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フ 、イルムロールの製造方法及び製造装置、並びにフイルムロール

技術分野

０００1 本発明は、フィルムロールの製造方法及び製造装置、並びにフィルムロールに関し

、特に、液晶ディスプレイや有機 ディスプレイなどの表示パネルの製造に用いられ

、フィルムロールを構成するフィルム基板の巻装技術に関するものである。

背景技術

０００2 近年、液晶ディスプレイや有機 ディスプレイなどの分野では、プラスチック基板な

どの可撲性基板を用いたフレキシブルな表示パネルが開発されている。このフレキシ

ブルな表示パネルの製造には、生産性の面から可撲性基板を連続して処理できる口

一ル十ゥ一・ロール伸一ル・ツー・ロール)方式が好適である。

０００3 この口一ル十ゥ一・ロール方式では、例えば、数百 の長尺のフィルム基板が巻き

出し口一ル及び巻き取り口一ルに巻装されるので、フィルム基板の表面同士が接触し

たり、異物が混入した状態で巻かれたりすることにょって、基板表面に形成された薄

膜などを損傷させる虞れがある。

０００4 そこで、フィルム基板の表面同士を接触させないょぅに、フィルム基板にスペーサを

供給しながら、フィルム基板を巻装してフィルムロールを製造する方法が提案されて

いる。

０００5 例えば、特許文献 では、透明導電性フィルムをその両端部にスペーサを供給しな

がら巻芯に巻装させる導電性フィルムロールの製造方法が開示されている。その中

では、供給されたスペーサにょって、透明導電性フィルムにかかる圧力を下げること

ができるため、異物がフィルム間に混入しても、導電性フィルムにおいて異物に起因

する打痕が生じにくくなると記載されている。

特許文献1 特開2００4 996 43号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 ところで、フレキシブルな表示パネルの製造においては、精細なパターニングがな



