線を照射することで、漆
を構成する主成分であるウルシオールが分解され（詳細は非特許文献３、４参照）、漆の
他の成分である多糖類の物質が残る。
【００４３】
漆が分解された後に残る多糖類の物質は、簡単に除去可能である。即ち、多糖類物質は
、粉状になっているため、本発明の加工方法を実施するに際しては、ブロア一等で風を供
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給し吹き飛ばして除去しながら紫外線の照射を行えばよい。
【００４４】
漆を構成する主成分はウルシオールであるが、漆の産地によって主成分の名前は異なり
、化学式は微妙に異なるが、紫外線に対する特性はほぼ同じである。例えば、台湾、ベト
ナム産の漆木では、漆の主成分はラッコール（laccol）と言い、タイ、ミャンマー産の漆
木では、漆の主成分はチチオールという。本明細書では、ウルシオールを例に説明する。
【００４５】
本発明の加工方法では、照射する紫外線として、紫外線レーザー及び紫外線ランプ光（
水銀ランプや紫外線ＬＥＤ等の拡散光）のいずれかを使用する。
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【００４６】
まず、紫外線レーザーを使用する場合について説明する。紫外線レーザーを使用する場
合は、漆塗膜の一部を局所的（スポット的）に照射し、紫外線レーザー及び加工対象物の
うちの一方を固定し、他方をパターンが形成されるように、二次元又は三次元的に相対的
に移動し、スキャニングする構成とすればよい。
【００４７】
本発明の加工方法では、紫外線レーザーは、４０５ｎｍの紫外線領域（より正確には近
紫外線領域）も含めて、４０５ｎｍ以下の紫外線領域を使用する。本発明における分解は
、あくまでも、従来のレーザー加工のような熱による物理的な分解によるものではなく、
紫外線照射によるウルシオールの化学反応による分解であるから、照射する紫外線レーザ
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ーのエネルギー密度は、従来のレーザー加工に比べて、比較的少なくてよい。
【００４８】
特に、波長４０５ｎｍ程度のレーザー照射装置は、各種のレーザー照射装置の中でも、
比較的安価で、入手し易く、このようなレーザー照射装置を使用すれば、本発明では、特
に高価で複雑なレーザー照射装置を使用しなくてもよいので、経済的にも優れている。
【００４９】
そして、照射する紫外線レーザーの照射出力（紫外線レーザーのエネルギー密度）は比
較的少なくてよいから、紫外線レーザーの照射によって発生する熱、温度は比較的低く、
そのため漆塗膜の照射対象部分以外の部分や、漆塗膜に付設される部品（例．半導体基板
の配線、電子部品）等への熱による変形、変質等の悪影響は少ない。
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【００５０】
具体的には、漆の耐熱温度は１００℃〜１２０℃程度であるため、これを超えると漆が
硬化し、漆表面に筋ができる等の症状が現れたり、紫外線レーザーを照射した部分が黒く
焦げたようになり、漆の焼付等が生じ、漆を除去するのが困難となる。
【００５１】
なお、漆の耐熱温度について補足すると、漆は塗装方法によって耐熱温度が１００℃程
度〜最大２５０℃程度まで変わるということが知られている。生漆などを塗装する、いわ
ゆる漆塗りの場合は、漆の耐熱温度は、１００℃〜１２０℃程度であり、漆の焼付け塗装
では２００℃を超えても大丈夫と考えられる。
【００５２】
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本発明では、主に漆塗りの場合を想定しているので、上記のとおり、漆の耐熱温度は１
００℃〜１２０℃程度としたが、仮に本発明を漆の焼付け塗装の場合にも適用する場合は
、焼付け塗装の場合の上記漆の耐熱温度を考慮すればよい。
【００５３】
よって、漆塗膜における紫外線レーザーで照射された部分の温度は、少なくとも１００
℃未満（安全を考慮すると９０℃程度までが望ましい）となるように、紫外線レーザーの
照射出力を調節し、漆の分解のみを行う。
【００５４】
紫外線レーザーの照射作業を、例えば、冷却された加工室内で行ったり、或いは加工物
における紫外線レーザーで照射される部分を冷却手段（例．水冷、空冷等）によって冷や
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したりして、製品における紫外線レーザーが照射される部分を所定の温度に温度管理して
、照射作業を行ってもよい。
【００５５】
このように漆塗膜における紫外線レーザーで照射される部分の温度管理ができ、高温と
なることを抑制できるのであれば、紫外線レーザーの照射出力や照射時間等の照射条件を
程度自由に設定できる。
