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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材と、前記基材上に形成された少なくとも光触媒を含有する光触媒含有層と、前記光触
媒含有層上に形成された保護部と、前記光触媒含有層および前記保護部とを覆うように形
成され、かつエネルギー照射に伴う光触媒の作用により表面の特性が変化する特性変化層
と、前記特性変化層の特性が変化した特性変化パターンとを有することを特徴とするパタ
ーン形成体。
【請求項２】
請求項１に記載のパターン形成体の、前記基材が透明基材であり、かつ前記保護部が遮光
部であり、さらに前記特性変化パターンに沿って画素部が形成されていることを特徴とす
るカラーフィルタ。
【請求項３】
前記特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により、液体との接触角が低下す
る濡れ性変化層であることを特徴とする請求項２に記載のカラーフィルタ。
【請求項４】
前記濡れ性変化層がオルガノポリシロキサンを含有する層であることを特徴とする請求項
３に記載のカラーフィルタ。
【請求項５】
前記オルガノポリシロキサンが、ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）（ここで、Ｙはアルキル基、フル
オロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基もしくはエポキシ基、またはこれらを
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含む有機基であり、Ｘはアルコキシル基またはハロゲンを示す。ｎは０～３までの整数で
ある。）で示される珪素化合物の１種または２種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分
解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることを特徴とする請求項３または請求項４
に記載のカラーフィルタ。
【請求項６】
前記オルガノポリシロキサンを構成するＹの炭素数が１～２０の範囲内であることを特徴
とする請求項５に記載のカラーフィルタ。
【請求項７】
前記濡れ性変化層が単分子膜であることを特徴とする請求項３に記載のカラーフィルタ。
【請求項８】
前記単分子膜が、有機鎖を有するシラン化合物からなることを特徴とする請求項７に記載
のカラーフィルタ。
【請求項９】
前記有機鎖を構成する炭素の数が、１～２０の範囲内であることを特徴とする請求項８に
記載のカラーフィルタ。
【請求項１０】
前記シラン化合物がフルオロアルキルシランであることを特徴とする請求項８または請求
項９に記載のカラーフィルタ。
【請求項１１】
前記特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により分解除去される分解除去層
であることを特徴とする請求項２に記載のカラーフィルタ。
【請求項１２】
前記分解除去層の表面張力４０ｍＮ／ｍの液体との接触角が５０°以上であり、前記光触
媒含有層の表面張力４０ｍＮ／ｍの液体との接触角が、４９°以下であることを特徴とす
る請求項１１に記載のカラーフィルタ。
【請求項１３】
前記分解除去層が単分子膜であることを特徴とする請求項１１または請求項１２に記載の
カラーフィルタ。
【請求項１４】
前記画素部がインクジェット方式により形成されたことを特徴とする請求項２から請求項
１３までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタ。
【請求項１５】
前記インクジェット方式により形成された画素部が、硬化型インクを用いたものであるこ
とを特徴とする請求項１４に記載のカラーフィルタ。
【請求項１６】
前記硬化型インクが、ＵＶ硬化性インクであることを特徴とする請求項１５に記載のカラ
ーフィルタ。
【請求項１７】
前記硬化型インクが、熱硬化性インクであることを特徴とする請求項１５に記載のカラー
フィルタ。
【請求項１８】
前記遮光部が、熱転写法により形成されたものであることを特徴とする請求項２から請求
項１７までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタ。
【請求項１９】
前記光触媒含有層上に、密着性向上層が形成されていることを特徴とする請求項１８に記
載のカラーフィルタ。
【請求項２０】
前記画素部上に電極層を有することを特徴とする請求項２から請求項１９までのいずれか
の請求項に記載のカラーフィルタ。
【請求項２１】
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透明基材上に、少なくとも光触媒を含有する光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工
程と、
前記光触媒含有層上に遮光部を形成する遮光部形成工程と、
前記光触媒含有層および前記遮光部を覆うように、エネルギー照射に伴う光触媒の作用に
より特性が変化する特性変化層を形成する特性変化層形成工程と、
前記特性変化層にエネルギーを照射することにより、前記特性変化層の特性が変化した特
性変化パターンを形成する特性変化パターン形成工程と、
前記特性変化パターン上に画素部を形成する画素部形成工程と
を有することを特徴とするカラーフィルタの製造方法。
【請求項２２】
前記エネルギーの照射が、前記特性変化層側から全面に行われることを特徴とする請求項
２１に記載のカラーフィルタの製造方法。
【請求項２３】
前記エネルギーの照射が、前記透明基材側から全面に行われることを特徴とする請求項２
１に記載のカラーフィルタの製造方法。
【請求項２４】
前記エネルギーの照射が、フォトマスクを介して行われることを特徴とする請求項２１に
記載のカラーフィルタの製造方法。
【請求項２５】
前記特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により、液体との接触角が低下す
る濡れ性変化層であることを特徴とする請求項２１から請求項２４までのいずれかの請求
項に記載のカラーフィルタの製造方法。
【請求項２６】
前記特性変化層がエネルギー照射に伴う光触媒の作用により分解除去される分解除去層で
あることを特徴とする請求項２１から請求項２４までのいずれかの請求項に記載のカラー
フィルタの製造方法。
【請求項２７】
前記画素部を、硬化性インクを用いたインクジェット法により形成することを特徴とする
請求項２１から請求項２６までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタの製造方法。
【請求項２８】
前記遮光部形成工程が、フォトリソグラフィー法により行われることを特徴とする請求項
２１から請求項２７までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタの製造方法。
【請求項２９】
前記遮光部形成工程が、熱転写法により行われることを特徴とする請求項２１から請求項
２７までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタの製造方法。
【請求項３０】
前記光触媒含有層形成工程後、密着性向上層を形成する密着性向上層形成工程を有するこ
とを特徴とする請求項２９に記載のカラーフィルタの製造方法。
【請求項３１】
前記光触媒含有層形成工程により形成される光触媒含有層にオルガノポリシロキサンが含
有されていることを特徴とする請求項２９に記載のカラーフィルタの製造方法。
【請求項３２】
前記光触媒含有層形成工程により形成される光触媒含有層にシランカップリング剤が含有
されており、前記シランカップリング剤が、ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）（ここで、Ｙはアルキ
ル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基もしくはエポキシ基、また
はこれらを含む有機基であり、Ｘはアルコキシル基またはハロゲンを示す。ｎは０～３ま
での整数である。）で示される珪素化合物の１種または２種以上の単体、加水分解縮合物
、もしくは共加水分解縮合物であることを特徴とする請求項２９に記載のカラーフィルタ
の製造方法。
【請求項３３】
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前記遮光部形成工程後、前記光触媒含有層にエネルギーを照射するエネルギー照射工程を
有することを特徴とする請求項３０から請求項３２までのいずれかの請求項に記載のカラ
ーフィルタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カラー液晶ディスプレイに用いられるカラーフィルタ等に用いることが可能な
パターン形成体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、パーソナルコンピューターの発達、特に携帯用パーソナルコンピューターの発達に
伴い、液晶ディスプレイ、とりわけカラー液晶ディスプレイの需要が増加する傾向にある
。しかしながら、このカラー液晶ディスプレイが高価であることから、コストダウンの要
求が高まっており、特にコスト的に比重の高いカラーフィルタに対するコストダウンの要
求が高い。
【０００３】
このようなカラーフィルタにおいては、通常赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、および青（Ｂ）の３原
色の着色パターンを備え、Ｒ、Ｇ、およびＢのそれぞれの画素に対応する電極をＯＮ、Ｏ
ＦＦさせることで液晶がシャッタとして作動し、Ｒ、Ｇ、およびＢのそれぞれの画素を光
が通過してカラー表示が行われるものである。
【０００４】
従来から行われているカラーフィルタの製造方法としては、例えば染色法が挙げられる。
この染色法は、まずガラス基板上に染色用の材料である水溶性の高分子材料を形成し、こ
れをフォトリソグラフィー工程により所望の形状にパターニングした後、得られたパター
ンを染色浴に浸漬して着色されたパターンを得る。これを３回繰り返すことによりＲ、Ｇ
、およびＢの着色層を形成する。
【０００５】
また、他の方法としては顔料分散法がある。この方法は、まず基板上に顔料を分散した感
光性樹脂層を形成し、これをパターニングすることにより単色のパターンを得る。さらに
この工程を３回繰り返すことにより、Ｒ、Ｇ、およびＢの着色層を形成する。
【０００６】
さらに他の方法としては、電着法や、熱硬化樹脂に顔料を分散させてＲ、Ｇ、およびＢの
３回印刷を行った後、樹脂を熱硬化させる方法等を挙げることができる。
【０００７】
しかしながら、いずれの方法においても、Ｒ、Ｇ、およびＢの３色を着色するために、同
一の工程を３回繰り返す必要があり、コスト高になるという問題や、工程を繰り返すため
歩留まりが低下するという問題があった。
【０００８】
これらの問題を解決するカラーフィルタの製造方法として、インクジェット方式で着色イ
ンクを吹き付けして着色層を形成する方法が提案されている（特許文献１参照）。ここで
は、ガラス基板に対し濡れ性の良いインクを用いる場合には、インクに対して濡れ性の悪
い物質で予め境界となる凸部を印刷しておく方法や、ガラスに対して濡れ性の悪いインク
を使う場合には、インクとの濡れ性の良い材料で予めパターンを形成しておき、インクが
定着するのを助ける方法が開示されている。
【０００９】
また、インクジェット方式で着色インクを吐出して着色層を形成し、カラーフィルタを製
造する別の方法として、凹部を親液処理剤で処理する方法も報告されている（特許文献２
参照）。この方法は、予め基板上に凸部を形成し、この凸部を撥液性とした後に、基板全
体を親液処理剤により表面処理するものである。
【００１０】
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さらに、インクジェット方式で着色インクを吐出して着色層を形成し、カラーフィルタを
製造する別の方法としては、本発明者等により、光触媒反応を利用した濡れ性変化層を用
いる方法が提案されている（特許文献３参照）。この方法は、遮光部が形成された透明基
材上に、光触媒を含有する光触媒含有層を形成し、その光触媒含有層上に、エネルギー照
射に伴う光触媒の作用により特性が変化する特性変化層を形成する。続いてこの特性変化
層を露光することにより特性変化パターンを形成し、着色層を特性の変化した部位に付与
するものである。この方法によれば、上記濡れ性変化層の特性を利用して、容易に着色層
を形成することを可能とすることができる。
【００１１】
しかしながら、この方法においては、上記光触媒含有層が、上記遮光部上に形成されるこ
とから、光触媒含有層を形成する際に、熱膨張率の差から、光触媒含有層にクラックが入
る場合があるとの問題があった。また、特性変化層の膜厚が薄いことから、上記カラーフ
ィルタ上に電極層を設けた際に、上記光触媒含有層の導電性により、液晶の配向に影響を
及ぼす場合がある等の問題もあった。