されるので、フィルム基板の表面同士が接触することにより、基板表面に形成された

導電素子などが損傷して表示品位が低下してしまぅ虞れがある。例えば、特許文献

のよぅにフィルム基板の両端部にスペーサを配置させただけでは、基板 自体の撲み

などによって基板表面同士が接触することにより、基板表面の導電素子が損傷して、

表示パネルの表示品位が低下してしまぅ虞れがある。

０００7 これを解決するためにに、スペーサを厚くする方法も考えられるが、そのスペーサの

厚さが増えた分だけフィルム基板を巻装して製造されたフィルムロールの径が大きく

なってしまぅので、製造装置の大型ィビが余儀なくされる。この製造装置の大型化は、

特に、真空系の製造装置にとって重要な問題であるので、スペーサを厚くすることは

好ましくない。

０００8 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、フィルム

ロールの拡径を抑制して、基板表面同士を確実に非接触にすることにある。

課題を解決するための手段

０００9 上記 目的を達成するために、本発明は、フィルム基板の両端部及びそれら両端部

の間の中間部に帯状のスペーサをそのフィルム基板の長手方向に沿ってそれぞれ

配置するよぅにしたものである。

００1０ 具体的に本発明に係るフィルムロールを製造する方法は、フィルム基板が巻装され

たフィルムロールを製造する方法であって、上記フィルム基板の両端部及び該両端

部の間の中間部に帯状のスペーサを該フィルム基板の長手方向に沿ってそれぞれ

配置するスペーサ配置工程と、上記配置された各スペーサを介して上記フィルム基

板を巻装する巻装工程とを備えることを特徴とする。

００11 上記の方法によれば、スペーサ配置工程において、フィルム基板が巻装されたとき

にフィルム基板同士が接触し易いフィルム基板の幅方向における中間部に、スペー

サを配置するので、巻装工程においてフィルム基板が巻装されても、フィルム基板同

士の接触が抑制される。また、フィルム基板同士の接触を抑制するために、フィルム

基板の両端部に配置するスペーサと同じスペーサをフィルム基板の中間部に配置す

るので、フィルムロールの拡径が抑制される。したがって、フィルムロールの拡径を抑

制して、基板表面同士を確実に非接触にすることが可能になる。



００12 上記フィルム基板には、表示パネルを形成するための表示パネル形成部がマトリク

ス状に複数配設され、上記中間部のスペーサは、上記複数の表示パネル形成部の

間に配置してもよい。

００13 上記の方法によれば、フィルム基板の中間部にあるスペーサが複数の表示パネル

形成部の間に配置するので、フィルム基板上にスペーサを配置しても、スペーサがフ

ィルムロールを構成するフィルム基板に与える影響が小さくなる。

００14 上記中間部のスペーサの幅は、上記両端部の各スペーサの幅よりも狭くてもよい。

００15 上記の方法によれば、一般的にフィルム基板の中間部は、その両端部に比べて微

細な導電素子が形成されるので、フィルム基板の中間部に狭幅のスペーサを配置す

ることによって、本発明の具体的な作用効果が奏される。

００16 上記スペーサの幅は、 以上且つ5０ 以下であってもよい。

００17 上記の方法によれば、スペーサの幅が よりも狭い場合には、スペーサをフィル

ム基板の所定位置に配置することが困難であり、スペーサの幅が5０ よりも広い場

合には、フィルム基板にロスとなる領域が多く配設される。

００18 上記スペーサの厚さは、 ・25 以上且つ 以下であってもよい。

００19 上記の方法によれば、スペーサの厚さが ・25 よりも薄い場合には、フィルム基

板同士が接触し易く、スペーサの厚さが よりも厚い場合には、フィルム基板を巻

装させたフィルムロールの径が大きくなってしまぅ。

００2０ また、本発明に係るフィルムロールの製造装置は、フィルム基板が巻装されたフィル
ムロールを製造するフィルムロールの製造装置であって、上記フィルム基板を巻装す