【００５６】
例えば、紫外線レーザーの照射出力を大きく設定すると、漆の分解度合いは大きくなる
ので、所定量の除去作業が、比較的短時間で可能となり、漆塗膜も高温とならないように
温度管理されているので、熱による変形、変質も防止できる。
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【００５７】
即ち、紫外線レーザーの照射出力を大きく設定すると、漆塗膜の照射部分は、大きな照
射エネルギーによって、比較的高温となるところであるが、冷却手段で冷却され、高温と
なることを抑制されているので、漆自体又は周辺部への悪影響も生じない。
【００５８】
例えば、後記するが漆塗膜を回路構造体の絶縁材として使用している場合は、紫外線レ
ーザーの照射部分の周辺の配線、電子部品等に悪影響を与えない。なお、本明細書、発明
において、「回路構造体」は、基板上に配線や電子部品等から成る電子回路が設けられた
ものを言う。
【００５９】
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さらに、紫外線レーザーの照射出力だけでなく、光径、照射位置を制御することで、高
精度な漆塗膜の加工が実現可能となる。例えば、パターンが線状の場合は、その太さ、深
さ、加工位置等を精度よく加工可能となる。
【００６０】
次に、紫外線ランプ光を使用する場合について説明する。紫外線ランプ光を使用する場
合は、加工される漆塗膜の上にパタンマスクを載置して、その全面に紫外線ランプによっ
て紫外線ランプ光を照射する。
【００６１】
紫外線ランプ光は、紫外線レーザーと同様に、４０５ｎｍの紫外線領域（より正確には
近紫外線領域）も含めて、４０５ｎｍ以下の紫外線領域を使用する。紫外線ランプ光を漆
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塗膜に照射すると、紫外線レーザーを照射した場合と同様に、漆の主成分ではウルシオー
ルの化学反応により分解されて、除去される。
【００６２】
パタンマスクは、紫外線を遮断する材料で形成されており、漆塗膜に形成すべき所定の
パターンの平面形状に対応して、所定の平面形状の透過孔がカットして形成されている。
これによって、紫外線ランプ光の照射された漆塗膜には、紫外線レーザーを照射した場合
と同様に、所定のパターンが形成される。
【００６３】
紫外線ランプ光を使用する場合は、紫外線レーザーの場合のように、パターンの線の細
さ、深さ等を部分的に調節することはできない。しかし、パタンマスクの透過孔に対応す
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る平面形状と同じパターンを漆塗膜に形成するのであれば、紫外線レーザーよりも早く加
工することが可能である。従って、漆塗膜に同じ形状のパターンを備えた製品を量産する
場合には適している。
【００６４】
以上のとおり、本発明では、照射する紫外線として、紫外線レーザー及び紫外線ランプ
光を使用する２通りの方法、手段について説明したが、加工する漆塗膜の塗布された製品
の種類等によって、適宜いずれかを選択して使用すればよい。本明細書、実施例等では、
主に、紫外線レーザーを使用した場合で説明する。
【００６５】
ところで、従来、漆を使用した製品（例．漆器、家具等）における漆塗膜面へデザイン
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を付与する際に、漆塗膜に凹部や孔等から成る所定のパターンを形成する場合は、主に手
作業で行われていた。
【００６６】
本発明の加工方法を用いれば、漆塗膜に比較的簡単に凹部や孔等から成る所定のパター
ンを形成することが可能となる。このパターンによって、漆塗膜を備えた製品（例えば、
漆器、装飾品、家具等）に、外観に所望の装飾デザインが付与され、しかも装飾デザイン
は、比較的容易に、低コストで付与することが可能となる。
【００６７】
また、本発明の加工方法を用いれば、既製の漆器の漆塗膜を所望の形状に改変して再デ
ザインし、漆器のリフォームをすることもできる。
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【００６８】
なお、漆塗膜に凹部や孔等から成る所定のパターンを形成するためには、紫外線レーザ
ー又は製品の一方を固定し、他方をパターンが形成されるように、二次元又は三次元的に
相対的に移動し、スキャニングする構成とすればよい。
【００６９】
ところで、漆は、上記のとおり耐性、即ち耐薬性、防水防腐性、抗菌性、堅牢性等の優
れた特性に加えて、電気絶縁性を有している。このことは、漆を絶縁材として電子回路の
配線間に介在させても、回路をショートさせる心配もない。
【００７０】
また、電子回路、電子デバイス等を漆でコーティングすることで漆の各種耐性を電子回