【００１２】
【特許文献１】
特開昭５９－７５２０５号公報
【特許文献２】
特開平９－２０３８０３号公報
【特許文献３】
特許３３８１１４６号
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
以上のことから、カラーフィルタを簡易な工程で、効率よく製造でき、かつクラックや液
晶の配向に影響等のない、パターン形成体や、カラーフィルタの提供が望まれている。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、基材と、上記基材上に形成された少なくとも光触媒を含有する光触媒含有層と
、上記光触媒含有層上に形成された保護部と、上記光触媒含有層および上記保護部とを覆
うように形成され、かつエネルギー照射に伴う光触媒の作用により表面の特性が変化する
特性変化層と、上記特性変化層の特性が変化した特性変化パターンとを有することを特徴
とするパターン形成体を提供する。
【００１５】
本発明によれば、上記特性変化層を有することから、エネルギー照射に伴う光触媒の作用
により特性の変化した特性変化パターンに沿って、例えばカラーフィルタの画素部等を容
易に形成可能なパターン形成体とすることができる。また、上記特性変化層と上記光触媒
含有層との間に保護部が形成されていることから、特性変化層側、または基材が透明であ
る場合には基材側から特性変化層の全面にエネルギーを照射した場合であっても、上記保
護部が形成された位置においては、光触媒含有層中の光触媒の作用が発現せず、上記特性
変化層の特性が変化しない。これにより、上記保護部が形成されていない位置の特性変化
層の特性のみが変化した特性変化パターンを容易に形成することが可能となるのである。
【００１６】
また、本発明は、上記パターン形成体の、上記基材が透明基材であり、かつ上記保護部が
遮光部であり、さらに上記特性変化パターンに沿って画素部が形成されていることを特徴
とするカラーフィルタを提供する。
【００１７】
本発明によれば、上記画素部を上記特性変化パターンの特性の差を利用して、容易に形成
されたものとすることができる。これにより、高精細な画素部を有し、かつ製造効率やコ
ストの面からも好ましいカラーフィルタとすることができるのである。また、上記画素部
上に電極層を形成する場合、上記電極層と光触媒含有層との間には、遮光部および画素部
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が形成されており、光触媒含有層が液晶の配向に影響を及ぼすことのない、高品質なカラ
ーフィルタとすることができるのである。
【００１８】
また、本発明においては、上記特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により
、液体との接触角が低下する濡れ性変化層であってもよい。これにより、上記特性変化パ
ターンを他の領域より濡れ性の高い領域とすることができ、この濡れ性を利用して、例え
ばインクジェット法等により容易に形成することが可能となるからである。
【００１９】
この際、上記濡れ性変化層がオルガノポリシロキサンを含有する層であってもよい。これ
により、上述したように濡れ性を変化させることが可能となるからである。
【００２０】
また、本発明においては、上記オルガノポリシロキサンが、ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）（ここ
で、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基もしくはエ
ポキシ基、またはこれらを含む有機基であり、Ｘはアルコキシル基またはハロゲンを示す
。ｎは０～３までの整数である。）で示される珪素化合物の１種または２種以上の加水分
解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることが好ましい
。このようなオルガノポリシロキサンを用いることにより、上述したような濡れ性の変化
に対する特性をより発揮することができるからである。
【００２１】
またさらに、上記オルガノポリシロキサンを構成するＹの炭素数が１～２０の範囲内であ
ることが好ましい。これにより、上記Ｙによりエネルギー照射前のオルガノポリシロキサ
ンを撥液性とすることができ、またエネルギー照射による光触媒の作用によって、上記Ｙ
が分解除去等されることにより、親液性とすることができるからである。
【００２２】
また、本発明においては、上記濡れ性変化層が単分子膜であってもよい。これにより、上
記濡れ性変化層を緻密で均一な膜とすることができ、エネルギー照射に伴う光触媒の作用
により濡れ性が変化した特性変化パターンに、高精細かつ均一な画素部を形成することが
可能となるからである。
【００２３】
この際、上記単分子膜が、有機鎖を有するシラン化合物からなることが好ましい。このよ
うなシラン化合物を用いることにより、容易に上記単分子膜を形成することができるから
である。
【００２４】
またさらに、上記有機鎖を構成する炭素の数が、１～２０の範囲内であることが好ましい
。上記有機鎖によりエネルギー照射前の単分子膜を撥液性とすることができ、またエネル
ギー照射に伴う光触媒の作用により上記有機鎖が分解等されて、親液性とすることが可能
となるからである。
【００２５】
本発明においては、上記シラン化合物がフルオロアルキルシランであることが好ましい。
これにより、エネルギー未照射部の撥液性を高いものとすることができることから、エネ
ルギー照射に伴う光触媒の作用により親液性領域とされた特性変化パターンとの濡れ性の
差を高いものとすることができるからである。
【００２６】
また、本発明においては、上記特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により
分解除去される分解除去層であってもよい。これにより、特性変化層表面に特性変化パタ
ーンとして凹部を形成することができ、表面の凹凸を利用して、容易に例えばインクジェ
ット法等により画素部を形成することが可能となるからである。
【００２７】
この際、上記分解除去層の表面張力４０ｍＮ／ｍの液体との接触角が５０°以上であり、
上記光触媒含有層の表面張力４０ｍＮ／ｍの液体との接触角が、４９°以下であることが
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好ましい。これにより、分解除去層が分解除去されて露出した領域を親液性領域、分解除
去層上を撥液性領域とすることが可能となることから、表面の凹凸だけでなく、濡れ性の
差も利用して画素部を形成することが可能となり、さらに高精細な画素部を有するカラー
フィルタとすることができるからである。
【００２８】
ここで、上記分解除去層が単分子膜であることが好ましい。これにより、上記分解除去層
を緻密で均一な層とすることができ、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により、分解除
去層を効率よく、かつ均一に分解除去することが可能となるからである。
【００２９】
本発明においては、上記画素部がインクジェット方式により形成されたことが好ましい。
これにより、目的とする領域にのみ画素部を形成することができることから、容易な工程
で高精細に形成されたものとすることができるからである。
【００３０】
また、上記インクジェット方式により形成された画素部が、硬化型インクを用いたもので
あることが好ましい。これにより、容易に画素部を形成することが可能となるからである
。
【００３１】
またこの際、上記硬化型インクは、ＵＶ硬化性インクであってもよく、また熱硬化性イン
クであってもよい。どちらの上記硬化型インクを用いた場合であっても、高精細な画素部
を形成することが可能となるからである。
【００３２】
またさらに、上記遮光部が、熱転写法により形成されたものであってもよい。これにより
、簡易な工程で高精細な遮光部を形成することが可能となり、また遮光部の膜厚を厚いも
のとすることができるからである。
【００３３】
上記発明においては、上記光触媒含有層上に、密着性向上層が形成されていることが好ま
しい。これにより、熱転写法により形成された上記遮光部と光触媒含有層との密着性を高
いものとすることができるからである。
【００３４】
また、本発明においては、上記画素部上に電極層が形成されていてもよい。本発明によれ
ば、上記光触媒含有層の導電性の影響を受けることのないカラーフィルタとすることがで
きるのである。
【００３５】
本発明は、透明基材上に、少なくとも光触媒を含有する光触媒含有層を形成する光触媒含
有層形成工程と、
上記光触媒含有上に遮光部を形成する遮光部形成工程と、
上記光触媒含有および上記遮光部を覆うように、エネルギー照射に伴う光触媒の作用によ
り特性が変化する特性変化層を形成する特性変化層形成工程と、
上記特性変化層にエネルギーを照射することにより、上記特性変化層の特性が変化した特
性変化パターンを形成する特性変化パターン形成工程と、
上記特性変化パターン上に画素部を形成する画素部形成工程と
を有することを特徴とするカラーフィルタの製造方法を提供する。
【００３６】
本発明によれば、上記特性変化層形成工程により形成された特性変化層を、上記特性変化
パターン形成工程において、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により表面の特性を変化
させることができる。これにより、この特性変化層の特性の変化した特性変化パターンに
沿って、容易に画素部を形成することが可能となるのである。また、上記光触媒含有層形
成工程後に、上記遮光部形成工程を行うことから、光触媒含有層に遮光部の厚みによって
、クラックが入ることがなく、高品質なカラーフィルタとすることができるのである。
【００３７】
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ここで、本発明においては、上記エネルギーの照射が、上記特性変化層側から全面に行わ
れてもよく、また上記エネルギーの照射が、上記透明基材側から全面に行われてもよい。
本発明においては、上記光触媒含有層および上記特性変化層との間に遮光部が形成されて
おり、この遮光部が形成された領域においては、エネルギー照射に伴う光触媒の作用が発
現しないことから特性変化層の特性が変化せず、遮光部が形成されていない領域の特性変
化層の特性のみを変化させることが可能となるからである。
【００３８】
また、本発明においては、上記エネルギーの照射が、フォトマスクを介して行われるもの
であってもよい。これにより、上記遮光部が形成されていない領域の形状と、目的とする
特性変化パターンの形状とが異なる場合にも、特性変化パターンを形成することが可能と
なるからである。
【００３９】
ここで、本発明においては、上記特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用によ
り、液体との接触角が低下する濡れ性変化層であってもよい。これにより、上記画素部形
成工程において、上記特性変化パターンの濡れ性を利用して、容易に画素部を形成するこ
とが可能となるからである。
【００４０】
また、本発明においては、上記特性変化層がエネルギー照射に伴う光触媒の作用により分
解除去される分解除去層であってもよい。これにより、上記画素部形成工程において、上
記分解除去層の表面に形成された凹凸を利用して、容易に画素部を形成することが可能と
なるからである。
【００４１】
また、本発明においては、上記画素部を、硬化性インクを用いたインクジェット法により
形成することが好ましい。これにより、容易な工程で高精細な画素部を形成することが可
能となるからである。
【００４２】
本発明においては、上記遮光部形成工程が、フォトリソグラフィー法により行われるもの
であってもよい。これにより、形成された遮光部を高精細なものとすることが可能となる
からである。
【００４３】
また本発明においては、上記遮光部形成工程が、熱転写法により行われるものであってよ
い。これにより、簡易な工程で高精細な遮光部を形成することが可能となり、また遮光部
の膜厚を厚いものとすることができるからである。
【００４４】
本発明においてはこの際、上記光触媒含有層形成工程後、密着性向上層を形成する密着性
向上層形成工程を有するものであってもよい。これにより、上記熱転写法により形成され
た遮光部と光触媒含有層との密着性を高いものとすることができるからである。
【００４５】
この際、上記光触媒含有層形成工程により形成される光触媒含有層にオルガノポリシロキ
サンが含有されていてもよい。また上記光触媒含有層形成工程により形成される光触媒含
有層にシランカップリング剤が含有されており、上記シランカップリング剤が、ＹｎＳｉ
Ｘ（４－ｎ）（ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フ
ェニル基もしくはエポキシ基、またはこれらを含む有機基であり、Ｘはアルコキシル基ま
たはハロゲンを示す。ｎは０～３までの整数である。）で示される珪素化合物の１種また
は２種以上の単体、加水分解縮合物、もしくは共加水分解縮合物であってもよい。これに
より、上記熱転写法により形成される遮光部と透明基材との接着性を高いものとすること
