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1. はじめに

トランサーシステムは，高色純度顔料含有感光性
フィルムを用いたカラー液晶ディスプレイ (LCD) 用
カラーフィルター作製システムである。本システムは，
富士写真フイルムより1994年に市場導入され，現在，
LCD用カラーフィルターの10～20％がトランサーを使
用して作製されていると見込まれている。
液晶ディスプレイは，液晶層を通過する光量を偏光

を利用して制御する方式であるため，本来はモノクロ
表示の方式である。カラー化のためには，透過してく
る光をRGBに分けそれぞれに制御する必要があり，1画
素を3分割してそれぞれに RGB のカラーフィルターを
設け，RGB各画素の透過光量を液晶層に印加する電圧
を制御することでカラー信号化している。
この目的に用いられるカラーフィルターは，RGB各

画素に対応して微細にパターン化されたものであり，
フォトリソグラフィーによって形成することが必要で
ある。また，液晶パネル作製工程の温度，薬品に耐え
ることも必要であり，このため有機顔料を着色剤とし
て含有する感光性樹脂組成物 (フォトレジスト) を用い
るフォトリソグラフィーによって各色のパターンを作
製する方法がカラーフィルター作成法の主流となって
いる。
トランサーフィルムは，高色純度の有機顔料を含有

した感光性樹脂層を，富士フイルムでPETフィルム上に
塗布，ロールフィルム状に加工したものであり，ユー
ザーがラミネータを用いて転写することにより，容易
に，安定して，均一な感光性樹脂層の被膜をガラス基
板上に形成することを可能にしたものである。

2. システムの概要と特徴

2.1  トランサーシステムの概要1), 2), 3)

ガラス基板上に感光性樹脂層を形成する方法として
は，スピンコーターを用いる方法が一般的であるが，
小さな塵の存在でも放射状のストリークになるなど，
ガラス基板上に均一な塗布膜を安定して作ることは難
しく，カラーフィルター安定製造上の問題点になって
いた。
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Abstract

“Transer”system is a color filter production system for liquid crystal displays (LCDs) consisting of laminating,
exposing and developing apparatuses, and Transer films containing a set of purely colored pigments. Since the introduction
to the market by Fuji Photo Film in 1994, this system is estimated to be now producing 10 to 20％ of the total amounts of
color filters for LCDs (worldwide or in the domestic market). The technical core of the system is“FMT technology”to
solve a difficult problem of uniformly forming a thin photopolymer layer on an glass surface having regularly patterned
convexities of pixels formed by prior Transer processes, without accompanying defects such as voids, streaks, etc. The
FMT technology is based on the use of Transer film which is made of 3-layered transferable materials, i. e., a pigmented
photopolymer layer, an interlayer and a cushion layer. The cushion layer, which behaves as viscous liquid at the lamination
temperature, securely pushes out the void-forming air from the minute concave corners between the cushion layer and the
glass surface with the help of the heat and pressure supplied by the lamination roller. Transer system in which lamination
of  pre-coated thin layers is conducted is far cost-effective compared with those using photopolymer solutions
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トランサーシステムは，予め富士フイルムにおいて
感光性樹脂層を塗布したフィルムを使用することで，
この問題を解決している。トランサーフィルムは，R，
G，Bおよびブラックの各感光性転写材料から成ってお
り，4色組み合わせてカラーフィルターが完成される。
この転写材料はロールフィルム形態で供給され，ラミ
ネータを用いて感光性樹脂層をガラス基板上に転写し，
露光，現像工程を経てカラーフィルターが形成される。
カラーフィルターを作製するプロセスのためには，

ラミネータ，露光装置，現像装置などが必要であり，
このうち露光・現像装置は市販の装置を用いるが，本
システムの特徴である高精度のラミネーションを実現
するためには専用装置が推奨される 4)。
作製されるカラーフィルターは，標準的ノートPC (パ

ソコン) 用で，12.1インチの対角に各色600×800画素
(SVGA)が配置され，画素の1片の長さは100μｍ程度，
各画素の隙間 (数μmから数10μm) にはブラックマトリ
クスが形成されているものである。画素数のアップ，
高精細化は今後さらに進む見通しである。
Fig. 1に，カラーフィルターの拡大写真，Fig. 2に走査