るための回転可能な巻芯口一ルと、各々帯状のスペーサが巻装され、上記巻芯口一

ルに巻装されるフィルム基板の両端部及び該両端部の間の中間部に対してそれぞ

れ設けられ、上記巻芯口一ルに巻装されるフィルム基板の間に上記各スペーサを導

入するスペーサ導入リールとを備えていることを特徴とする。

００2 1 上記の構成によれば、スペーサ導入リールによって、フィルム基板が巻装されたとき

にフィルム基板同士が接触し易いフィルム基板の幅方向における中間部に、スペー

サが配置されるので、巻芯口一ルにフィルム基板が巻装されても、フィルム基板同上

の接触が抑制される。また、フィルム基板同士の接触を抑制するために、フィルム基



板の両端部に配置するスペーサと同じスペーサがフィルム基板の中間部に配置され

るので、フィルムロールの拡径が抑制される。したがって、フィルムロールの拡径を抑

制して、基板表面同士を確実に非接触にすることが可能になる。

００22 上記各スペーサ導入リールは、上記巻芯口一ルの回転軸に対して平行に移動可能

であってもよい。

００23 上記の構成によれば、例えば、フィルム基板に形成された導電素子の位置に合わ

せて、スペーサの位置の変更が可能になるので、スペーサがフィルムロールを構成

するフィルム基板に与える影響が小さくなる。

００24 また、本発明に係るフィルムロールは、フィルム基板が巻装されたフィルムロールで

あって、上記フィルム基板の両端部及び該両端部の間の中間部に帯状のスペーサ

が該フィルム基板の長手方向に沿ってそれぞれ配置されていることを特徴とする。

００25 上記構成によれば、フィルム基板が巻装されたときにフィルム基板同士が接触し易

いフィルム基板の幅方向における中間部に、スペーサが配置されているので、巻芯

口一ルにフィルム基板が巻装されても、フィルム基板同士の接触が抑制される。また、

フィルム基板同士の接触を抑制するために、フィルム基板の両端部に配置するスペ

ーサと同じスペーサがフィルム基板の中間部に配置されているので、フィルムロール

の拡径が抑制される。したがって、フィルムロールの拡径を抑制して、基板表面同士

を確実に非接触にすることが可能になる。

発明の効果

００26 本発明によれば、フィルム基板の両端部及びそれら両端部の間の中間部に帯状の

スペーサをそのフィルム基板の長手方向に沿ってそれぞれ配置するため、フィルムロ

ールの拡径を抑制して、基板表面同士を確実に非接触にすることができる。

「0027 図 図 は、実施形態 に係るウェットェッチング装置3０aの断面模式図である。

図2 図2は、ウェットェッチング装置3０aを構成するスペーサ導入リール 3の斜視図

である。

図3 図3は、実施形態 に係るフィルムロール3bの斜視図である。

図4 図4は、実施例における巻芯口一ルとフィルム基板との接触状態を示すグラフで



ある。

図5 図5は、実施形態2に係るコーティング装置3０bの断面模式図である。

図6 図6は、その他の実施形態に係るフィルムロール3cの斜視図である。

図7 図7は、その他の実施形態に係るフィルムロール3dの斜視図である。

図8 図8は、その他の実施形態に係るフィルムロール3eの斜視図である。

図9 図9は、比較例における巻芯口一ルとフィルム基板との接触状態を示すグラフで

ある。

符号の説明

００28 P 表示パネル形成部

フィルム基板

2a 2b 2c スペーサ

3a 3b 3c 3d 3e フィルムロール

2 巻芯口一ル

3 スペーサ導入リール

3０a ウェットェッチング装置 (フィルムロール製造装置)

3０b コーティング装置 (フィルムロール製造装置)