ができるからである。
【００４６】
またさらにこの場合、上記遮光部形成工程後、上記光触媒含有層にエネルギーを照射する
エネルギー照射工程を有することが好ましい。これにより、光触媒含有層表面に存在する
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有機基を、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により、分解除去等することができ、光触
媒含有層上に形成される特性変化層と光触媒含有層との密着性を高いものとすることがで
きるからである。
【００４７】
【発明の実施の形態】
本発明は、カラー液晶ディスプレイのカラーフィルタ等に用いることが可能なパターン形
成体と、そのパターン形成体を用いたカラーフィルタ、およびカラーフィルタの製造方法
に関するものである。以下、それぞれについて詳しく説明する。
【００４８】
Ａ．パターン形成体
まず、本発明のパターン形成体について説明する。本発明のパターン形成体は、基材と、
上記基材上に形成された少なくとも光触媒を含有する光触媒含有層と、上記光触媒含有層
上に形成された保護部と、上記光触媒含有層および上記保護部とを覆うように形成され、
かつエネルギー照射に伴う光触媒の作用により表面の特性が変化する特性変化層と、上記
特性変化層の特性が変化した特性変化パターンとを有するものである。
【００４９】
本発明のパターン形成体は、例えば図１に示すように、基材１と、その基材１上に形成さ
れた光触媒含有層２と、その光触媒含有層２上に形成された保護部３と、その保護部３と
上記光触媒含有層２とを覆うように形成された特性変化層４と、その特性変化層４の特性
が変化した特性変化パターン５とを有するものである。
【００５０】
本発明によれば、上記特性変化層を有することから、エネルギー照射に伴う光触媒の作用
により、特性変化層の特性が変化した特性変化パターンを形成することができ、この特性
変化パターンの特性を利用して、容易に例えばカラーフィルタの画素部等を形成すること
が可能なパターン形成体とすることができる。
【００５１】
ここで、上記特性変化層は、エネルギー照射により励起された光触媒が、雰囲気中の酸素
や水等と反応して生じさせた活性酸素種によって、アルキル基等が分解等されることによ
り、特性が変化すると考えられる。従って、本発明においては、上記特性変化層と上記光
触媒含有層との間に上記保護部が形成されている領域においては、この活性酸素種が発生
せず、この領域の特性変化層の特性が変化しない。これにより、全面にエネルギーを照射
した場合であっても、上記保護部が形成されていない位置の特性変化層の特性のみが変化
したパターン形成体とすることができるのである。
【００５２】
ここで、上記保護部は、上記特性変化層と光触媒含有層とが接触しないように形成された
ものであれば、特に限定されるものではなく、エネルギーを遮蔽するものであってもよく
、また透明性を有するものであってもよい。
【００５３】
また、上記基材は、上記光触媒含有層を形成することが可能であれば、その種類等は特に
限定されるものではなく、パターン形成体の用途に応じて適宜選択されるものであり、ま
た透明なものであってもよく、また不透明なものであってもよい。
【００５４】
このような本発明のパターン形成体は、例えばカラー液晶表示装置のカラーフィルタや、
マイクロレンズ等に用いることが可能であるが、中でも上記保護部が遮光部とされ、かつ
上記特性変化パターン上に画素部が形成されたカラーフィルタに用いることが特に好まし
い。
【００５５】
なお、本発明のパターン形成体における上記部材以外の各構成については、後述するカラ
ーフィルタの項で説明するものと同様のものを用いることが可能であるので、ここでの説
明は省略する。
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【００５６】
Ｂ．カラーフィルタ
次に、本発明のカラーフィルタについて説明する。
【００５７】
本発明のカラーフィルタは、上述したパターン形成体の、基材が透明基材であり、かつ保
護部が遮光部であり、さらに上記特性変化パターンに沿って画素部が形成されたものであ
る。本発明のカラーフィルタは、例えば図２に示すように、透明基材１と、その透明基材
１上に形成された光触媒含有層２と、その光触媒含有層２上に形成された遮光部６と、そ
の遮光部６と光触媒含有層２とを覆うように形成された特性変化層４と、その特性変化層
４の特性が変化したパターン５と、その特性変化パターン５上に形成された赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）、および青（Ｂ）の画素部７Ｒ、７Ｇ、および７Ｂとから構成されるものである。
【００５８】
本発明によれば、上記特性変化パターンに沿って画素部が形成されることから、その特性
の差を利用して、画素部を高精細に、かつ容易に形成されたものとすることができる。ま
たここで、本発明においては、上記遮光部が形成されていることから、例えば特性変化層
形成後、その特性変化層全面にエネルギーを照射することにより、遮光部が形成されてい
ない領域の特性変化層の特性のみを変化させることが可能となり、容易に画素部を形成す
る領域に上記特性変化パターンを形成することが可能となるのである。また、上述したよ
うに、上記光触媒含有層上に上記遮光部が形成されることから、例えば遮光部上に光触媒
含有層を形成する際に生じるクラック等のない、高品質なカラーフィルタとすることがで
きるのである。
【００５９】
またさらに、本発明のカラーフィルタは、上記画素部上に電極層が形成されたものであっ
てもよい。本発明においては、形成された電極層と光触媒含有層との間に、遮光部および
画素部が形成されていることから、光触媒含有層が電極層上に設けられる液晶の配向に影
響を及ぼすことを防ぐことが可能となるのである。
【００６０】
以下、このようなカラーフィルタの各構成について説明する。
【００６１】
１．特性変化層
まず、本発明のカラーフィルタに用いられる特性変化層について説明する。本発明のカラ
ーフィルタに用いられる特性変化層は、後述する光触媒含有層および遮光部を覆うように
形成され、かつエネルギー照射に伴う光触媒の作用により特性が変化する層であれば、そ
の特性の変化の種類等は特に限定されるものではない。
【００６２】
本発明においては中でも特性変化層が光触媒の作用により液体との接触角が低下するよう
に濡れ性が変化する濡れ性変化層である場合、および特性変化層が光触媒の作用により分
解除去される分解除去層である場合の二つの場合が、特に特性変化パターン上に画素部を
形成することが容易となる点から好ましい。以下、これらの濡れ性変化層および分解除去
層について説明する。
【００６３】
ａ．濡れ性変化層
まず、本発明に用いられる濡れ性変化層について説明する。本発明に用いられる濡れ性変
化層は、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下するように濡れ
性が変化する層である。このように、エネルギー照射により液体との接触角が低下するよ
うに濡れ性が変化する濡れ性変化層を用いることにより、濡れ性変化層表面に、エネルギ
ー照射された領域を親液性領域、エネルギー未照射の領域を撥液性領域とすることができ
る。これにより、例えば図２に示すように、例えばインクジェット法等により、濡れ性変
化層４における濡れ性が低下した特性変化パターン５上にのみ画素部７を形成する画素部
形成用塗布液が濡れ広がり、撥液性領域であるエネルギー未照射部には、画素部形成用塗
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布液が塗れ広がらない。従って、容易に特性変化パターン上にのみ画素部を形成すること
が可能となり、混色等のない高品質なカラーフィルタとすることが可能となるのである。
【００６４】
ここで、親液性領域とは、液体との接触角が小さい領域であり、画素部を形成する画素部
形成用塗布液に対する濡れ性の良好な領域をいうこととする。また、撥液性領域とは、液
体との接触角が大きい領域であり、上記画素部形成用塗布液に対する濡れ性が悪い領域を
いうこととする。
【００６５】
上記濡れ性変化層は、エネルギー照射していない部分、すなわち撥液性領域においては、
４０ｍＮ／ｍの液体との接触角が、５０°以上、中でも９０°以上であることが好ましい
。これは、エネルギー照射していない領域は、本発明においては撥液性が要求される領域
であることから、液体との接触角が小さい場合は、撥液性が十分でなく、例えば上記画素
部形成用塗布液を塗布した際に、撥液性領域上にも画素部形成用塗布液が残存する可能性
があり、好ましくないからである。
【００６６】
また、上記濡れ性変化層は、エネルギー照射された部分、すなわち親液性領域においては
、４０ｍＮ／ｍの液体との接触角が、４９°以下、好ましくは１０°以下であることが好
ましい。エネルギー照射された部分、すなわち親液性領域における液体との接触角が高い
場合は、例えば、上記画素部形成用塗布液を塗布した際に、親液性領域においても画素部
形成用塗布液をはじいてしまう可能性があり、親液性領域上に機能性部パターニングする
ことが難しくなる可能性があるからである。
【００６７】
なお、ここでいう液体との接触角は、種々の表面張力を有する液体との接触角を接触角測
定器（協和界面科学（株）製ＣＡ－Ｚ型）を用いて測定（マイクロシリンジから液滴を滴
下して３０秒後）し、その結果から、もしくはその結果をグラフにして得たものである。
また、この測定に際して、種々の表面張力を有する液体としては、純正化学株式会社製の
ぬれ指数標準液を用いた。
【００６８】
また、特性変化層として濡れ性変化層を用いた場合には、上述したように濡れ性変化層上
に画素部が形成されるため、画素部が直接光触媒含有層、すなわち光触媒に接触しない。
したがって、画素部が直接光触媒含有層に接触する場合に起こる可能性がある問題点、例
えば画素部中の有機基が酸化、分解することにより、画素部が変質するといった問題点を
未然に防止することができる。
【００６９】
本発明に用いられる濡れ性変化層は、上述したような特性を有し、かつ光触媒の作用によ
り劣化、分解しにくい主鎖を有するものであれば、特に限定されるものではないが、本発
明においては、中でも（１）上記濡れ性変化層中にオルガノポリシロキサンが含有される
場合、および（２）上記濡れ性変化層が単分子膜である場合が好ましい。以下、これらの
２つの場合についてそれぞれ説明する。
【００７０】
（１）オルガノポリシロキサンが含有される場合
まず、上記濡れ性変化層中にオルガノポリシロキサンが含有される場合について説明する
。本発明においては、上記濡れ性変化層中にオルガノポリシロキサンが含有されることに
より、上述したように、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により濡れ性が低下するもの
とすることができる。
【００７１】
本発明に含有されるオルガノポリシロキサンとしては、例えば、（ａ）ゾルゲル反応等に
よりクロロまたはアルコキシシラン等を加水分解、重縮合して大きな強度を発揮するオル
ガノポリシロキサン、（ｂ）撥水牲や撥油性に優れた反応性シリコーンを架橋したオルガ
ノポリシロキサン等のオルガノポリシロキサンを挙げることができる。
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【００７２】
上記の（ａ）の場合、一般式：
ＹｎＳｉＸ(４－ｎ)

（ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基もし
くはエポキシ基、またはこれらを含む有機基であり、Ｘはアルコキシル基、アセチル基ま
たはハロゲンを示す。ｎは０～３までの整数である。）
で示される珪素化合物の１種または２種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物
であるオルガノポリシロキサンであることが好ましい。なお、ここでＸで示されるアルコ
キシ基は、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基であることが好ましい。
また、Ｙで示される有機基全体の炭素数は１～２０の範囲内、中でも５～１０の範囲内で
あることが好ましい。
【００７３】
これにより、上記濡れ性変化層を形成した際に、オルガノポリシロキサンを構成するＹに
より表面を撥液性とすることができ、またエネルギー照射に伴う光触媒の作用により、そ
のＹが分解等されることによって、親液性とすることが可能となるからである。
【００７４】
また、特に上記オルガノポリシロキサンを構成するＹがフルオロアルキル基であるオルガ
ノポリシロキサンを用いた場合には、エネルギー照射前の濡れ性変化層を、特に撥液性の
高いものとすることができることから、高い撥液性が要求される場合等には、これらのフ
ルオロアルキル基を有するオルガノポリシロキサンを用いることが好ましい。このような
オルガノポリシロキサンとして、具体的には、下記のフルオロアルキルシランの１種また
は２種以上の加水分解縮合物、共加水分解縮合物が挙げられ、一般にフッ素系シランカッ