型電子顕微鏡による画素の写真を示す。

2.1.1  トランサーフィルム
Fig. 3に感光性転写材料の層構成を示した。
75μｍのPETベース上に，弱アルカリに可溶性の熱可

塑性樹脂層 (クッション層) ，その上に酸素遮断層，さ
らに，その上に各種顔料によって着色された感光性樹
脂層を設け，最後に表面の保護のため，ポリプロピレ
ンのカバーフィルムを圧着した。また，剥離帯電など
による塵などの付着を防止する目的で，裏面に電子伝
導性の帯電防止層を設けた。

2.1.2  カラーフィルター作製プロセス
Fig. 4にトランサーを用いた高精細カラーフィルター

作製プロセスを示した。
以下に，個々の工程について順を追って説明する。
・ラミネート工程

まず1色目のＲ転写材料のカバーフィルムを剥離し
ながら，ラミネータを用いて100℃に予備加熱された
洗浄済みのガラス基板上にロール温度130℃，ラミ
ネート圧8kg／cm2，ラミネート速度1.0ｍ／分の条件
でラミネートする。
・支持体剥離工程

次いでガラス基板上に転写されたトランサーフィ
ルムから支持体のPETフィルムを剥離する。
・露光工程

PETフィルム剥離後，マスクアライメント露光装置
により，紫外光で大気下20mj／cm2程度の露光量でパ
ターン露光を行う。
・現像工程

次に，弱アルカリ水処理液 (PD) でシャワー噴霧処
理を行い，クッション層および酸素遮断層を除去する。
さらに，アルカリ水処理液 (CD) のシャワー噴霧処理
により未露光部の着色層を溶解除去する。さらに，
界面活性剤含有水処理液 (SD) のシャワー噴霧処理で

Fig. 1   Microscopic picture of color filter

Fig. 2   SEM picture of color filter surface

Fig. 3   Layer structure of Transer film
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残査を除去することで，ガラス基板上に膜厚2μmのR
レリーフ画像が形成される。以下同様に，G，Bの感
材をラミネート，露光，現像を繰り返し，ガラス基
板上に厚みが約2μmのR，GおよびBのレリーフ画像
を形成する。
・ブラックマトリクス形成工程

次に，ｋ感材を用いて上記と同様にラミネートす
る。その後，ガラス基板裏面よりHgランプのi線によ
り全面露光(100mj／cm2程度)，現像し，各画素の隙間
にブラックマトリクスをセルフアライメント法によ
り形成する。
最後に，220℃～250℃，約1時間のバーニング処理

を行ってカラーフィルターが完成する。

2.2  トランサーシステムの特徴
カラーフィルター作成法としては，印刷法，インク

ジェット法，ミセル電着法，顔料分散法などが知られて
いる。
コストの観点からは，印刷法，インクジェット法が有
望だが，高精細のパターン形成が必要なことから印刷法

は除外される。インクジェット法はムラなく安定に製造
できるかが懸念されている。電着法は，電着パターンを
形成する工程が必要であることと，顔料の，帯電したミ
セル分散溶液の安定性が難しいといわれている。
顔料分散法は現在主流の方法であるが，トランサーは
この方法の塗布性を改良したものに相当する。トラン
サーは，その他のシステム，特に，顔料分散レジスト法
と比べると以下のような特徴を有している。
①クリーンな使用環境
・着色レジスト液を使用しない。
・有機溶剤蒸気が発生しない。
・工程で発生する塵が少ない。
②容易に高精度のカラーフィルターが作製可能
・ラミネータにトランサーフィルムをセットするだ
けで高精度の均一薄膜が自動的に形成できる。

③低コストでカラーフィルターを作製可能
・ガラス基板の大サイズ化が容易 (1ｍ幅まで対応可)。
・通常のフォトポリマーより約1オーダー高感度 (設
備仕様の許容度アップ)。

・設備投資が少ない (1台のラミネータ・処理ライン
で4色完成も可能)。

・タクトが短い (30秒可能)。
・高い歩留まり。
・セルフアライメント方式による樹脂ブラックマトリ
クス形成 (マスク不要)。

④色欠陥の自動修正機能
・画素の白抜け故障部は意識的な修正を行わなくと
も最終的に黒で埋められ，自動修正される。

3. システムを構成する技術

3.1  FMT技術 (Filmed Mass Transfer Technology)
トランサーシステムにおけるキー技術は，凹凸があ

る基板表面に，気泡の巻き込みなしに高精度の薄膜を
転写して形成することを可能にした技術であり，これ
をFMT技術と総称する。
カラーフィルター作製のためには，ガラス基板上にR