10

路、電子デバイス等に付与することができる。さらに、漆は木、紙、金属、プラスチック
等、ほぼすべての素材に対して塗布可能である。
【００７１】
漆のこのような特性に着目し、しかも漆塗膜は本発明の方法により容易に凹部や孔等か
ら成る所定のパターンに加工が可能であることから、本発明者は、漆を、例えば、回路構
造体、人と密に触れ合うウェアラブル機器等、その他電気配線を備えた製品における、電
気絶縁や外装を目的とする構成部材として適用することを想到した。
【００７２】
要するに、本発明の漆塗膜の加工方法で加工された塗膜を備えた製品について想到した
。例えば、回路構造体の場合は、後記する実施例で詳細に説明するが、漆塗膜を回路構造
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体における絶縁層として組み込む。
【００７３】
また、ウェアラブル機器の場合は、機器本体に塗布した漆塗膜の表面上に電子回路を設
けてから、或いは漆塗膜の表面に所定の配線溝や孔から成るパターンを形成しそれに導電
体を充填することで配線を装填し、必要に応じて電子部品も装填してから、さらにその上
に漆塗膜を形成し、漆塗膜内に電子回路を電気的に絶縁状態で埋め込んだ構成とする。
【００７４】
上記導電体の材料としては、例えば、導電性ペースト、導電性インク、導電漆、金属導
電材料等がある。ここで、「導電漆」とは、漆に導電漆以外の導電体の材料を練り込んだ
ものである。漆塗膜に導電漆によって配線を設けた場合に、配線だけ目立つようなことが
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ないので、意匠性が向上する。
【００７５】
導電漆を使用して配線を形成した場合、強い紫外線を照射すれば漆が分解され配線が消
滅する等の問題もあるが、通常の使用状態では問題はない。逆に、強い紫外線を照射する
ことで、配線を後から切断したい場合等（例えば、電子回路の改変等）では、導電漆は有
用である。
【実施例】
【００７６】
（実施例１）
本発明に係る漆塗膜の加工方法の実施例１を説明する。この実施例１では、漆塗膜の加
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工方法を回路構造体の製造に適用し、該加工方法で加工された漆塗膜を備えた製品として
多層回路構造体に適用した例について説明する。
【００７７】
本発明に係る漆塗膜の加工方法を利用した多層回路構造体１（図３（ｃ）、（ｄ）参照
）の製造工程を図１〜３において順次説明する。
【００７８】
（１）ガラス、プラスチック等で形成された基板２の上に絶縁性の第１の漆塗膜３を塗布
する（図１（ａ）、（ｂ）参照）。漆は、前記のとおり、木、紙、金属、プラスチック等
、ほぼすべての下地となる素材に対して塗布可能であるから、基板２の材質を自由に選ぶ
ことができる。
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【００７９】
（２）第１の漆塗膜３の上面に、第１の電子回路６を形成する（図１（ｃ）、（ｄ）参照
）。本発明で「電子回路」は、配線を有する回路又は配線と電子部品を有する回路（例え
ば、ＩＣ回路等）等を言う。
【００８０】
本実施例１では、第１の電子回路６は第１の配線７を有する。この配線７は、その導電
体の材料として、例えば導電性ペースト、導電性インク等を使用し、周知のシルクスクリ
ーン技術、電子回路プリント技術（http://www.akg.t.u‑tokyo.ac.jp/参照）等を使用す
れば、所定の精密な回路配線が形成可能である。導電体の配線材料としては、導電性ペー
スト、導電性インク等以外にも、導電漆、或いはアルミニウム、銅等を用いてメタル配線
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としてもよい。
【００８１】
なお、第１の電子回路６は、漆工芸では周知技術である蒔絵を製作する際に用いられる
技術を模しても形成可能である。即ち、詳細は後記する実施例２及び図４、図５において
説明するが、本発明に係る漆塗膜の加工方法を利用し、第１の漆塗膜３の一部を分解し、
第１の漆塗膜３の厚さ方向の途中まで除去し、凹部や孔から成る所定のパターンを形成す
る。
【００８２】
そして、このパターン内に蒔絵を製作する際に用いられる技術を利用して、導電体（例
えば、導電性ペースト、導電性インク、導電漆、金属導電材料等）を埋め込み配線を装填
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して形成してもよい。
【００８３】
また、第１の電子回路６の構成要素として必要な電子部品８は、第１の配線７に接続す
るように設置する（図１（ｅ）、（ｆ）参照）。電子部品８は、例えば、ダイオード、ト
ランジスタ、バリスタ、ＳＣＲ等の半導体素子であり、チップ部品、プリンタブル電子回
路素子（http://www.akg.t.u‑tokyo.ac.jp/参照）等を用いればよい。