プリング剤として知られたものを使用することができる。
【００７５】
ＣＦ3（ＣＦ2）3ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3；
ＣＦ3（ＣＦ2）5ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3；
ＣＦ3（ＣＦ2）7ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3；
ＣＦ3（ＣＦ2）9ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3；
（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）4ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3；
（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）6ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3；
（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）8ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3；
ＣＦ3（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3；
ＣＦ3（ＣＦ2）3（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3；
ＣＦ3（ＣＦ2）5（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3；
ＣＦ3（ＣＦ2）7（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3；
ＣＦ3（ＣＦ2）3ＣＨ2ＣＨ2ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2；
ＣＦ3（ＣＦ2）5ＣＨ2ＣＨ2ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2；
ＣＦ3（ＣＦ2）7ＣＨ2ＣＨ2ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2；
ＣＦ3（ＣＦ2）9ＣＨ2ＣＨ2ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2；
（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）4ＣＨ2ＣＨ2ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2；
（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）6ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ　ＣＨ3（ＯＣＨ3）2；
（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）8ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ　ＣＨ3（ＯＣＨ3）2；
ＣＦ3（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2；
ＣＦ3（ＣＦ2）3（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2；
ＣＦ3（ＣＦ2）5（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2；
ＣＦ3（ＣＦ2）7（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2；
ＣＦ3（ＣＦ2）3ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3；
ＣＦ3（ＣＦ2）5ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3；
ＣＦ3（ＣＦ2）7ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3；
ＣＦ3（ＣＦ2）9ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3；および
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ＣＦ3（ＣＦ2）7ＳＯ2Ｎ（Ｃ2Ｈ5）Ｃ2Ｈ4ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　。
【００７６】
また、上記の（ｂ）の反応性シリコーンとしては、下記一般式で表される骨格をもつ化合
物を挙げることができる。
【００７７】
【化１】

【００７８】
ただし、ｎは２以上の整数であり、Ｒ1，Ｒ2はそれぞれ炭素数１～１０の置換もしくは非
置換のアルキル、アルケニル、アリールあるいはシアノアルキル基であり、モル比で全体
の４０％以下がビニル、フェニル、ハロゲン化フェニルである。また、Ｒ1、Ｒ2がメチル
基のものが表面エネルギーが最も小さくなるので好ましく、モル比でメチル基が６０％以
上であることが好ましい。また、鎖末端もしくは側鎖には、分子鎖中に少なくとも１個以
上の水酸基等の反応性基を有する。
【００７９】
また、上記のオルガノポリシロキサンとともに、ジメチルポリシロキサンのような架橋反
応をしない安定なオルガノシリコン化合物を混合してもよい。
【００８０】
本発明における濡れ性変化層には、さらに界面活性剤を含有させることができる。具体的
には、日光ケミカルズ（株）製ＮＩＫＫＯＬ　ＢＬ、ＢＣ、ＢＯ、ＢＢの各シリーズ等の
炭化水素系、デュポン社製ＺＯＮＹＬ　ＦＳＮ、ＦＳＯ、旭硝子（株）製サーフロンＳ－
１４１、１４５、大日本インキ化学工業（株）製メガファックＦ－１４１、１４４、ネオ
ス（株）製フタージェントＦ－２００、Ｆ２５１、ダイキン工業（株）製ユニダインＤＳ
－４０１、４０２、スリーエム（株）製フロラードＦＣ－１７０、１７６等のフッ素系あ
るいはシリコーン系の非イオン界面活性剤を挙げることかでき、また、カチオン系界面活
性剤、アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤を用いることもできる。
【００８１】
また、濡れ性変化層には上記の界面活性剤の他にも、ポリビニルアルコール、不飽和ポリ
エステル、アクリル樹脂、ポリエチレン、ジアリルフタレート、エチレンプロピレンジエ
ンモノマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、ポリカーボ
ネート、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリイミド、スチレンブタジエンゴム、クロロプ
レンゴム、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリエステ
ル、ポリブタジエン、ポリベンズイミダゾール、ポリアクリルニトリル、エピクロルヒド
リン、ポリサルファイド、ポリイソプレン等のオリゴマー、ポリマー等を含有させること
ができる。
【００８２】
このような濡れ性変化層は、上述した成分を必要に応じて他の添加剤とともに溶剤中に分
散して塗布液を調製し、この塗布液を後述する光触媒含有層上に塗布することにより形成
することができる。使用する溶剤としては、エタノール、イソプロパノール等のアルコー
ル系の有機溶剤が好ましい。塗布はスピンコート、スプレーコート、ディップコート、ロ
ールコート、ビードコート等の公知の塗布方法により行うことができる。また、紫外線硬
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化型の成分を含有している場合、紫外線を照射して硬化処理を行うことにより濡れ性変化
層を形成することができる。
【００８３】
本発明において、上述した濡れ性変化層の厚みは、光触媒による濡れ性の変化速度等の関
係より、０．００１μｍから１μｍであることが好ましく、特に好ましくは０．０１～０
．１μｍの範囲内である。
【００８４】
（２）単分子膜である場合
次に、上記濡れ性変化層が単分子膜である場合について説明する。上記濡れ性変化層が単
分子膜であることにより、上記濡れ性変化層を均一かつ緻密な層とすることができ、後述
する画素部を均一かつ高精細に形成することが可能となるのである。このような単分子膜
としては、例えば自己組織化単分子膜が挙げられる。
【００８５】
ここで、自己組織化単分子膜とは、固体／液体もしくは固体／気体界面で、有機分子同士
が自発的に集合し、会合体を形成しながら自発的に単分子膜を形作っていく有機薄膜であ
る。例として、ある特定の材料でできた基板を、その基板材料と化学的親和性の高い有機
分子の溶液または蒸気にさらすと、有機分子は基板表面で化学反応し吸着する。その有機
分子が、化学的親和性の高い官能基と、基板との化学反応を全く起こさない有機鎖との２
つのパートからなり、親和性の高い官能基がその末端にある場合、分子は反応性末端が基
板側を向き、有機鎖が外側を向いて吸着する。有機鎖同士が集合すると、全体として安定
になるため、化学吸着の過程で有機分子同士は自発的に集合する。分子の吸着には、基板
と末端官能基との間で化学反応が起こることが必要であることから、いったん基板表面が
有機分子でおおわれ単分子膜ができあがると、それ以降は分子の吸着は起こらない。その
結果、分子が密に集合し、配向性のそろった有機単分子膜ができるものである。
【００８６】
本発明においては、上記濡れ性変化層が上記自己組織化単分子膜である場合、エネルギー
照射に伴う光触媒の作用によって、濡れ性変化層表面に存在する撥水性を有する有機鎖が
、エネルギー照射に伴う光触媒の作用によって除去されることにより、容易に表面を親水
性とすることが可能であり、効率的に特性変化パターンの形成を行うことが可能となるの
である。
【００８７】
このような上記濡れ性変化層として用いられる単分子膜を構成する材料としては、上述し
た特性を有するものであれば、特に限定されるものではないが、本発明においては、有機
鎖を有するシラン化合物であることが好ましい。これにより、単分子膜の形成が容易であ
り、かつ上述した特性を発揮することが可能となるからである。ここで、上記有機鎖を構
成する炭素の数は、１～２０の範囲内、中でも５～１０の範囲内であることが好ましい。
これにより、エネルギー照射前の濡れ性変化層を撥液性とすることができ、エネルギー照
射に伴う光触媒の作用により上記有機鎖が分解等され、親液性とすることが可能となるの
である。
【００８８】
上記有機鎖を有するシラン化合物として、具体的には、上述したオルガノポリシロキサン
の項で説明した材料等を用いることができ、中でもフルオロアルキルシランであることが
好ましい。
【００８９】
このような単分子膜からなる濡れ性変化層は、熱ＣＶＤ法やディップコート法、等により
形成することができるが、本発明においては、熱ＣＶＤ法であることが製造効率等の面か
ら好ましい。熱ＣＶＤ法の好ましい成膜条件としては、後述する透明基材等の耐熱温度以
下であれば、原料となる物質の気化温度以上であり、かつ分解温度以下であれば特に限定
されるものではないが、通常５０℃～２００℃の範囲内であることが好ましい。
【００９０】
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また、本発明においては、公知である減圧熱ＣＶＤ法を用いてもよい。この減圧熱ＣＶＤ
処理時における真空度として、十分な材料の蒸気圧が得られるように設定することができ
る。この蒸気圧は材料の種類により適宜選択されるものであるが、通常０．０１Ｔｏｒｒ
～１０Ｔｏｒｒ、中でも５Ｔｏｒｒ以下とすることができる。またこの際、基板表面との
反応を促進するために、基板を加熱しながら減圧ＣＶＤ法を行い、濡れ性変化層を形成す
ることが好ましい。この場合の加熱温度は、基板および濡れ性変化層の材料によって適宜
選択されるものではあるが、通常４０℃～１００℃の範囲内、中でも８０℃以下とされる
。
【００９１】
本発明において形成される濡れ性変化層の膜厚としては、その単分子膜の種類にもより決
定されるものであるが、通常１ｎｍ～５０ｎｍの範囲とされる。
【００９２】
ｂ．分解除去層
次に、本発明に用いられる特性変化層が分解除去層である場合について説明する。本発明
に用いられる分解除去層が単分子膜である場合には、エネルギー照射された際に光触媒含
有層中の光触媒の作用により、エネルギー照射された部分の分解除去層が分解除去される
層である。このように分解除去層は、エネルギー照射された部分が光触媒の作用により分
解除去されることから、現像工程や洗浄工程を行うことなく分解除去層のある部分と無い
部分とからなるパターン、すなわち凹凸を有するパターンを形成することができる。本発
明においては、上記特性変化層がこのような分解除去層である場合、例えば図４に示すよ