発明を実施するための最良の形態

００29 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は、以

下の実施形態に限定されるものではない。

００3０ は発明の実施形態ひ

図 ～図3は、本発明に係るフィルムロールの製造方法及び製造装置、並びにフィ

ルムロールの実施形態 を示している。本実施形態では、フィルムロールの製造装置

として、ロール十ゥ一・ロール方式のウェットェッチング装置を例示する。

００3 1 図 は、本実施形態のウェットェッチング装置3０aの断面模式図である。

００32 このウェットェッチング装置3０aでは、処理前のフィルムロール3aが収容される第

口一ル収容室2 と、ェッチング処理を〒ラェッチング処理室22と、リンス処理を行ぅリ

ンス処理室23と、処理後のフィルムロール3bが収容される第2口一ル収容室24とが

順に一列に連なるよぅに設けられている。そして、フィルムロール3aを構成するフィル



ム基板 がガイドロール 4a～4 を順に経由して搬送できるよぅに、第 口一ル収容

室2 とェッチング処理室22との間の側壁、ェッチング処理室22とリンス処理室23と

の間の側壁、及びリンス処理室23と第2口一ル収容室24との間の側壁には、開口部

がそれぞれ設けられている。

００33 第 口一ル収容室2 は、互いの回転軸が平行に配置すると共に回転可能にそれ

ぞれ設けられたスペーサ巻き取り口一ル ０、フィルム基板巻き出し口一ル皿及びガ

イドロール 4aを備えている。ここで、フィルム巻き出し口一ル皿には、両端部にそれ

ぞれ配置された帯状のスペーサ2aを介してフィルム基板 が巻装されている。そして

、巻装されたフィルム基板 とそのフィルム基板 の間に挟持されたスペーサ2aとによ

ってフィルムロール3aが構成されている。

００34 ェッチング処理室22は、互いの回転軸が平行に配置すると共に回転可能に設けら

れた4本のガイドロール 4b～4eと、ェッチング液が収容されてウェットェッチング

処理を〒ラェッチング槽 5と、フィルム基板 の表面に圧縮空気を噴出して表面に付

着したェッチング液を切るエアナイフ 7とを備えている。

００35 リンス処理室23は、互いの回転軸が平行に配置すると共に回転可能に設けられた

4本のガイドロール 4f～4 と、純水などのリンス液が収容されてリンス処理を行刃
ンス槽 6と、フィルム基板 の表面に圧縮空気を噴出して表面に付着したリンス液を

切るエアナイフ 7とを備えている。

００36 第2口一ル収容室24は、互いの回転軸が平行に配置すると共に回転可能にそれ

ぞれ設けられたガイドロール 、巻芯口一ル 2及びスペーサ導入リール 3を備え

ている。スペーサ導入リール 3は、例えば、図2に示すよぅに、巻芯口一ル 2の回転

軸と平行に設けられたシヤフト 3cに回転可能に3個並んで設けられている。ここで、

図2は、図 中の矢印 からみたスペーサ導入リール 3の斜視図である。また、各ス

ペーサ導入リール 3は、スペーサ2b (2c) が巻装される巻芯部 3aと、その巻き芯部

3aを挟持するよぅに設けられ、スペーサ2 (2c) のずれを抑制するための一対の円

盤状のガイド部 3bとを備えている。さらに、各スペーサ導入リール 3は、巻芯口一

ル 2の回転軸に対して平行に移動可能である。これによれば、フィルム基板 上の

後述する各表示パネル形成部Pの位置に合わせて、スペーサ2 (2c) の位置を変更



できるので、スペーサ2 (2c) がフィルムロール3bを構成するフィルム基板 に与える

影響が小さくなる。なお、スペーサ導入リール 3には、予め、帯状のスペーサ2b (2c

) が巻装されている。ここで、図2の中央のスペーサ導入リール 3には、その両側に

配置されたスペーサ導入リール 3に巻装されたスペーサ2bよりも狭幅なスペーサ2c

が巻装されている。

００37 次に、上記構成のウェットェッチング装置3０aの動作について説明する。

００38 最初に動作する第 ロール収容室2 では、フィルム巻き出し口一ル ｱのフィルム

ロール3aを構成するフィルム基板 がガイドロール 4aの方に巻き出されると共にェ
、ソチング処理室22に搬送され、同じくフィルムロール3aを構成するスペーサ2aがス

ペーサ巻き取り口一ル ０の方に巻き出されると共にそのスペーサ巻き取り口一ル ０

に巻き取られる。

００39 2番 目に動作するェッチング処理室22では、第 口一ル収容室2 から搬送された

フィルム基板 がガイドロール 4b及び 4cによって下降された後に、ェッチング槽

5内のェッチング液に浸漬されている間にェッチング処理がなされる。続いて、その

ェッチング処理がなされたフィルム基板 がガイドロール 4d及び 4eによってェッチ

ング液から引き上げられ、その引き上げられる途中においてエアナイフ 7によるェッ
チング液の液切りが行われる。その後、液切りされたフィルム基板 がガイドロール 4

eを経由してリンス処理室23に搬送される。

００4０ 3番 目に動作するリンス室23では、ェッチング処理室22から搬送されたフィルム基

板 がガイドロール 4f及び 4 によって下降された後に、リンス槽 6内のリンス液に

浸漬されている間にリンス処理がなされる。続いて、そのフィルム基板 がガイドロー

ル 4 及び 4 によってリンス液から引き上げられ、その引き上げられる途中におい
てエアナイフ 7によるリンス液の液切りが行われる。その後、液切りされたフィルム基

