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フレキシブル OLED の最新製造技術動向
～OLED と競合するフレキシブルディスプレイ技術も合わせて～
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フレキシブル OLED の最新技術動向
The Latest Technology Trend of Flexible OLED
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＜発行要項＞

ディスプレイ業界の第一人者による基礎から最新技術までの解説！
■発行：2017 年 10 月 31 日発行
OLED の構造、動作原理、駆動方式など基礎技術をわかりやすく解説！■定価：
100,000 円＋税
■体裁：A4
判・並製・161
頁・カラー
TFT 駆動 OLED(AMOLED)のバックプレーン（TFT）技術を解説！
■編集・発行：
OLED 固有の色塗分け、封止、レーザリフトオフ技術をカラーで解説！
(株)シーエムシー・リサーチ
OLED 用部材に対する構成、原理、特性の概要をわかりやすく解説！ ■ISBN 978-4-904482-39-1

＝ 刊行にあたって ＝
フレキシブル OLED の最新技術動向」と題した本書は次の章から構成される。
第 1 章 AMOLED 概論
第 2 章 フレキシブルディスプレイ
第 3 章 フレキシブル AMOLED 製造（バックプレーン技術）
第 4 章 色塗分け技術
第 5 章 封止技術
第 6 章 レーザリフトオフ（LLO）ファインセルカット
第 7 章 材料・部品
第 8 章 Apple のビジネス戦略
本書の目的は、大きく分けて以下の 4 点である。
（1）OLED の構造、動作原理、駆動方式など基礎技術の取得
（2）TFT 駆動 OLED(AMOLED)のバックプレーン（TFT）技術の取得
（3）OLED 固有の色塗分け、封止、レーザリフトオフ技術の取得
（4）OLED 用部材に対する構成、原理、特性の概要取得
したがって、この書籍 1 冊で基礎から最新技術まで取得出来る構成になっている。ビジネスの観点から、Apple のビジ
ネス戦略についても触れた。
本書が読者諸賢にいささかでも役立つなら著者の喜びとするところであり、同時に本書の内容について、諸賢各位に御
叱責をお願いする次第である。
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