うに、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により分解除去層４が分解除去されて形成され
た特性変化パターン５上に、画素部７が形成される。
【００９３】
なお、この分解除去層は、エネルギー照射による光触媒の作用により酸化分解され、気化
等されることから、現像・洗浄工程等の特別な後処理なしに除去されるものであるが、分
解除去層の材質によっては、洗浄工程等を行ってもよい。
【００９４】
また、本発明に用いられる分解除去層は、凹凸を形成するのみならず、この分解除去層が
、後述する光触媒含有層と比較して、液体との接触角が高いことが好ましい。これにより
、分解除去層が分解除去され、光触媒含有層が露出した領域を親液性領域、上記分解除去
層が残存する領域を撥液性領域とすることが可能となり、表面の凹凸だけでなく、濡れ性
の差も利用して、画素部を形成することが可能となるからである。
【００９５】
ここで、親液性領域とは、液体との接触角が小さい領域であり、画素部を形成する画素部
形成用塗布液に対する濡れ性の良好な領域をいうこととする。また、撥液性領域とは、液
体との接触角が大きい領域であり、画素部形成用塗布液に対する濡れ性が悪い領域をいう
こととする。
【００９６】
また、上記分解除去層は、４０ｍＮ／ｍの液体との接触角が、５０°以上、中でも９０°
以上であることが好ましい。これは、本発明は、残存する特性変化層が、撥液性が要求さ
れる部分であることから、液体との接触角が小さい場合は、撥液性が十分でなく、画素部
を形成しない撥液性領域にまで画素部形成用塗布液が残存する可能性が生じるため好まし
くないからである。
【００９７】
また、本発明において、後述する光触媒含有層は、４０ｍＮ／ｍの液体との接触角が、エ
ネルギーが照射されていない部分において４９°以下、中でも１０°以下であることが好
ましい。本発明においては光触媒含有層が、親液性が要求される部分であることから、画
素部形成用塗布液の塗布に際して、親液性領域においても画素部形成用塗布液をはじいて
しまう可能性があり、親液性領域上に画素部をパターニングすることが難しくなる可能性
があるからである。ここで、液体との接触角は、上述した方法により測定した値である。
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【００９８】
この場合、後述する光触媒含有層は表面を親液性となるように、表面処理したものであっ
てもよい。材料の表面を親液性となるように表面処理した例としては、アルゴンや水など
を利用したプラズマ処理による親液性表面処理が挙げられ、光触媒含有層上に形成する親
液性の層としては、例えばテトラエトキシシランのゾルゲル法によるシリカ膜等を挙げる
ことができる。
【００９９】
上記のような分解除去層に用いることができる膜としては、具体的にはフッ素系や炭化水
素系の撥液性を有する樹脂等による膜を挙げることができる。これらのフッ素系や炭化水
素系の樹脂は、撥液性を有するものであれば、特に限定されるものではなく、これらの樹
脂を溶媒に溶解させ、例としてスピンコート法等の一般的な成膜方法により形成すること
が可能である。
【０１００】
また、本発明においては、機能性薄膜、すなわち、自己組織化単分子膜、ラングミュア－
ブロケット膜、および交互吸着膜等を用いることにより、欠陥のない膜を形成することが
可能であることから、このような成膜方法を用いることがより好ましいといえる。
【０１０１】
ここで、本発明に用いられる自己組織化単分子膜、ラングミュア－ブロケット膜、および
交互吸着膜について具体的に説明する。
【０１０２】
（１）自己組織化単分子膜
本発明に用いられる自己組織化膜形成能のある材料としては、例えば、脂肪酸などの界面
活性剤分子、アルキルトリクロロシラン類やアルキルアルコキシド類などの有機ケイ素分
子、アルカンチオール類などの有機イオウ分子、アルキルフォスフェート類などの有機リ
ン酸分子などが挙げられる。分子構造の一般的な共通性は、比較的長いアルキル鎖を有し
、片方の分子末端に基板表面と相互作用する官能基が存在することである。アルキル鎖の
部分は分子同士が２次元的にパッキングする際の分子間力の源である。もっとも、ここに
示した例は最も単純な構造であり、分子のもう一方の末端にアミノ基やカルボキシル基な
どの官能基を有するもの、アルキレン鎖の部分がオキシエチレン鎖のもの、フルオロカー
ボン鎖のもの、これらが複合したタイプの鎖のものなど様々な分子から成る自己組織化単
分子膜が報告されている。また、複数の分子種から成る複合タイプの自己組織化単分子膜
もある。また、最近では、デンドリマーに代表されるような粒子状で複数の官能基（官能
基が一つの場合もある）を有する高分子や直鎖状（分岐構造のある場合もある）の高分子
が一層基板表面に形成されたもの（後者はポリマーブラシと総称される）も自己組織化単
分子膜と考えられる場合もあるようである。本発明は、これらも自己組織化単分子膜に含
める。
【０１０３】
（２）ラングミュア－ブロジェット膜
本発明に用いられるラングミュア－ブロジェット膜(Langmuir-Blodgett Film)は、基板上
に形成されてしまえば形態上は上述した自己組織化単分子膜との大きな相違はない。ラン
グミュア－ブロジェット膜の特徴はその形成方法とそれに起因する高度な２次元分子パッ
キング性（高配向性、高秩序性）にあると言える。すなわち、一般にラングミュア－ブロ
ジェット膜形成分子は気液界面上に先ず展開され、その展開膜がトラフによって凝縮され
て高度にパッキングした凝縮膜に変化する。実際は、これを適当な基板に移しとって用い
る。ここに概略を示した手法により単分子膜から任意の分子層の多層膜まで形成すること
が可能である。また、低分子のみならず、高分子、コロイド粒子なども膜材料とすること
ができる。様々な材料を適用した最近の事例に関しては宮下徳治らの総説“ソフト系ナノ
デバイス創製のナノテクノロジーへの展望”　高分子　50巻　9月号　644-647
(2001)に詳しく述べられている。
【０１０４】
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（３）交互吸着膜
交互吸着膜(Layer-by-Layer Self-Assembled Film)は、一般的には、最低２個の正または
負の電荷を有する官能基を有する材料を逐次的に基板上に吸着・結合させて積層すること
により形成される膜である。多数の官能基を有する材料の方が膜の強度や耐久性が増すな
ど利点が多いので、最近ではイオン性高分子（高分子電解質）を材料として用いることが
多い。また、タンパク質や金属や酸化物などの表面電荷を有する粒子、いわゆる“コロイ
ド粒子”も膜形成物質として多用される。さらに最近では、水素結合、配位結合、疎水性
相互作用などのイオン結合よりも弱い相互作用を積極的に利用した膜も報告されている。
比較的最近の交互吸着膜の事例については、静電的相互作用を駆動力にした材料系に少々
偏っているがPaula T. Hammondによる総説“Recent Explorations in Electrostatic Mul
tilayer Thin Film Assembly”Current Opinion in Colloid & Interface Science, 4, 4
30-442 (2000)に詳しい。交互吸着膜は、最も単純なプロセスを例として説明すれば、正
（負）電荷を有する材料の吸着－洗浄－負（正）電荷を有する材料の吸着－洗浄のサイク
ルを所定の回数繰り返すことにより形成される膜である。ラングミュア－ブロジェット膜
のように展開－凝縮－移し取りの操作は全く必要ない。また、これら製法の違いより明ら
かなように、交互吸着膜はラングミュア－ブロジェット膜のような２次元的な高配向性・
高秩序性は一般に有さない。しかし、交互吸着膜及びその作製法は、欠陥のない緻密な膜
を容易に形成できること、微細な凹凸面やチューブ内面や球面などにも均一に成膜できる
ことなど、従来の成膜法にない利点を数多く有している。
【０１０５】
また、分解除去層の膜厚としては、エネルギーに伴う光触媒の作用により分解除去される
程度の膜厚であれば特に限定されるものではない。具体的な膜厚としては、照射されるエ
ネルギーの種類や分解除去層の材料等により大きく異なるものではあるが、一般的には、
０．００１μｍ～１μｍの範囲内、特に０．０１μｍ～０．１μｍの範囲内とすることが
好ましい。
【０１０６】
２．光触媒含有層
次に、本発明に用いられる光触媒含有層について説明する。本発明に用いられる光触媒含
有層は、光触媒含有層中の光触媒がその上に形成された特性変化層の特性を変化させるよ
うな構成であれば、特に限定されるものではなく、光触媒とバインダとから構成されてい
るものであってもよいし、光触媒単体で製膜されたものであってもよい。また、その表面
の特性は特に親液性であっても撥液性であってもよいが、この光触媒含有層上に、特性変
化層等を形成する都合上、親液性であることが好ましい。
【０１０７】
この光触媒含有層における、後述するような酸化チタンに代表される光触媒の作用機構は
、必ずしも明確なものではないが、光の照射によって生成したキャリアが、近傍の化合物
との直接反応、あるいは、酸素、水の存在下で生じた活性酸素種によって、有機物の化学
構造に変化を及ぼすものと考えられている。本発明においては、このキャリアが光触媒含
有層上に形成された特性変化層中の化合物に作用を及ぼすものであると思われる。
【０１０８】
本発明で使用する光触媒としては、光半導体として知られる例えば酸化チタン（ＴｉＯ2

）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ2）、チタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ3

）、酸化タングステン（ＷＯ3）、酸化ビスマス（Ｂｉ2Ｏ3）、および酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3

）を挙げることができ、これらから選択して１種または２種以上を混合して用いることが
できる。
【０１０９】
本発明においては、特に酸化チタンが、バンドギャップエネルギーが高く、化学的に安定
で毒性もなく、入手も容易であることから好適に使用される。酸化チタンには、アナター
ゼ型とルチル型があり本発明ではいずれも使用することができるが、アナターゼ型の酸化
チタンが好ましい。アナターゼ型酸化チタンは励起波長が３８０ｎｍ以下にある。
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【０１１０】
このようなアナターゼ型酸化チタンとしては、例えば、塩酸解膠型のアナターゼ型チタニ
アゾル（石原産業（株）製ＳＴＳ－０２（平均粒径７ｎｍ）、石原産業（株）製ＳＴ－Ｋ
０１）、硝酸解膠型のアナターゼ型チタニアゾル（日産化学（株）製ＴＡ－１５（平均粒
径１２ｎｍ））等を挙げることができる。
【０１１１】
光触媒の粒径は小さいほど光触媒反応が効果的に起こるので好ましく、平均粒径か５０ｎ
ｍ以下が好ましく、２０ｎｍ以下の光触媒を使用するのが特に好ましい。また、光触媒の
粒径が小さいほど、形成された光触媒含有層の表面粗さが小さくなるので好ましく、光触
媒の粒径が１００ｎｍを越えると光触媒含有層の中心線平均表面粗さが粗くなり、光触媒
含有層の非露光部の特性が変化し、また露光部の特性の変化が不十分となるため好ましく
ない。
【０１１２】
本発明における光触媒含有層は、上述したように光触媒単独で形成されたものであっても
よく、またバインダと混合して形成されたものであってもよい。
【０１１３】
光触媒のみからなる光触媒含有層の場合は、特性変化層の特性の変化に対する効率が向上
し、処理時間の短縮化等のコスト面で有利である。一方、光触媒とバインダとからなる光
触媒含有層の場合は、光触媒含有層の形成が容易であるという利点を有する。
【０１１４】
また、本発明においては、後述する遮光部が熱転写法により形成される場合、遮光部とし
て有機材料が用いられる。このような有機材料は通常、例えば酸化チタン等の無機材料の
みからなる物質とは密着性が悪く、上記酸化チタンのみからなる光触媒含有層上に形成す
ることが困難な場合がある。したがって、遮光部が熱転写法により形成される場合には、
光触媒含有層がバインダを含有することが好ましい。これにより光触媒含有層表面に、例
えばアルキル基等の有機基を存在させることができ、遮光部と光触媒含有層との密着性を
良好なものとすることができるのである。また、光触媒含有層中が、上記バインダを含有
する層とすることにより、後述する透明基材が無機材料である場合、光触媒含有層自体が
、透明基材と遮光部との密着性を向上させる部材としての役割を果たすものとすることが
できる。
【０１１５】
ここで、後述する遮光部が熱転写法により形成される場合、光触媒含有層上には、後述す
る密着性向上層が形成されることが好ましい。これにより、例えば光触媒含有層が酸化チ
タン等の無機材料のみからなる場合であっても、光触媒含有層と遮光部とを密着性が良好
に形成することができ、光触媒含有層が光触媒のみからなるものであってもよく、また光
触媒含有層がバインダを有するものであってもよいものとすることができるからである。