板 がガイドロール 4 を経由して第2口一ル収容室24に搬送される。

００41 最後に動作する第2口一ル収容室24では、リンス処理室23から搬送されたフィルム

基板 がガイドロール を経由して、図3に示すよぅに、巻芯口一ル 2に巻き取られ

ると共に、巻き重ねられるフィルム基板 の間に各スペーサ導入リール 3からスペー

サ2b及び2cが導入される。ここで、フィルム基板 の両端部には広幅なスペーサ2b



が、その両端部の間の中間部には、狭幅なスペーサ2cがそれぞれ配置される。なお

、図3は、図 中の矢印 からみたフィルムロール3bの斜視図である。

００42 次に、上記構成のウェットェッチング装置3０aを用いたフィルムロールの製造方法

について、説明する。本実施形態のフィルムロールの製造方法は、準備工程、フィル

ムロール収容工程と、ェッチング処理工程と、リンス処理工程と、巻き取り工程 (スペ

ーサ配置工程及び巻装工程) とを備えている。

００43 く準備工程ノ

ロール十ゥ一・ロール方式によって、可撲性を有するフィルム状の樹脂基板上に、

アルミニウムやチタンなどの金属薄膜をスパッタリング法で成膜し、続いて、その金属

薄膜上にいジストパターンを形成した後に、その樹脂基板を両端部に線状のスペー

サ2aを挟持させながら巻芯口一ル (フィルム巻き出し口一ル ) に巻装することにより

、金属薄膜及びいジストパターンを有するフィルム基板 が巻装されたフィルムロール

3 を準備する。

００44 ここで、フィルムロール3aを構成するフィルム基板 は、例えば、ポリエステル (P

) 系樹脂、ポリイミド(P )系樹脂、ポリエーテルスルホン (P S)系などの可撲性を有

する樹脂や、ガラス エポキシ系のガラス繊維強ィロ樹脂などにより構成されている。

また、フィルム基板 は、例えば、その厚さが ・ 以上且つ ・3 以下で、その

幅が6００ である。また、フィルム基板 には、図3に示すよぅに、各々表示パネル

を形成するための複数の表示パネル形成部Pがマトリクス状に配設されている。

００45 また、スペーサ2b及び2cがそれぞれ巻装されたスペーサ導入リール 3を準備する

。ここで、スペーサ2a 2b及び2cは、ポリエステル (P )系樹脂、ポリイミド(P )系樹

脂、ポリエーテルスルホン (P S)系などの樹脂フィルムや防塵紙などにより構成され

ている。さらに、スペーサ2a 2b及び2cは、例えば、その厚さが ・25 以上且つ
以下であり、その幅が 以上且つ5０ 以下である。ここで、スペーサ2a

2b及び2cの幅が よりも狭い場合には、スペーサ2a 2b及び2cをフィルム基板

の所定位置に配置することが困難であり、スペーサ2a 2b及び2cの幅が5０ よ

りも広い場合には、例えば、表示パネル形成部Pが配置可能なフィルム基板 の有効

領域が狭くなってしまぅ。また、スペーサ2a 2b及び2cの厚さが ・25 よりも薄い



場合には、フィルム基板 同士が接触し易く、スペーサ2a 2b及び2cの厚さが

よりも厚い場合には、フィルムロール3a及び製造されるフィルムロール3bの径が大き

くなってしまぅ。

００46 以下の各工程は、ロール十ゥ一・ロール方式によって連続して行われるものである

が、以下の実施形態では各工程毎に分けて説明する。

００47 くフィルムロール収容工程ノ

まず、第 口一ル収容室2 にフィルムロール3aを収容した後、フィルムロール3aか

らスペーサ2aを巻き出し、その先端をスペーサ巻き取り口一ル ０に取り付ける。次い
で、同じくフィルムロール3aからフィルム基板 を巻き出し、その先端をガイドロール