画素を形成したあとに，次のG画素，さらに次のB画素，
引き続いてブラックマトリクス，と順次形成するため
に，基板上に画素が形成された後，3回トランサーフィ
ルムをラミネートする必要があるが，G以降のラミネー
ト時には，ガラス基板表面に高さ2μの先行画素がパ
ターン状に形成されている。この，ほぼ垂直な2μの画
素の段差にピタリと沿って厚さ2μの薄膜をラミネート
することは非常に難しく，通常の方法では気泡を巻き
込んでしまう問題があった (Fig. 5)。この問題は後の工程
になるほど先行画素が多くなるため難しくなり，最後
のブラックマトリクスのラミネート時には数10μm～数
μm程度の細い格子状の隙間に感光性樹脂被膜を隙間な
くピタリと埋め込むことが必要になるため，非常に困
難な問題となっていた。

Fig. 4   Color filter production process



FMT技術は，この問題を，支持体と感光性樹脂層の
間にクッション層を設けることで解決したものである。
クッション層は熱可塑性樹脂によって構成されており，
ラミネート時の温度によって軟化して，ラミネータの
ラミロールの圧力でしごかれるように感光性樹脂層を
前方に押し出し，凹凸ある表面にも自在に変形して追
従し，気泡を押し出す役割を担っている。
ラミネート後の感光性樹脂層とクッション層の表面

を観察すると，感光性樹脂層は先行画素にピタリと追
従し，クッション層は先行画素の凸部を完全に吸収す
るように変形していることが分かる (Fig. 6-2) 。この様
子を模式図 (Fig. 7) で示す。
ガラス基板上に形成された先行R画素のSEM写真

(Fig. 6-1) および，R画素上にグリーンのトランサーをラ
ミネーションし，支持体を剥離した後のガラス基板表
面のSEM (Fig. 6-2) を以下に示す。Fig. 6-2 の左半分では
クッション層の表面，右半分ではクッション層が剥離
され，露出した酸素遮断層の表面が観察されるように
なっている。この写真から，クッション層のPET支持体
側表面はフラットでも，酸素遮断層の表面はR画素形状
に従って変形していることが分かり，クッション層が
変形して，酸素遮断層および感光性樹脂層を，先行画
素に対してピタリと密着させている様子が推定される。
このような機能を発現させるクッション層としては，

室温では取り扱いに問題ない程度の硬さを有しつつ，
ラミネーション温度において劇的に柔らかくなる性質
が求めらる。ラミネーション温度を高くすれば樹脂を
柔らかくすることはできるが，PET支持体の熱膨張によ
るしわの発生が大きくなるために限度がある。低温で
硬く，高温で柔らかい特性を与えるための素材検討を
行い，Tgがラミネーション温度と室温の間にあるアク
リル酸系のポリマーを，特性の異なるものを組み合わ
せて用いることにより，単なるTgによる変化以上にラ
ミネーション温度で柔らかくすることを可能にした 5)

(Fig 8) 。
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Fig. 5   Voids formed at lamination process

Fig. 6-1   SEM micrograph of R pixels preformed

Fig. 8   Dynamic viscosity of the cushion layer
(temperature dependence)

Fig.7   Effect of the cushion layer

Fig. 6-2   SEM micrograph of the cushion layer

クッション層あり　　クッション層をはくりしたあとの表面　
↑ ↑



3.2  高純度顔料含有感光性樹脂組成物
トランサーの層構成のうち，顔料含有層のみが感光

性層であり，層中には光重合開始剤 (ラジカル発生剤) ，
多官能モノマー，アルカリ可溶性カルボン酸ポリマー
(バインダー) および顔料が含有されている。
重合開始剤が紫外光を吸収してラジカルを発生し，

モノマーのラジカル重合を開始させる。モノマーの重
合部では三次元架橋が行われ，バインダーのアルカリ
(現像液) 中への溶解を抑制することで露光部が溶解され
ずに残り，ネガ型レリーフ画像が基板上に形成される
(Fig.9,10)。レジスト中にはR，G，Bの各顔料が含有さ
れているために，基板上に残った画像はR，G，Bそれ
ぞれの着色画像となる。
(式１)