【００８４】
（３）第１の電子回路６の上に、及び第１の漆塗膜３であって第１の電子回路６が設けら
れていない領域１１の上に、絶縁性の第２の漆塗膜１２を塗布し積層する（図２（ａ）、
（ｂ）参照）。
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【００８５】
（４）第２の漆塗膜１２における、第１の電子回路６と後記する第２の電子回路１３を接
続して通電する必要のある箇所に、本発明に係る加工方法を使用し、紫外線レーザーを照
射し、漆の主成分であるウルシオールを分解して除去するとともに、残った多糖類を風を
当てて吹き飛ばして除去する。これによって第２の漆塗膜１２の一部が除去されて成るパ
ターンとして、スルーホール（孔）１６を形成する（図２（ｃ）、（ｄ）参照）。
【００８６】
（５）第２の漆塗膜１２の上面に第２の電子回路１３を形成する（図３（ａ）、（ｂ）参
照）。本実施例１では、第２の電子回路１３は、第１の電子回路６と同様に、導電体の材
料として導電性ペーストをシルクスクリーン技術によって塗布し第２の配線１７を形成し
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、ここでは図示はしないが、必要に応じて電子部品をさらに第２の配線１７に接続するよ
うに設けて製造すればよい。
【００８７】
このように導電性ペーストをシルクスクリーン技術によって塗布し配線を形成する際に
、導電性ペーストがパターンであるスルーホール１６内に充填され、その結果、スルーホ
ール１６内に、第１の電子回路６と第２の電子回路１３を接続する配線１８が装填される
こととなる。この場合、第１の電子回路６は、パターン（スルーホール１６）内に配線を
装填し、この配線に接続された電子回路に相当する（請求項２参照）。
【００８８】
なお、第２の電子回路１３は、前記第１の電子回路６の場合と同様に、蒔絵を製作する
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際に用いられる技術を利用して、凹部や孔から成る所定のパターン内に導電性ペーストを
充填することで、配線を装填して形成してもよい。
【００８９】
（６）第２の電子回路１３の上に、及び第２の漆塗膜１２であって第２の電子回路１３と
電子部品８が形成されていない領域の上に、絶縁性の第３の漆塗膜２１を塗布し、積層す
る。この第３の漆塗膜２１は、多層回路構造体１の絶縁性、耐久性及び安全性を確保する
ためのコーティング（被覆層）である。以上の製造工程を経て、多層回路構造体１（図３
（ｃ）、（ｄ）参照）が製造される。被覆層を必要としない場合は、第３の漆塗膜２１は
省略して良い。
【００９０】
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本実施例１では、電子回路を２層有する多層回路構造体１について説明したが、さらに
多くの電子回路の層を有する多層回路構造体も、上記同様の製造工程によって製造可能で
ある。なお、電子回路を１層有する単層回路構造体も製造可能であることは言うまでもな
い。
【００９１】
また、上記多層回路構造体１のように漆塗膜内への配線７、１７、１８、電子部品８等
の埋め込みは、回路構造体だけでなく、他の製品、例えば、皿、箸、お椀及び重箱等の漆
器、或いは、腕時計、スマートフォン及びタブレット等の先端機器、さらには、前記アー
ムリストのようなウェアラブル機器等にも適用可能である。
【００９２】
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例えば、漆器については、通常、重ね塗りして製作するが、重ね塗りの間に、上記実施
例１のような製造工程を適宜採用して、配線や電子部品を備えた電子回路を形成し、塗膜
層内に電子回路を実装することが可能となる。
【００９３】
従来の回路構造体等では、絶縁層として使用される絶縁材は、ポリイミド等の絶縁性樹
脂材等が使用されていたため、比較的な大きな出力のレーザーで、所定のパターンを形成
するために加工する必要があった。そのために、レーザーの照射対象部分以外への熱の悪
影響が生じるという問題があった。
【００９４】
しかしながら、上記実施例１によれば、第２の漆塗膜１２のスルーホール１６等のパタ
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ーンの形成は、従来のレーザーによる加工方法とは根本的に異なり、熱による分解ではな
く、紫外線照射によるウルシオールの化学反応による分解を利用するから、照射する紫外
線レーザーの出力（エネルギー密度）は、従来のレーザーの出力に比べて、比較的少なく
てよい。
【００９５】
従って、熱による、回路構造体全体の変形、変質等が生じることなく、また、照射する
部分以外の漆塗膜や電子回路等への悪影響を与えない、というきわめて顕著な効果が生じ
る。
【００９６】
漆は、耐性、即ち耐薬性、防水防腐性、抗菌性、堅牢性等、耐性に優れた特性に加えて