【０１１６】
光触媒のみからなる光触媒含有層の形成方法としては、例えば、スパッタリング法、ＣＶ
Ｄ法、真空蒸着法等の真空製膜法を用いる方法を挙げることができる。真空製膜法により
光触媒含有層を形成することにより、均一な膜でかつ光触媒のみを含有する光触媒含有層
とすることが可能であり、これにより特性変化層の特性を均一に変化させることが可能で
あり、かつ光触媒のみからなることから、バインダを用いる場合と比較して効率的に特性
変化層の特性を変化させることが可能となる。
【０１１７】
また、光触媒のみからなる光触媒含有層の形成方法の他の例としては、例えば光触媒が二
酸化チタンの場合は、基材上に無定形チタニアを形成し、次いで焼成により結晶性チタニ
アに相変化させる方法等が挙げられる。ここで用いられる無定形チタニアとしては、例え
ば四塩化チタン、硫酸チタン等のチタンの無機塩の加水分解、脱水縮合、テトラエトキシ
チタン、テトライソプロポキシチタン、テトラ－ｎ－プロポキシチタン、テトラブトキシ
チタン、テトラメトキシチタン等の有機チタン化合物を酸存在下において加水分解、脱水
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縮合によって得ることができる。次いで、４００℃～５００℃における焼成によってアナ
ターゼ型チタニアに変性し、６００℃～７００℃の焼成によってルチル型チタニアに変性
することができる。
【０１１８】
またバインダを用いる場合は、バインダの主骨格が上記の光触媒の光励起により分解され
ないような高い結合エネルギーを有するものが好ましく、このようなバインダとしては例
えば、上述した特性変化層の項で説明したオルガノポリシロキサン等を挙げることができ
る。
【０１１９】
このようにオルガノポリシロキサンをバインダとして用いた場合は、上記光触媒含有層は
、光触媒とバインダであるオルガノポリシロキサンを必要に応じて他の添加剤とともに溶
剤中に分散して塗布液を調製し、この塗布液を透明基材上に塗布することにより形成する
ことができる。使用する溶剤としては、エタノール、イソプロパノール等のアルコール系
の有機溶剤が好ましい。塗布はスピンコート、スプレーコート、ディップコート、ロール
コート、ビードコート等の公知の塗布方法により行うことができる。バインダとして紫外
線硬化型の成分を含有している場合、紫外線を照射して硬化処理を行うことにより光触媒
含有層を形成することかできる。
【０１２０】
また、バインダとして無定形シリカ前駆体を用いることができる。この無定形シリカ前駆
体は、一般式ＳｉＺ4で表され、Ｚはハロゲン、メトキシ基、エトキシ基、またはアセチ
ル基等であるケイ素化合物、それらの加水分解物であるシラノール、または平均分子量３
０００以下のポリシロキサンが好ましい。
【０１２１】
具体的には、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラ－ｎ－プロポ
キシシラン、テトラブトキシシラン、テトラメトキシシラン等が挙げられる。また、この
場合には、無定形シリカの前駆体と光触媒の粒子とを非水性溶媒中に均一に分散させ、透
明基材上に空気中の水分により加水分解させてシラノールを形成させた後、常温で脱水縮
重合することにより光触媒含有層を形成できる。シラノールの脱水縮重合を１００℃以上
で行えば、シラノールの重合度が増し、膜表面の強度を向上できる。また、これらの結着
剤は、単独あるいは２種以上を混合して用いることができる。
【０１２２】
光触媒含有層中の光触媒の含有量は、５～６０重量％、好ましくは２０～４０重量％の範
囲で設定することができる。また、光触媒含有層の厚みは、０．０５～１０μｍの範囲内
が好ましい。
【０１２３】
また上述したように、後述する遮光部が熱転写法により形成される場合、上記バインダと
して、上記のオルガノポリシロキサン、または通常シランカップリング剤として用いられ
る材料が用いられることが好ましい。これにより、光触媒含有層表面に有機基を存在させ
ることができ、遮光部と透明基材との密着性を高いものとすることができるからである。
またさらに、熱転写法により遮光部を形成した後、光触媒含有層にエネルギー照射するこ
とにより、表面の有機基を容易に分解除去等することが可能となるという利点も有する。
これは、上記光触媒含有層表面に有機基を有することにより、透明基材と遮光部との密着
性を向上させることが可能となる一方で、後述する特性変化層を光触媒含有層および遮光
部を覆うように形成する場合には、光触媒含有層表面に有機基等を有しないほうが、光触
媒含有層と特性変化層との密着性を高いものとすることができることによるものである。
【０１２４】
このようなバインダとして用いられる上記シランカップリング剤としては、例えば、Ｙｎ

ＳｉＸ（４－ｎ）（ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基
、フェニル基もしくはエポキシ基、またはこれらを含む有機基であり、Ｘはアルコキシル
基またはハロゲンを示す。ｎは０～３までの整数である。）で示される珪素化合物の１種
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または２種以上の単体、加水分解縮合物、もしくは共加水分解縮合物等を用いることがで
きる。本発明においては、上記の中でも特に、Ｙがビニル基、アミノ基、またはエポキシ
基であることが好ましい。また、ここでＸで示されるアルコキシ基は、メトキシ基、エト
キシ基、プロポキシ基、ブトキシ基であることが好ましい。また、Ｙで示される有機基全
体の炭素数は１～２０の範囲内、中でも５～１０の範囲内であることが好ましい。
【０１２５】
またこの場合、光触媒の含有量は、上述した値と同様の範囲内の量用いることができる。
【０１２６】
また、光触媒含有層には上記の光触媒、バインダの他に、界面活性剤を含有させることが
できる。具体的には、日光ケミカルズ（株）製ＮＩＫＫＯＬ　ＢＬ、ＢＣ、ＢＯ、ＢＢの
各シリーズ等の炭化水素系、デュポン社製ＺＯＮＹＬ　ＦＳＮ、ＦＳＯ、旭硝子（株）製
サーフロンＳ－１４１、１４５、大日本インキ化学工業（株）製メガファックＦ－１４１
、１４４、ネオス（株）製フタージェントＦ－２００、Ｆ２５１、ダイキン工業（株）製
ユニダインＤＳ－４０１、４０２、スリーエム（株）製フロラードＦＣ－１７０、１７６
等のフッ素系あるいはシリコーン系の非イオン界面活性剤を挙げることができ、また、カ
チオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤を用いることもできる。
【０１２７】
さらに、光触媒含有層には上記の界面活性剤の他にも、ポリビニルアルコール、不飽和ポ
リエステル、アクリル樹脂、ポリエチレン、ジアリルフタレート、エチレンプロピレンジ
エンモノマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、ポリカー
ボネート、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリイミド、スチレンブタジエンゴム、クロロ
プレンゴム、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリエス
テル、ポリブタジエン、ポリベンズイミダゾール、ポリアクリルニトリル、エピクロルヒ
ドリン、ポリサルファイド、ポリイソプレン等のオリゴマー、ポリマー等を含有させるこ
とができる。
【０１２８】
３．遮光部
次に、本発明に用いられる遮光部について説明する。本発明に用いられる遮光部は、上述
した光触媒含有層上に形成されるものであり、本発明のカラーフィルタにおいては、ブラ
ックマトリクスとしての機能を果たすものである。また本発明においては、この遮光部が
光触媒含有層と特性変化層との間に形成されていることから、遮光部が形成されている領
域上の特性変化層の特性が変化しないものとすることができるのである。
【０１２９】
このような本発明における遮光部は、光触媒含有層の作用を遮蔽し、かつカラーフィルタ
におけるブラックマトリクスとして用いることが可能なものであれば、特に限定されるも
のではなく、例えば樹脂バインダ中にカーボン微粒子、金属酸化物、無機顔料、有機顔料
等を含有した層とすることができる。またこの際、厚みは０．５～１０μｍの範囲内で設
定することができる。樹脂バインダとしては、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコー
ル、ゼラチン、カゼイン、セルロース等の水性樹脂を１種または２種以上混合した組成物
を用いることができる。また、樹脂バインダとして、Ｏ／Ｗエマルジョン型の樹脂組成物
、例えば、反応性シリコーンをエマルジョン化したもの等も用いることができる。
【０１３０】
また、このような遮光部は、スパッタリング法、真空蒸着法等により厚み１０００～２０
００Å程度のクロム等の金属薄膜を形成し、この薄膜をフォトリソグラフィー法によりパ
ターニングすることにより形成することができる。さらに、カーボン微粒子等の遮光性粒
子を含有させたポリイミド樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等の樹脂層を形成し、この
樹脂層をパターニングして形成したもの、カーボン微粒子、金属酸化物等の遮光性粒子を
含有させた感光性樹脂層を形成し、この感光性樹脂層をパタ一ニングして形成したもの等
、いずれであっても用いることができる。
【０１３１】
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またさらに、上記樹脂層をフィルム上に形成して上記光触媒含有層上に配置し、遮光部を
形成する領域にのみ、熱を加えることにより、光触媒含有層上に転写する熱転写方式によ
り形成したものであってもよい。ここで、上記フォトリソグラフィー法で遮光部を形成す
る際には、感光性樹脂等を用いてエネルギーを照射することにより硬化させる必要があり
、遮光部の膜厚を高いものとした場合には、感光性樹脂を内部まで完全に硬化させること
が困難となる場合があるが、上記遮光部を熱転写法により形成する場合には、遮光部をエ
ネルギー照射により硬化させる必要がないことから、膜厚の高いものとすることができ、
後述する画素部の混色等を容易に防ぐことが可能な遮光部を形成することができるという
利点を有する。
【０１３２】
上記熱転写法により形成される遮光部として、具体的には上記カーボン微粒子等の遮光性
粒子を含有エポキシ樹脂等の樹脂層等により形成することができる。
【０１３３】
本発明においては、上記遮光部を熱転写法により形成した場合の遮光部の膜厚としては、
目的とするカラーフィルタの種類等にもよるが、通常１μｍ～１０μｍ程度、特に１．５
μｍ～３μｍ程度とすることができる。なお、上記遮光部の材料、形成方法等については
、後述する「Ｃ．パターン形成体の製造方法」における遮光部形成工程の項で詳しく説明
するので、ここでの説明は省略する。
【０１３４】
４．特性変化パターン
次に、本発明の特性変化パターンについて説明する。本発明の特性変化パターンは、エネ
ルギー照射に伴う光触媒の作用により、特性変化層の特性が変化したパターンである。
【０１３５】
本発明においては、この特性変化パターンは、後述する画素部を形成するパターン状に形
成されるものである。本発明においては、上記遮光部が特性変化層と光触媒含有層との間
に形成されていることから、全面にエネルギーを照射した場合であっても、上記遮光部上
の特性変化層の特性は変化せず、遮光部の形成されていない領域の特性変化層の特性のみ
変化させることが可能となることから、例えば特性変化層側または透明基材側から全面に
エネルギーを照射すること等により、特性変化パターンを形成することができる。
【０１３６】
ここで本発明において、照射されるエネルギーは上記特性変化層の特性を変化させること
が可能なものであれば、特に限定されず、通常４００ｎｍ以下の範囲、好ましくは３８０
ｎｍ以下の範囲から設定される。
【０１３７】
５．画素部
次に、本発明に用いられる画素部について説明する。本発明に用いられる画素部は、上述
した特性変化層の特性が変化した特性変化パターンに沿って形成されるものである。この
ような画素部は、通常、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、および青（Ｂ）の３色で形成される。この
画素部における着色パターン形状は、ストライプ型、モザイク型、トライアングル型、４
画素配置型等の公知の配列とすることができ、着色面積は任意に設定することができる。
【０１３８】
本発明において、この画素部を形成する材料は、画素部を着色する方法によって異なる。
この画素部を着色する方法としては、例えば、公知の塗料をスプレーコート、ディップコ
ート、ロールコート、ビードコート等の公知の方法で塗布する塗布方式や、真空薄膜形式
等を挙げることができるが、本発明においては、インクジェット方式により着色されるこ
とが好ましい。
【０１３９】
これは、上述したような着色方式は、いずれも赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、および青（Ｂ）の３