4aに送る。さらに、スペーサ巻き取り口一ル ０及びフィルム巻き出し口一ル皿を駆動

させる。

００48 くェッチング処理工程ノ

ガイドロール 4aから供給されたフィルム基板 をガイドロール 4bで受けた後に、

そのフィルム基板 をェッチング槽 5内のガイドロール 4c及び 4dに沿って搬送さ

せて、フィルム基板 のェッチング処理を行ぅ。このとき、フィルム基板 上のレジストパ

ターンから露出した金属薄膜が除去され、金属薄膜がパターニングされる。そして、

ェッチング処理後のフィルム基板 をェッチング槽 5から引き上げると共に、その表

面に付着したェッチング液をエアナイフ 7によって除去した後、そのフィルム基板

をガイドロール 4eに送る。

００49 くリンス処理工程ノ

ガイドロール 4eから供給されたフィルム基板 をガイドロール 4fで受けた後に、そ

のフィルム基板 をリンス槽 6内のガイドロール 4 及び 4 に沿って搬送させて、フ

ィルム基板 のリンス処理を行ぅ。このとき、フィルム基板 の表面がリンス水によって

洗浄され、フィルム基板 の表面に残留したェッチング液がリンス水によって除去され

る。そして、リンス処理後のフィルム基板 をリンス 6槽から引き上げると共に、その表

面に付着したリンス水をエアナイフ 7によって除去した後、そのフィルム基板 をガイ

ドロール 4 に送る。

００5０ く巻き取り工程ノ



まず、ガイドロール 4 から供給されたフィルム基板 をガイドロール で受けた後

に、その先端を巻芯口一ル 2に取り付ける。次いで、予め、第2口一ル収容室24に

収容させた各スペーサ導入リール 3から巻装されたスペーサ2b及び2cを巻き出し、

図3に示すよぅに、その各先端を巻芯口一ル 2上のフィルム基板 の両端部及び中

間部に配置する (スペーサ配置工程)。さらに、巻芯口一ル 2及び各スペーサ導入リ

ール 3を駆動させて、各スペーサ2b及び2cを介してフィルム基板 を巻芯口一ル 2

に巻装する (巻装工程 。

００5 1 以上のよぅにして、フィルム基板 の両端部及び中間部に帯状のスペーサ2b及び2

cがフィルム基板 の長手方向に沿ってそれぞれ配置されたフィルムロール3bを製造

することができる。

００52 次に、具体的に行った実験について説明する。

００53 本発明の実施例及び比較例として、周面に導電膜を有する巻芯口一ルに、片面に

チタン薄膜を成膜させたフィルム基板をそのチタン薄膜が巻芯口一ルの導電膜と対

面するよぅに、所定厚さのスペーサを介して一層巻装させ、巻芯口一ルの導電膜とフ

ィルム基板のチタン薄膜との間の導通テストを行って、巻芯口一ルとフィルム基板との

接触 非接触の状態を確認した。なお、巻芯口一ルとフィルム基板との接触 非接

触の状態は、フィルム基板が巻装されたときの基板表面同士の接触 非接触の状態

に置き換えられるものである。

００54 ここで、巻芯口一ルは、直径が ０ である。フィルム基板としては、ガラス ェポ

キシ系のガラス繊維強ィロ樹脂からなり、厚さが ・ ～０・3 、幅が6００

ヤング率が5GPa～5GPa、比重 3が ・O c ～2・ c 3のもの用いた。また

、スペーサとしては、ポリイミド樹脂からなり、厚さが ・ 5 ～０・75０ のもの

を6種類用いた。

００55 そして、実施例では、フィルム基板の両端部にそれぞれ幅 ０ のスペーサを、そ

の中央部に幅5 のスペーサをそれぞれ配置させた。一方、比較例では、フィルム

基板の両端部のみにそれぞれ幅 ０ のスペーサを配置させた。

００56 結果は、図4及び図9のグラフの通りである。ここで、図4及び図9は、それぞれ実施

例及び比較例におけるフィルム基板の長手方向の張力及びスペーサの厚さと巻芯口



一ル及びフィルム基板の接触状態との関係を示すグラフである。図4及び図9におい
て、グラフ中の白抜き丸印は、巻芯口一ルの導電膜とフィルム基板のチタン薄膜とが

導通せずに巻芯口一ルとフィルム基板とが非接触状態であることを示し、グラフ中の

黒三角印は、巻芯口一ルの導電膜とフィルム基板のチタン薄膜とが導通して巻芯口