カラーフィルターの色は，感光性樹脂層に含有される
顔料によって規定され，透過率が高く，かつ色純度が高
いことが望まれる。具体的には，分光透過波長がバック
ライトの主発光波長に合っていてできる限り透過率が高
く，かつバックライトの不要な発光部分をカットする急
峻な吸光特性を持つ化合物を用いる必要がある。
このような観点からトランサーでは，B顔料はε型銅

フタロシアニン (PB15：6) ，G顔料は臭素化銅フタロシ
アニン (PG36) ，Ｒ顔料はアントラキノン (PR177) を主
に用いている。
(構造式)

顔料 (分散物) には固体微粒子であることに起因して，
通常ヘイズ (濁度) がある。ヘイズは塗料として用いる
場合には隠蔽力としてむしろ必要条件であるが，カラー
フィルターのような透過用途においては，色純度を落
とすだけで好ましくない。ヘイズは，顔料の粒子サイ
ズと観察光の波長および顔料とバインダーの屈折率に
依存するが，カラーフィルターの系では顔料の粒子サ
イズを微細化 (約10～100nm程度) することで，可視光領
域でほとんど問題ない程度まで軽減されている。この
粒子サイズ領域はRayleigh散乱の領域であり，ヘイズは
下式で表され，粒子サイズの6乗，波長の1/4乗に比例す
る。このため，分散不良に起因するような大粒子の存
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Fig.  9   Spectral sensitivity

Fig.  10   Characteristic curve of the photoresist layer
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在は特に問題であり，B画素のような短波長領域での影
響が大きい。
(式2)

また，散乱によって偏光軸の変化を伴うため，液晶
パネルとして見た時にコントラストが低下する問題が
発生する。
顔料はある程度の大きな粒子であることによって熱，

光，各種溶剤への耐性を得ているが，カラーフィルター
用顔料は，高純度の色を必要とするために非常に微細
分散化され，顔料化されることで確保してきた各種耐
性が落ちる方向である。このため，顔料としては特殊
用途として考えられており，カラーフィルターグレー
ドという呼び方もされている。カラーフィルター用と
して微細分散化され，ヘイズが除かれた顔料の色純度
は非常に高く，同じ発色団を持つ染料の溶液吸収と比
べると，励起子相互作用効果などに起因する吸収のス
プリット・ブロード化，吸光係数 (ε) の低下はあるも
のの，カラーフィルターとして重要な分光透過特性 (遮
光すべき波長の吸光度 (OD) を合わせた時の吸収の裾部
分の透過率の高さ，吸収波形の急峻さ) としてはほとん
ど同等になっている。

3.3  色度設計
カラーLCDの色は，冷陰極管からなる3波長光源であ

るバックライトの光をカラーフィルターを通して観察
することで知覚されるため，カラーフィルターとして
は，この3波長光源の分光分布を考慮して分光透過率を
設計する必要がある (Fig. 11)。

トランサーには，カラーディスプレイの色度規格と
して合意されているHDTV規格のR，G，B色度を再現す
るタイプ (R41,G41,B41) から，用途により各種の組み合
わせを設定している。低消費電力化のため明るさを重
視するノートPC用，高色温度が望まれるAV用，および
反射型用などがある (Fig. 12)。

3.4  酸素遮断層 (高感度化技術)
トランサーの感光性樹脂組成物としては，ラジカル

重合系を用いている。一般にラジカルは酸素によって
捕獲されるため，ラジカル重合系の感光性樹脂を大気
中で露光すると，感度が低下することが知られている。
(式3)

トランサーシステムでは，感光性樹脂層は，ガラス
基板上にラミネーションによって転写されて形成され
るが，この感光性樹脂層の上層に，ポニビニルアル
コール (PVA)からなる酸素遮断層を形成して，酸素の
ラジカル捕獲による減感を抑制している。PVA は酸素
透過性が著しく低いため，PVAより成る酸素遮断層を
設置することで，露光中の感光性樹脂層への酸素供給
を実質的に停止して酸素による減感を防止し，酸素遮
断層なしの露光時に比べ，約30倍の感度アップ効果を
得ている (Fig. 13)。
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Fig. 12   CIE chromaticity cordinates of the color filters manufactured  
by Transer
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露光はガラス基板上に感光性樹脂層，酸素遮断層，
クッション層の順に構成された3層構成の転写されたト
ランサー層に対し，クッション層側からマスクを通し
て行う。合計膜厚が約20ミクロンになるクッション層，
酸素遮断層の存在は，その膜厚分だけマスクとの距離
が開くことから解像性の上で原理的には不利であるが，
本システムのような限界解像度が4～6ミクロン程度の
光重合系においては，実質的な障害になるほどの影響
はない。通常のプロキシミティ露光の場合，プロキシミ
ティギャップは60μ程度がメーカー指定値である 6)