色を着色するために、同一の工程を３回繰り返す必要があり、コスト高になるという問題
や、工程を繰り返すため歩留まりが低下するという問題がある。インクジェット法により
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画素部を着色することにより、一回で全ての色を着色することが可能であり、このような
問題が生じないためである。
【０１４０】
このような画素部を形成するインクジェット方式のインクとしては、大きく水性、油性に
分類されるが、本発明においてはいずれのインクであっても用いることができるが、表面
張力の関係から水をベースとした水性のインクが好ましい。
【０１４１】
本発明で用いられる水性インクには、溶媒として、水単独または水及び水溶性有機溶剤の
混合溶媒を用いることがきる。一方、油性インクにはヘッドのつまり等を防ぐために高沸
点の溶媒をベースとしたものが好ましく用いられる。このようなインクジェット方式のイ
ンクに用いられる着色剤は、公知の顔料、染料が広く用いられる。また、分散性、定着性
向上のために溶媒に可溶・不溶の樹脂類を含有させることもできる。その他、アニオン界
面活性剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤などの界面活性剤；防腐剤；防黴剤；ｐ
Ｈ調整剤；消泡剤；紫外線吸収剤；粘度調整剤：表面張力調整剤などを必要に応じて添加
しても良い。
【０１４２】
また、通常のインクジェットインクは適性粘度が低いためバインダ樹脂を多く含有できな
いが、インク中の着色剤粒子を樹脂で包むかたちで造粒させることで着色剤自身に定着能
を持たせることができる。このようなインクも本発明においては用いることができる。さ
らに、所謂ホットメルトインクやＵＶ硬化性インクを用いることもできる。
【０１４３】
本発明においては、中でも硬化型インクを用いることが好ましく、特にＵＶ硬化性インク
、または熱硬化性インクを用いることが好ましい。
【０１４４】
ＵＶ硬化性インクを用いることにより、インクジェット方式により着色して画素部を形成
後、ＵＶを照射することにより、素早くインクを硬化させることができ、すぐに次の工程
に送ることができる。したがって、効率よくカラーフィルタを製造することができる。
【０１４５】
このようなＵＶ硬化性インクは、プレポリマー、モノマー、光開始剤及び着色剤を主成分
とするものである。プレポリマーとしては、ポリエステルアクリレート、ポリウレタンア
クリレート、エポキシアクリレート、ポリエーテルアクリレート、オリゴアクリレート、
アルキドアクリレート、ポリオールアクリレート、シリコンアクリレート等のプレポリマ
ーのいずれかを特に限定することなく用いることができる。
【０１４６】
モノマーとしては、スチレン、酢酸ビニル等のビニルモノマー；ｎ－ヘキシルアクリレー
ト、フェノキシエチルアクリレート等の単官能アクリルモノマー；ジエチレングリコール
ジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ヒドロキシピペリン酸エス
テルネオペンチルグリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート
、ジペンタエリストールヘキサアクリレート等の多官能アクリルモノマーを用いることが
できる。上記プレポリマー及びモノマーは単独で用いても良いし、２種以上混含しても良
い。
【０１４７】
光重合開始剤は、イソブチルベンゾインエーテル、イソプロピルベンゾインエーテル、ベ
ンゾインエチルエーテル、ベンゾインメチルエーテル、１－フェニル－ｌ，２－プロパジ
オン－２－オキシム、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、ベンジル、ヒ
ドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ジエトキシアセトフェノン、２－ヒドロキシ－
２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、ベンゾフェノン、クロロチオキサントン
、２－クロロチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、２－メチルチオキサントン
、塩素置換ベンゾフェノン、ハロゲン置換アルキル－アリルケトン等の中から所望の硬化
特性が得られるものを選択して用いることができる。その他必要に応じて脂肪族アミン、
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芳香族アミン等の光開始助剤；チオキサンソン等の光鋭感剤等を添加しても良い。
【０１４８】
また、熱硬化性インクとしては、バインダ、及び、２官能または３官能のエポキシ基含有
モノマーを少なくとも含有することを特徴とするものである。また、本発明に用いられる
熱硬化性インクには、必要に応じて、着色剤、分散剤、硬化促進剤、或いは、その他の添
加剤を含有するものであってもよい。ここで、上記熱硬化性インキ組成物に、インクジェ
ット方式に適用するための適切な流動性、吐出性を付与するために、上記の各成分を溶剤
（希釈剤）に溶解又は分散させてもよい。また、本発明に用いられる熱硬化性インクは、
さらに上記熱硬化性インキ組成物に、上記２官能または３官能のエポキシ基含有モノマー
と共に、４官能以上のエポキシ基含有樹脂を組み合わせたものであってもよい。
【０１４９】
上記バインダとしては、それ自体は重合反応性のない樹脂、及び、それ自体が重合反応性
を有する樹脂のいずれを用いてもよく、また、２種以上のバインダ
を組み合わせて用いても良い。
【０１５０】
例えば重合反応性のない樹脂をバインダとして用いる場合には、熱硬化性インキ組成物中
の２官能または３官能のエポキシ基含有モノマー、その他の熱硬化性成分等が、加熱によ
り重合して硬化する。このような非重合性バインダとしては、例えば、アクリル酸、メタ
クリル酸、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、２－ヒドロキシエチルアクリレ
ート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、ベンジルアクリレート、ベンジルメタクリ
レート、スチレン、ポリスチレンマクロモノマー、及びポリメチルメタクリレートマクロ
モノマーの２種以上からなる共重合体等を用いることができる。
【０１５１】
より具体的には、アクリル酸／ベンジルアクリレート共重合体、アクリル酸／メチルアク
リレート／スチレン共重合体、アクリル酸／ベンジルアクリレート／スチレン共重合体、
アクリル酸／メチルアクリレート／ポリスチレンマクロモノマー共重合体、アクリル酸／
メチルアクリレート／ポリメチルメタクリレートマクロモノマー共重合体、アクリル酸／
ベンジルアクリレート／ポリスチレンマクロモノマー共重合体、アクリル酸／ベンジルア
クリレート／ポリメチルメタクリレートマクロモノマー共重合体、アクリル酸／２－ヒド
ロキシエチルアクリレート／ベンジルアクリレート／ポリスチレンマクロモノマー共重合
体、アクリル酸／２－ヒドロキシエチルアクリレート／ベンジルアクリレート／ポリメチ
ルメタクリレートマクロモノマー共重合体、アクリル酸／ベンジルメタクリレート共重合
体、アクリル酸／メチルメタクリレート／スチレン共重合体、アクリル酸／ベンジルメタ
クリレート／スチレン共重合体、アクリル酸／メチルメタクリレート／ポリスチレンマク
ロモノマー共重合体、アクリル酸／メチルメタクリレート／ポリメチルメタクリレートマ
クロモノマー共重合体、アクリル酸／ベンジルメタクリレート／ポリスチレンマクロモノ
マー共重合体、アクリル酸／ベンジルメタクリレート／ポリメチルメタクリレートマクロ
モノマー共重合体、アクリル酸／２－ヒドロキシエチルメタクリレート／ベンジルメタク
リレート／ポリスチレンマクロモノマー共重合体、アクリル酸／２－ヒドロキシエチルメ
タクリレート／ベンジルメタクリレート／ポリメチルメタクリレートマクロモノマー共重
合体等のアクリル酸共重合体類を用いることができる。
【０１５２】
またさらに、メタクリル酸／ベンジルアクリレート共重合体、メタクリル酸／メチルアク
リレート／スチレン共重合体、メタクリル酸／ベンジルアクリレート／スチレン共重合体
、メタクリル酸／メチルアクリレート／ポリスチレンマクロモノマー共重合体、メタクリ
ル酸／メチルアクリレート／ポリメチルメタクリレートマクロモノマー共重合体、メタク
リル酸／ベンジルアクリレート／ポリスチレンマクロモノマー共重合体、メタクリル酸／
ベンジルアクリレート／ポリメチルメタクリレートマクロモノマー共重合体、メタクリル
酸／２－ヒドロキシエチルアクリレート／ベンジルアクリレート／ポリスチレンマクロモ
ノマー共重合体、メタクリル酸／２－ヒドロキシエチルアクリレート／ベンジルアクリレ
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ート／ポリメチルメタクリレートマクロモノマー共重合体、メタクリル酸／ベンジルメタ
クリレート共重合体、メタクリル酸／メチルメタクリレート／スチレン共重合体、メタク
リル酸／ベンジルメタクリレート／スチレン共重合体、メタクリル酸／メチルメタクリレ
ート／ポリスチレンマクロモノマー共重合体、メタクリル酸／メチルメタクリレート／ポ
リメチルメタクリレートマクロモノマー共重合体、メタクリル酸／ベンジルメタクリレー
ト／ポリスチレンマクロモノマー共重合体、メタクリル酸／ベンジルメタクリレート／ポ
リメチルメタクリレートマクロモノマー共重合体、メタクリル酸／２－ヒドロキシエチル
メタクリレート／ベンジルメタクリレート／ポリスチレンマクロモノマー共重合体、メタ
クリル酸／２－ヒドロキシエチルメタクリレート／ベンジルメタクリレート／ポリメチル
メタクリレートマクロモノマー共重合体等のメタクリル酸共重合体類等を挙げることがで
きる。
【０１５３】
上記の非重合性バインダの中でも、特に、メタクリル酸／ベンジルメタクリレート共重合
体、メタクリル酸／ベンジルメタクリレート／スチレン共重合体、ベンジルメタクリレー
ト／スチレン共重合体、ベンジルメタクリレートマクロモノマー／スチレン共重合体、ベ
ンジルメタクリレート／スチレンマクロモノマー共重合体などが好ましい。
【０１５４】
一方、それ自体が重合性を有するバインダとしては、非重合性バインダの分子に、エポキ
シ基のような熱重合性の官能基を導入してなるオリゴマー又はオリゴマーよりも大分子量
のポリマーを用いることができる。重合性バインダの分子は、バインダ同士で重合すると
共に、２官能または３官能の多官能モノマー、及びその他の重合性モノマーとも重合して
熱硬化する。
【０１５５】
熱重合性のバインダとしては、例えば、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル
、α－エチルアクリル酸グリシジル、α－ｎ－プロピルアクリル酸グリシジル、α－ｎ－
ブチルアクリル酸グリシジル、アクリル酸－３，４－エポキシブチル、メタクリル酸－３
，４－エポキシブチル、メタクリル酸－４，５－エポキシペンチル、アクリル酸－６，７
－エポキシヘプチル、メタクリル酸－６，７－エポキシヘプチル、α－エチルアクリル酸
－６，７－エポキシヘプチルなどの（メタ）アクリレート類；ｏ－ビニルフェニルグリシ
ジルエーテル、ｍ－ビニルフェニルグリシジルエーテル、ｐ－ビニルフェニルグリシジル
エーテル、ｏ－ビニルベンジルグリシジルエーテル、ｍ－ビニルベンジルグリシジルエー
テル、ｐ－ビニルベンジルグリシジルエーテルなどのビニルグリシジルエーテル類；２，
３－ジグリシジルオキシスチレン、３，４－ジグリシジルオキシスチレン、２，４－ジグ
リシジルオキシスチレン、３，５－ジグリシジルオキシスチレン、２，６－ジグリシジル
オキシスチレン、５－ビニルピロガロールトリグリシジルエーテル、４－ビニルピロガロ
ールトリグリシジルエーテル、ビニルフロログリシノールトリグリシジルエーテル、２，
３－ジヒドロキシメチルスチレンジグリシジルエーテル、３，４－ジヒドロキシメチルス
チレンジグリシジルエーテル、２，４－ジヒドロキシメチルスチレンジグリシジルエーテ
ル、３，５－ジヒドロキシメチルスチレンジグリシジルエーテル、２，６－ジヒドロキシ
メチルスチレンジグリシジルエーテル、２，３，４－トリヒドロキシメチルスチレントリ
グリシジルエーテル、及び、１，３，５－トリヒドロキシメチルスチレントリグリシジル
エーテル等のエチレン性不飽和結合とエポキシ基を含有するモノマーの１種または２種以
上を重合させた単独重合体または共重合体を用いることができる。
【０１５６】
また、上記のようなエチレン性不飽和結合とエポキシ基を含有するモノマーの１種または
２種以上と、下記のようなエポキシ基を含有しないモノマーを重合させた共重合体も、熱
重合性のバインダとして用いることができる。エポキシ基を含有しないモノマーとしては
、例えばアクリル酸、メタクリル酸、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、２－
ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、ベンジルアクリ