一ルとフィルム基板とが接触状態であることを示している。

００57 具体的に実施例では、図4に示すよぅに、スペーサの厚さが ・25 のときに巻芯

口一ルとフィルム基板との間の非接触状態が保持され出した。一方、比較例では、図

9に示すよぅに、スペーサの厚さが ・4０ のときに巻芯口一ルとフィルム基板との

間の非接触状態が保持され出した。このよぅに、本実施例によれば、巻芯口一ルとフ

ィルム基板との間の非接触状態を保持するのに必要なスペーサの厚さを薄くできるこ

とが確認された。これにより、フィルムロールの拡径を抑制して、フィルム基板の表面

同士を確実に非接触にすることができる。なお、本実施例では、スペーサの厚さが

25 のときに、巻芯口一ルとフィルム基板との間の非接触状態が保持され出した

が、フィルム基板の材質がさらに堅い場合、すなわち、ヤング率が大きい場合には、

スペーサの厚さを ・25 よりも薄くしても、巻芯口一ルとフィルム基板との間の非接

触状態を保持することができる。

００58 以上説明したよぅに、本実施形態によれば、スペーサ配置工程において、フィルム

基板 が巻装されたときにフィルム基板 同士が接触し易いフィルム基板 の幅方向

における中間部に、スペーサ2cを配置するので、巻装工程においてフィルム基板

が巻装されても、フィルム基板 同士の接触を抑制することができる。また、フィルム基

板 同士の接触を抑制するために、フィルム基板 の両端部に配置するスペーサ2b

と同じ厚さのスペーサ2cをフィルム基板 の中間部に配置するので、フィルムロール3

bの拡径を抑制することができる。したがって、フィルムロール3bの拡径を抑制して、

フィルム基板 の表面同士を確実に非接触にすることができる。

００59 は発明の実施形態2》

図5は、本発明に係るフィルムロールの製造装置の実施形態2を示している。本実

施形態では、フィルムロールの製造装置として、ロール十ゥ一・ロール方式のコーティ
ング装置を例示する。なお、以下の各実施形態において図 ～図3と同じ部分につ



いては同じ符号を付して、その詳細な説明を省略する。

００6０ 図5は、本実施形態のコーティング装置3０bの断面模式図である。

００6 1 このコーティング装置3０bでは、処理前のフィルムロールが収容される第 口一ル収

容室2 と、コーティングを〒ラコーティング室25と、加熱処理を〒ぅ加熱処理室26と

、処理後のフィルムロールが収容される第2口一ル収容室24とが順に一列に連なるよ

ぅに設けられている。そして、フィルムロールを構成するフィルム基板 がガイドロール

4a～4 を経由して搬送できるよぅに、第 口一ル収容室2 とコーティング室25との

間の側壁、コーティング室25と加熱処理室26との間の側壁、及び加熱処理室26と

第2口一ル収容室24との間の側壁には、開口部がそれぞれ設けられている。

００62 コーティング室25は、互いの回転軸が平行に配置すると共に回転可能に設けられ

たガイドロール 4 及び 4 と、ガイドロール 4 及び 4 1上に搬送されるフィルム基

板 の表面にいジスト材料などの薄膜をコーティングするためのスリットコーター 8と

を備えている。

００63 加熱処理室26は、互いの回転軸が平行に配置すると共に回転可能に設けられた5

本のガイドロール 4 ～4 と、ガイドロール 4 ～4 に沿って搬送されるフィル

ム基板 を加熱して、フィルム基板 上の薄膜を焼成するためのヒーター (不図示) と

を備えてレ巧

上記構成のコーティング装置3０bでは、上記実施形態 と同様に第 口一ル収容室

2 の内部にフィルムロール3aを収容して、コーティング室25においてフィルムロール

3aを構成するフィルム基板 上に薄膜を成膜した後に、加熱処理室26においてその

薄膜を焼成して、最後に第2口一ル収容室24において上記実施形態 と同様に巻芯

コール 2にフィルム基板 が巻装されてフィルムロール3bが製造される。

００64 はその他の実施形態》

本発明は、上記各実施形態について、以下のよぅな構成としてもよい。図6～図8は