40

、電気絶縁性を有するので、漆を電子回路の配線間に介在させても、回路をショートさせ
ることもないので、回路構造体としての耐性、信頼性、安定性、安全性を向上することが
可能となる。
【００９７】
後記する試験例１でも説明するが、漆塗膜は、漆を１回の塗りの下限まで薄く塗ったと
しても十分な電気絶縁性を持つので、絶縁材として薄い漆塗膜を回路構造体に絶縁材に利
用すると、回路構造体及び該回路構造体を組み込む電子デバイス全体を小型軽量化するこ
とができる。例えば、多層回路構造体の場合は、漆が薄塗り可能（約５ｕｍ）であること
から、薄型化が可能であり、これにより製品全体の小型軽量化が実現できる。
【００９８】
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以上からして、回路構造体自体が高い耐久性を持つことにより、回路を保護するための
構造が必要なくなるため、製品全体の小型軽量化、素材選択の自由度向上、工業デザイン
の自由度向上が実現できる。
【００９９】
また、漆器、先端機器、ウェアラブル機器等に適用した場合は、上記回路構造体におけ
る効果に加えて、漆の有する工芸的美しさ、防水防腐性、抗菌性等の人や環境に優しい特
性を相乗的に発揮することができる。
【０１００】
（実施例２）
本発明に係る漆塗膜の加工方法の実施例２を説明する。この実施例２は、漆塗膜に凹部
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や孔から成る所定のパターンを形成し、このパターン内に配線や電子部品（チップ）を装
填し、電子回路をパターン内に形成する構成を特徴とする。
【０１０１】
実施例２は、実施例１と略同じであるので、相違する構成を中心に説明する。この実施
例２では、本発明に係る漆塗膜の加工方法を利用した多層回路構造体５１（図５（ｅ）参
照）の製造工程を図４、５において順次説明する。
【０１０２】
（１）ガラス、プラスチック等で形成された基板５２の上に絶縁性の第１の漆塗膜５３を
塗布する（図４（ａ）参照）。
【０１０３】
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（２）第１の漆塗膜５３に、本発明に係る加工方法を使用し、紫外線レーザーを照射し、
漆の主成分であるウルシオールを分解して深さ方向の途中まで除去するとともに、残った
多糖類を風を当てて吹き飛ばし、凹部や孔から成る所定の第１のパターン５５を形成する
（図４（ｂ）参照）。
【０１０４】
（３）第１の漆塗膜５３に形成された第１のパターン５５内に、導電体の材料として導電
性ペーストをシルクスクリーン技術によって充填し第１の配線５７を形成し、必要に応じ
て第１の電子部品（チップ等）５８を第１の配線５７に接続し、第２の電子回路５６を形
成する（図４（ｃ）参照）。
【０１０５】
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このようにすることで、第２の電子回路５６の第１の配線５７や第１の電子部品５８は
、第１の漆塗膜５３の上面から上方に突出することなく、第１の漆塗膜５３とともに全体
的にフラットな表面を構成する。
【０１０６】
（４）第１の電子回路５６の上に、及び第１の漆塗膜５３であって第１の電子回路５６が
設けられていない領域６１の上に、絶縁性の第２の漆塗膜６２を塗布し積層する（図４（
ｄ）参照）。
【０１０７】
（５）第２の漆塗膜６２に、本発明に係る加工方法を使用し、凹部や孔から成る所定の第
２のパターン６３を形成する（図４（ｅ）参照）。この実施例２では、第２のパターン６
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３として、配線用の凹部６５とスルーホール６６を形成する。
【０１０８】
（６）第２の漆塗膜６２に形成された第２のパターン６３内に、導電体の材料として導電
性ペーストをシルクスクリーン技術によって充填し、凹部６５に第２の配線６７を装填し
て第２の電子回路６４を形成する（図５（ａ）参照）。
【０１０９】
このようにして第２の配線６７を形成する際に、導電性ペーストが第２のパターン６３
のスルーホール６６内に充填され、その結果、スルーホール６６内に、第１の電子回路５
６と第２の電子回路６４を接続する配線６８が装填されることとなる（図５（ａ）参照）
。
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【０１１０】