(Fig. 14)。この酸素遮断層は露光後，現像 (PD) で除去
される。

3.5  セルフアライメント法による樹脂ブラッ
クマトリクス形成 7)

ブラックマトリクスを形成する方法は，黒色顔料を
分散した感光性樹脂層を用いる方法と，蒸着した金属
Crをフォトレジストでエッチングして形成する方法に
大きく2分される。金属を用いる方法は，表面の反射率
が高いため，反射防止処理が必要である。これに対し，
樹脂ブラックは，コストが安く表面の反射率が低いと
いうメリットがありながら，以下のような理由でカラー
フィルターに採用されなかった。
①黒色顔料を用いる樹脂ブラックでOD＝3程度の濃度
を得るためには1～2μm程度の膜厚が必要となり，ブ
ラックマトリクスと画素の重なり部分で大きな段差
を形成してしまうため，液晶の配向不良を起こして

しまう。
②自層の感光波長域に高濃度の吸収があるため，光が
感光性樹脂層のガラスとの界面まで到着せず，従っ
て架橋が充分に行われないため，画像部のガラスと
の密着が得られず現像中に剥がれてしまう。
トランサーでは，先に形成されたRGBの先行画素を

マスクとして露光し，先行画素のない部分にブラック
マトリクスを形成する方法を採用した。この方法によ
れば，2μmの膜厚のブラックを用いても画素との重な
りが発生せず (Fig. 2)，かつガラス基板との密着も得ら
れるため，樹脂ブラックの採用が可能となった。
先行画素をマスクとするためには，先行画素はブラッ
クマトリクスが感光する波長の光を遮光する必要があ
る。具体的には，ブラックマトリクスの感光波長であ
る360nm (Fig. 15) で充分なODを有していることが必要
であり，そのために各顔料含有感光性樹脂層には紫外
線吸収剤が添加されている。

先行画素の紫外光吸収能が低いと，先行画素上のブ
ラック感光性樹脂層が感光して画素上に残り，かぶり
を生ずるため，ODは高い方が好ましい。しかし，余り
高く設定すると感光性樹脂層の感度が低下してしまう
ため，処方によって最適な値を設定している。
このブラックマトリクス形成時において，もし先行

画素にピンホールなどの白抜け欠陥があった場合でも
その部分にはブラック画像が形成され，自動的に修正
される。

3.6  トランサーラミネータ 8)

先行画素の凸部があるガラス基板表面に，均一薄膜
を転写するというトランサーの特徴を生かすために専
用のラミネータを開発した (Fig. 16)。
トランサーのラミネーション時には，塵の発生・付

着，気泡の巻き込み，ラミじわの発生などを防止する
必要がある。本ラミネータでは，塵の発生・付着の防
止およびラミ性の均一安定性確保のため，カット機構
を下に配置し，連続下面ラミネーション機構を採用し
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Fig. 15   Spectral sensitivity of the black Transfer layer

Fig. 14   Light intensity profile of a proximity type exposure machine



ている (Fig. 17 機構図) 。また，気泡防止のため，ラミ
ロールは細い径で全面に均一に高ラミ圧をかけること
が必要であり，このためにクラウンローラを採用して
いる。また，PET支持体の熱膨張によるラミじわを防止
するためバックテンションのコントロールを行ってい
る。現在トランサー用として使用されているラミネー
タは550×650mmサイズの基板に対応したものである
が，今後要求の強いパネルの大型化およびコスト削減
策として，1ｍ角基板にラミする要求に対応するべく，
さらに大型のラミネータを開発中である。

4. おわりに

トランサーシステムは，FMT技術をコア技術として
LCD用カラーフィルター作製システムに適用したもの
である。FMT技術は，印刷プルーフ材料であるカラー

アートで初めて開発され，様々な用途への展開が行わ
れてきた。今後も技術のポテンシャルを高め，新規な
材料開発に応用していきたいと考えている。
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Fig. 17   Configuration of the laminator

Fig. 16   Appearance of the laminator
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