、本発明に係るフィルムロールのその他の実施形態を示している。

００65 上記各実施形態では、フィルム基板 の中間部に狭幅のスペーサ2cが配置された

フィルムロール3bを例示したが、本発明はこれに限定されることなく、例えば、図6～
図8に示すよぅなフィルムロール3c～3eであってもよい。



００66 具体的に図6に示すフイルムロール3cでは、フイルム基板 の中間部のスペーサ2c

の幅と両端部の各スペーサ2bの幅とがほぼ揃っている。

００67 また、図7に示すフイルムロール3dでは、図2における各スペーサ導入リール 3を

巻芯口一ル 2の回転軸に対して平行に移動させることによって、フイルム基板 の中

間部のスペーサ2cの位置がフイルム基板 の中央より右側にずれている。

００68 さらに、図8に示すフイルムロール3eでは、フイルム基板 の中間部のスペーサ2c

の幅が両端部の各スペーサ2bの幅よりも狭くなっている。

００69 このように、フイルム基板 の中間部のスペーサ2cを、フイルム基板 上の表示パネ、

ル形成部Pの位置に合わせて配置することによって、スペーサ2cがフイルム基板 に

与える影響を小さくすることができる。

００7０ なお、上記各実施形態では、フイルム基板 の両端部の間に 本のスペーサ2cを

配置させたフイルムロール3b～3eを例示したが、本発明はこれに限定されず、フイル

ム基板 の両端部の間に複数本のスペーサを配置させてもよい。

産業上の利用可能，性

００7 1 以上説明したように、本発明は、フイルムロールの拡径を抑制して、基板表面同士

を確実に非接触にすることができるので、ロール十ウー・ロール方式を用いた表示パ

ネルの製造について有用である。



請求の範囲

フィルム基板が巻装されたフィルムロールを製造する方法であって、

上記フィルム基板の両端部及び該両端部の間の中間部に帯状のスペーサを該フィ

ルム基板の長手方向に沿ってそれぞれ配置するスペーサ配置工程と、

上記配置された各スペーサを介して上記フィルム基板を巻装する巻装工程とを備

えることを特徴とするフィルムロールの製造方法。

2 請求項 に記載されたフィルムロールの製造方法において、

上記フィルム基板には、表示パネルを形成するための表示パネル形成部がマトリク

ス状に複数配設され、

上記中間部のスペーサは、上記複数の表示パネル形成部の間に配置することを特

徴とするフィルムロールの製造方法。

3 請求項 に記載されたフィルムロールの製造方法において、

上記中間部のスペーサの幅は、上記両端部の各スペーサの幅よりも狭いことを特

徴とするフィルムロールの製造方法。

4 請求項 に記載されたフィルムロールの製造方法において、

上記スペーサの幅は、 以上且つ5０ 以下であることを特徴とするフィルムロ

ールの製造方法。

5 請求項 に記載されたフィルムロールの製造方法において、

上記スペーサの厚さは、 ・25 以上且つ 以下であることを特徴とするフィ

ルムロールの製造方法。

6 フィルム基板が巻装されたフィルムロールを製造するフィルムロールの製造装置で

あって、

上記フィルム基板を巻装するための回転可能な巻芯口一ルと、

各々帯状のスペーサが巻装され、上記巻芯口一ルに巻装されるフィルム基板の両

端部及び該両端部の間の中間部に対してそれぞれ設けられ、上記巻芯口一ルに巻

装されるフィルム基板の間に上記各スペーサを導入するスペーサ導入リールとを備

えていることを特徴とするフィルムロールの製造装置。

7 請求項6に記載されたフィルムロールの製造装置において、



上記各スペーサ導入リールは、上記巻芯口一ルの回転軸に対して平行に移動可能

であることを特徴とするフイルムロールの製造装置。

8 フイルム基板が巻装されたフイルムロールであって、

上記フイルム基板の両端部及び該両端部の間の中間部に帯状のスペーサが該フ

イルム基板の長手方向に沿ってそれぞれ配置されていることを特徴とするフイルムロ

ール。
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