第２の電子回路６４は第２のパターン６３内に形成されるので、第２の漆塗膜６２とと
もに、全体的にフラットな表面が構成される。なお、必要に応じて第２のパターン６３内
の適所に第２の配線６７と接続するように電子部品を装填してもよい。
【０１１１】
（７）第２の電子回路６４の上に、及び第２の漆塗膜６２であって第２の電子回路６４が
設けられていない領域６９の上に、絶縁性の第３の漆塗膜７１を塗布し積層する（図５（
ｂ）参照）。
【０１１２】
（８）第３の漆塗膜７１に、本発明に係る加工方法を使用し、凹部や孔から成る所定の第
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３のパターン７２を形成する（図５（ｃ）参照）。実施例２では、第３のパターン７２は
、第３の漆塗膜７１の一部が厚さ方向に貫通し第２の配線が露出するように形成された、
電子部品装填孔である。
【０１１３】
（９）第３の漆塗膜７１に形成された第３のパターン（電子部品装填孔）７２内に、第３
の漆塗膜７１の上面から突出することなくすっぽりと収まるように、第２の電子部品７３
を装填する（図５（ｄ）参照）。
【０１１４】
（１０）第２の電子部品７３の上に、及び第３の漆塗膜７１であって第２の電子部品７３
が設けられていない領域７４の上に、絶縁性の第４の漆塗膜７６を塗布し積層する（図５
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（ｅ）参照）。
【０１１５】
この第４の漆塗膜７６は、多層回路構造体５１の絶縁性、耐久性及び安全性を確保する
ためのコーティング（被覆層）である。被覆層を必要としない場合は、第４の漆塗膜７６
は省略して良い。以上の製造工程を経て、実施例２の多層回路構造体５１（図５（ｅ）参
照）が製造される。
【０１１６】
実施例２によると、他の層とは独立しつつ第１〜３の漆塗膜５３、６２、７１から配線
が上方に突出することなく、フラットな表面となる。また、実施例２のような構成による
と、第１〜３の漆塗膜５３、６２、７１のそれぞれの層内に、配線だけでなく電子部品に
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ついても組み込めることが可能であり、このため、配線や電子部品の漆塗膜による保護が
より高まるとともに、全体として薄型にできることによるコンパクト化等、従来にない顕
著な効果が生じる。
【０１１７】
実施例２において説明した電子回路は、パターン内に配線を装填し、この配線を構成要
素として有する電子回路（請求項２参照）に相当する。
【０１１８】
本発明に係る漆塗膜の加工方法及び該加工方法を利用して製造した製品について、その
実効性を確認するために、本発明者は、いくつかの実証試験を行ったが、その一例を以下
説明する。
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【０１１９】
（試験例１：電気絶縁性試験）
漆は、一般的に電気絶縁性を持つことは知られているが、どのくらいの厚みまで電気絶
縁性が保たれるのかという点は、上記実施例１、２の多層回路構造体１、５１等に適用し
た場合の実効性を確認する上で、きわめて重要なことである。
【０１２０】
そこで、本発明者は、漆の厚みを３段階に塗り分け、それぞれに対して電気絶縁性を検
証する試験を行った。この試験は、漆塗膜の厚さを変えた試験片について抵抗値を測定し
、電気絶縁性が保持できる塗布膜厚みの同定のための試験である。
【０１２１】
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試験片として、３種類の試験片Ａ〜Ｃを用意した。それぞれ銅箔テープに漆を塗って作
成したものである。試験片Ａ〜Ｃについて、それぞれ漆塗膜の厚みをマイクロメーターで
、異なる箇所について合計３回測定し、その平均値を算出した。次の表１は、試験片Ａ〜
Ｃについての漆塗膜の厚みの３回の測定値と、その平均値を示す。
【０１２２】
【表１】
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【０１２３】
表１に示すように、試験片Ａ〜Ｃは、平均厚みは１３μｍ、９μｍ、５μｍである。漆
は、通常、１回の塗りで５〜５０μｍの厚みとなる。このことから、試験片Ａ〜Ｃは、そ
れぞれ１回の塗りの下限付近であると言える。本試験例１では、このような１回塗りの下
限付近での抵抗値を測定することで、電気絶縁性を検証する。
20

【０１２４】
試験片Ａ〜Ｃに対してテスター（ＨＩＯＫI、３２４４

ＣＡＲＤ

ＨｉＴＥＳＴＥＲ

）を使用して導通テストを行った。具体的には、テスターの検知針の一方を銅箔テープに
接触し、他方の検知針を漆塗膜面に接触して行った。漆塗膜面に対しては、測定点（検知
針の接触箇所）を異なる２０箇所について導通テストを行った。
【０１２５】
その導通テストの結果、全ての測定点で導通を確認することができなかった。また、抵
抗値を合わせて測定したが、全ての測定点でテスターの上限である４１．９９ＭＱを超え
ていた。よって、漆を１回の塗りの下限まで薄く塗ったとしても十分な電気絶縁性を持つ
ことが実証された。
【０１２６】
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（試験例２：紫外線レーザー照射試験）
本発明者は、塗布された漆塗膜に対して紫外線レーザーを照射し、局所的に漆を分解し
除去することが可能であるかどうかを検証する実験を行った。
【０１２７】
紫外線レーザーは、入手し易いことから、近紫外線の波長域である４０５ｎｍ、出力２
００ｍＶのレーザーモジュールを使用した。試験片は、前記試験例１に示した最も塗膜が
薄い試験片Ｃを用いた。
【０１２８】
レーザーと試験片の距離は５ｍｍに固定した。レーザーを試験片に１分間照射後、銅箔
テープと塗布膜間の抵抗値をテスターで計測した。このような計測を同じ試験片について
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、導通するまで、もしくは合計照射時間が１０分となるまで、合計１０回行った。この試
験例２の試験結果を、次の表２に示す。
【０１２９】
【表２】
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【０１３０】
この試験結果から、表２に示すとおり、６回目、即ち合計６分間の照射で漆の塗布膜が
完全に除去され、銅箔が露出したことが分かった。但し、露出したのはレーザー照射エリ
ア全体ではなく、その中の一部であった。その後、照射回数を重ねる度に銅箔露出部分は
増加していった。これは、漆の塗りムラと、レーザーの空間的な強度ムラが原因だと考え
られる。
【０１３１】
本試験例１の試験では、特に光学系を用いた集光を行っていなかった。集光を行うこと
でレーザーの強度ムラを抑えると共に照射エリアを絞ることができるため、レーザー照射
部に対する漆の除去ムラ抑制と漆除去時間の短縮が可能だと考えられる。
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【０１３２】
（試験例３：電子回路の実装試験）
本発明者は、試験例１に示した試験片Ｂを用い、試験片Ｂの漆塗膜３１を銅箔テープ３
２の上に塗布し、図６（ａ）に示すような簡単な電子回路３３を漆塗膜３１の上に表面実
装をした。この電子回路３３は、ＬＥＤを点灯させるものであり、図６（ｂ）に、試験例
３に用いた試験装置を、説明のために模式的な断面図として示す。
【０１３３】
試験例２において使用した紫外線レーザーを用いて、試験片Ｂの漆塗膜３１の一部を局
所的に除去し、スルーホール３６を形成した。電子回路３３の配線３７は導電性ペースト
（谷口インキ製造株式会社、テクノペン）を用いた。
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【０１３４】
この導電性ペーストは、電子部品の接着も兼ねている。導電性ペーストは、スルーホー
ル３６にも充填されて接続用の配線４０が装填されて、銅箔テープ３２と漆塗膜３１上の
配線３７を接続する構成とした。
【０１３５】
電子回路３３の構成要素である電子部品として、チップ抵抗（２００Ω）３８とチップ
ＬＥＤ３９（赤色灯、順電圧＝約２．０Ｖ、順電流＝約２０ｍＡ）を用いた。電源として
、安定化電源４１（ＴＫＡＳＡＧＯ，ＬＴＤ．，ＧＰＯ３５−５）を用い、銅箔テープ２
１に＋端子を接続した。漆塗膜３１上の配線３７をＧＮＤ端子に接続した。
【０１３６】
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以上の構成の電子回路３３において通電した結果、正常に動作し、チップＬＥＤ３９が
点灯した。この試験例３の試験結果により、漆塗膜３１上に形成した電子回路３３が有効
に機能することが確認された。
【０１３７】
以上、本発明に係る漆塗膜の加工方法及び該加工方法で加工された塗膜を備えた製品を
実施するための形態を実施例に基づいて説明したが、本発明はこのような実施例に限定さ
れることなく、特許請求の範囲記載の技術的事項の範囲内で、いろいろな実施例があるこ
とは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１３８】

40

本発明は、上記実施例に示すような回路構造体以外にも、産業上、次のような用途へ適
用できる。
（１）漆器に電子デバイス組み込んで融合させることで、伝統工芸と先端技術を組み合わ
せた新たな工芸品を創出する。
【０１３９】
（２）従来の電子・電気製品（例．テレビ）、先端的な電子機器(例．各種のスモバイル
機器等)、ウェアラブル機器等のフレーム表面等に漆塗膜を付し、この漆塗膜内に電子デ
バイス組み込んで融合させることで、漆工芸の伝統的な美を付加し、また機器全体の小型
軽量化を図る。
【０１４０】

50
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例えば、前記したアームリスト、着物等の和装に使用する帯留め金具、装飾具等の外装
面に漆塗膜を付し、この漆塗膜内に電子デバイス組み込み、ファッションとハイテクを融
合した製品を創出する。
【０１４１】
（３）人に直接接触したりして、最も衛生面に気を使う調理道具、食器類、医療機器（例
．手術具、検査用医療機器）等への電子回路を組込む。
【０１４２】
例えば、前記したとおり、箸やフォークに電極をつけるという考えは知られている（非
特許文献２参照）。このような箸やフォークに漆塗膜を形成し、その漆塗膜内に電極への
給電のための回路を埋め込む等である。

10

【０１４３】
あるいは、例えば、メス、ピンセット等の手術機器の先端部に小さな照明器又は光学的
検知器を設け、その先端部への給電回路又は検出回路を設けることによって、手術中、体
内での照明を可能とし、又は手術部位の画像を検出する等行う。乳幼児に対する衛生、ア
レルギー面で安全な電子玩具を可能とする。
【０１４４】
（４）日本家屋、家具等の表面に漆塗膜を形成し美観を向上させるとともに、その漆塗膜
中に電子デバイスを埋め込んで、景観を損ねることなく、ユピキタス電子機器（家屋や家
具等に偏在的に適宜設けられる電子機器）配置する構成を可能とする。
【０１４５】

20

（５）本発明の加工方法を利用すれば、漆塗膜の表面に凹部、孔等を形成することが容易
となるので、漆工芸において、漆塗膜面にデザイン、模様、蒔絵を付す手段としても活用
可能である。
【符号の説明】
【０１４６】
１

多層回路構造体

２

基板

３

第１の漆塗膜

６

第１の電子回路

７

第１の配線

８

電子部品

１１

第１の漆塗膜上であって第１の電子回路が設けられていない領域

１２

第２の漆塗膜

１３

第２の電子回路

１６

スルーホール

１７

第２の配線

１８

第１の電子回路と第２の電子回路を接続する配線

２１

第３の漆塗膜

３１

試験片Ｂの漆塗膜

３２

銅箔テープ

３３

試験例３で用いた電子回路

３６

スルーホール

３７

電子回路の配線

３８

チップ抵抗

３９

チップＬＥＤ

４０

接続用の配線

４１

安定化電源

５１

多層回路構造体

５２

基板

５３

第１の漆塗膜

30
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５５

第１のパターン

５６

第１の電子回路

５７

第１の配線

５８

第１の電子部品

６１

第１の漆塗膜上であって第１の電子回路が設けられていない領域

６２

第２の漆塗膜

６３

第２のパターン

６４

第２の電子回路

６５

第２のパターンにおける配線用の凹部

６６

第２のパターンにおけるスルーホール

６７

第２の配線

６８

第１の電子回路と第２の電子回路を接続する配線

６９

第２の漆塗膜上であって第２の電子回路が設けられていない領域

７１

第３の漆塗膜

７２

第３のパターン

７３

第２の電子部品

７４

第３の漆塗膜上であって第２の電子部品が設けられていない領域

７６

第４の漆塗膜

【図１】

【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】
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