レート、ベンジルメタクリレート、スチレン、ポリスチレンマクロモノマー、及びポリメ
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チルメタクリレートマクロモノマー等が挙げられる。
【０１５７】
また、バインダは、熱硬化性インキ組成物の固形分全量に対して、通常、１～５０重量％
の割合で配合する。ここで、配合割合を特定するための熱硬化性インキ組成物の固形分と
は、溶剤を除く全ての成分を含み、液状の重合性モノマーも固形分に含まれるものとする
。
【０１５８】
ここで、図２等に示す本発明のカラーフィルタの例は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、および青（
Ｂ）の画素部を全て一層の特性変化層および光触媒含有層上に形成した例を示したもので
あるが、本発明はこれに限定されるものでなく、例えば、赤色画素部用の特性変化層およ
び光触媒含有層、緑色画素部用の特性変化層および光触媒含有層、青色画素部用の特性変
化層および光触媒含有層といったように複数層の特性変化層および光触媒含有層上に画素
部が形成されたものをも含むものである。
【０１５９】
６．透明基材
次に、本発明に用いられる透明基材について説明する。本発明においては、例えば図２に
示すように、透明基材１上に、上述した特性変化層が形成されるものである。
【０１６０】
このような透明基材としては、従来よりカラーフィルタに用いられているものであれば特
に限定されるものではないが、例えば石英ガラス、パイレックス（登録商標）ガラス、合
成石英板等の可撓性のない透明なリジット材、あるいは透明樹脂フィルム、光学用樹脂板
等の可撓性を有する透明なフレキシブル材を用いることができる。この中で特にコーニン
グ社製７０５９ガラスは、熱膨脹率の小さい素材であり寸法安定性および高温加熱処理に
おける作業性に優れ、また、ガラス中にアルカリ成分を含まない無アルカリガラスである
ため、アクティブマトリックス方式によるカラー液晶表示装置用のカラーフィルタに適し
ている。
【０１６１】
本発明において、透明基材は通常透明なものを用いるが、反射性の基板や白色に着色した
基板でも用いることは可能である。また、透明基材は、必要に応じてアルカリ溶出防止用
やガスバリア性付与その他の目的の表面処理を施したものを用いてもよい。
【０１６２】
また、本発明においては、上述した遮光部が熱転写法により形成され、かつ光触媒含有層
が例えばシランカップリング剤等のバインダを含有している場合には、透明基材は上記の
中でも、例えば石英ガラス等の無機材料からなるものであることが好ましい。これは、上
記光触媒含有層中に含有されるバインダが、上記遮光部と透明基材との密着性を向上させ
る機能を果たすという、本発明の利点を発揮することが可能となるからである。
【０１６３】
７．カラーフィルタ
次に、本発明のカラーフィルタについて説明する。本発明のカラーフィルタは、上記透明
基材と、その透明基材上に形成された上記光触媒含有層と、その光触媒含有層上に形成さ
れた遮光部と、上記光触媒含有層および上記遮光部とを覆うように形成された特性変化層
と、その特性変化層の特性が変化した特性変化パターンに沿って画素部が形成されたもの
であれば、特に限定されるものではない。
【０１６４】
ここで、本発明においては、上記画素部上に電極層を有するものであってもよい。本発明
によれば、上記画素部上に電極層が形成されたものであっても、電極層と光触媒含有層と
の間に、画素部および遮光部が形成されていることから、電極層が光触媒含有層の導電性
の影響を受けることのない、高品質なカラーフィルタとすることができるのである。
【０１６５】
また、本発明のカラーフィルタは例えば図３に示すように、透明基材１と、その透明基材
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１上に形成された光触媒含有層２と、その光触媒含有層２上に形成された遮光部６と、そ
の遮光部６と光触媒含有層２とを覆うように形成された特性変化層４と、その特性変化層
４の特性が変化したパターン５と、その特性変化パターン５上に形成された赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）、および青（Ｂ）の画素部７Ｒ、７Ｇ、および７Ｂと、その画素部７上に形成され
た保護層８と、その保護層８上に形成された電極層９とを有するものであってもよい。上
記保護層により、表面の凹凸を平坦化することができ、この保護層上に形成された電極層
が断線等することのない、高品質なカラーフィルタとすることができるからである。
【０１６６】
またさらに、本発明においては、必要に応じて例えば、配向層等が形成されたものであっ
てもよい。このような電極層や保護層、配向層等は、通常カラーフィルタに用いることが
可能な材料を用いることが可能である。
【０１６７】
８．その他
本発明のカラーフィルタは、上述した部材以外に、上記光触媒含有層上に密着性向上層を
有するものであってもよい。本発明においては上述したように、遮光部が熱転写法により
形成されるものであってもよく、この場合、光触媒含有層が例えば酸化チタン等の無機材
料のみから形成される場合には、有機材料からなる遮光部と光触媒含有層との密着性が悪
い場合があるからである。
【０１６８】
本発明において、このような密着性向上層としては、上記光触媒含有層の項で説明したバ
インダ等を用いることができ、上記の中でもシランカップリング剤を用いることが好まし
い。これにより、光触媒含有層と熱転写法により形成された遮光部との密着性を良好なも
のとすることができるからである。
【０１６９】
Ｃ．カラーフィルタの製造方法
次に、本発明のカラーフィルタの製造方法について説明する。本発明のカラーフィルタの
製造方法は、透明基材上に、少なくとも光触媒を含有する光触媒含有層を形成する光触媒
含有層形成工程と、上記光触媒含有上に遮光部を形成する遮光部形成工程と、上記光触媒
含有および上記遮光部を覆うように、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により特性が変
化する特性変化層を形成する特性変化層形成工程と、上記特性変化層にエネルギーを照射
することにより、上記特性変化層の特性が変化した特性変化パターンを形成する特性変化
パターン形成工程と、上記特性変化パターン上に画素部を形成する画素部形成工程とを有
するものである。
【０１７０】
本発明のカラーフィルタの製造方法は、例えば図５に示すように、まず、透明基材１上に
光触媒含有層２を形成する光触媒含有層形成工程（図５（ａ））を行い、その後、光触媒
含有層２上に遮光部６を形成する遮光部形成工程を行う（図５（ｂ））。光触媒含有層が
遮光部上に形成される場合には、その遮光部の厚みにより光触媒含有層にクラック等が発
生する可能性があるが、本発明においては、上記光触媒含有層２上に遮光部６が形成され
ることから、クラック等が発生することを防止することができるのである。
【０１７１】
次に、上記遮光部６と上記光触媒含有層２とを覆うように、特性変化層４を形成する特性
変化層形成工程を行い（図５（ｃ））、その特性変化層４にエネルギー１０を照射する（
図５（ｄ））。このエネルギー１０の照射に伴う光触媒含有層２中に含有される光触媒の
作用により特性変化層４の特性が変化した特性変化パターン５が形成される。この際、上
記遮光部６が形成されている領域においては、光触媒含有層２が遮光部６により覆われて
いることから、光触媒の作用が特性変化層４に作用せず、特性が変化しないものとするこ
とができるのである。
【０１７２】
次に、上記特性変化層４の特性が変化した特性変化パターン５の特性を利用して、赤色（
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Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の画素部７を形成する画素部形成工程を行う（図５（ｆ）
）。本発明によれば、上記特性変化パターン５において、上記特性変化層４の特性が変化
していることから、容易に高精細な画素部７を形成することが可能となるのである。
【０１７３】
また、本発明によれば、上記画素部上に透明電極層を形成した場合であっても、電極層と
光触媒含有層との間に、画素部および遮光部が形成されていることから、電極層が光触媒
含有層の導電性の影響を受けることのない、高品質なカラーフィルタとすることができる
のである。
【０１７４】
以下、上述したような各工程についてそれぞれ説明する。
【０１７５】
１．光触媒含有層形成工程
まず、本発明の光触媒含有層形成工程について説明する。本発明の光触媒含有層形成工程
は、透明基材上に光触媒含有層を形成する工程である。本工程で形成される光触媒含有層
は、光触媒のみからなるものであってもよく、またバインダと混合して形成されるもので
あってもよい。
【０１７６】
光触媒のみからなる光触媒含有層の形成方法としては、例えば、スパッタリング法、ＣＶ
Ｄ法、真空蒸着法等の真空製膜法や、例えば光触媒が二酸化チタンの場合は、基材上に無
定形チタニアを形成し、次いで焼成により結晶性チタニアに相変化させる方法等が挙げら
れる。真空製膜法により光触媒含有層を形成することにより、均一な膜でかつ光触媒のみ
を含有する光触媒含有層とすることが可能であり、これにより特性変化層上の特性を均一
に変化させることが可能であり、かつ光触媒のみからなることから、バインダを用いる場
合と比較して効率的に特性変化層上の特性を変化させることが可能となる。
【０１７７】
また、光触媒含有層が、光触媒とバインダとを混合させたものである場合には、光触媒と
バインダとを、必要に応じて他の添加剤とともに溶剤中に分散して塗布液を調製し、この
塗布液を透明基材上に塗布することにより形成することができる。この場合、光触媒含有
層の形成が容易であるという利点を有する。また、本発明においては、光触媒含有層形成
工程後、後述する遮光部形成工程が行われる。この遮光部形成工程は、後述するように熱
転写法を用いて行われてもよく、この場合、遮光部として有機材料が用いられる。有機材
料は通常、例えばガラスや酸化チタン等の無機材料のみからなる物質とは密着性が悪く、
上記酸化チタンのみからなる光触媒含有層上に形成することが困難な場合がある。したが
って、後述する遮光部が熱転写法により形成される場合には、光触媒含有層にバインダと
して、オルガノポリシロキサンや、シランカップリング剤を用いることにより、光触媒含
有層と遮光部との密着性を良好なものとすることができるという利点も有する。また、光
触媒含有層中が、上記バインダを含有する層とすることにより、後述する透明基材が無機
材料である場合、光触媒含有層自体が、透明基材と遮光部との密着性を向上させる部材と
しての役割を果たすものとすることができるのである。
【０１７８】
この場合、後述する遮光部形成工程後、遮光部が形成された光触媒含有層に、エネルギー
を照射するエネルギー照射工程を行うことが好ましい。これは、光触媒含有層表面に有機
基が存在する場合には、光触媒含有層と特性変化層との密着性が阻害される場合があるか
らであり、光触媒含有層表面に存在する有機基を、エネルギー照射に伴う光触媒の作用に
より分解除去等することによって、光触媒含有層と特性変化層との密着性を高いものとす
ることができるからである。
【０１７９】
このような光触媒含有層の形成に使用される溶剤としては、エタノール、イソプロパノー
ル等のアルコール系の有機溶剤が好ましい。塗布はスピンコート、スプレーコート、ディ
ップコート、ロールコート、ビードコート等の公知の塗布方法により行うことができる。
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バインダとして紫外線硬化型の成分を含有している場合、紫外線を照射して硬化処理を行
うことにより光触媒含有層を形成することができる。
【０１８０】
なお、本工程に用いられる光触媒含有層の材料等は、上述した「Ｂ．カラーフィルタ」の
光触媒含有層の項で説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【０１８１】
２．遮光部形成工程
次に、本発明のカラーフィルタの製造方法における遮光部形成工程について説明する。本
発明における遮光部形成工程は、上記光触媒含有層形成工程で形成された光触媒含有層上
に遮光部を形成する工程である。本工程により形成される遮光部は、本発明のカラーフィ
ルタにおいて、ブラックマトリクスとして用いられ、またエネルギー照射に伴う光触媒の
作用を遮蔽する機能を果たすものである。
【０１８２】
本発明においては、このような遮光部を形成可能な方法であれば、その形成方法は特に限
定されるものではなく、例えばスパッタリング法、真空蒸着法等により厚み１０００～２
０００Å程度のクロム等の金属薄膜を形成し、この薄膜をフォトリソグラフィー法により
パターニングを行うものであってもよい。また、カーボン微粒子、金属酸化物、無機顔料
、有機顔料等の遮光性粒子を含有させたポリイミド樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等
の樹脂層を形成し、この樹脂層をフォトリソグラフィー法等によりパターニングして形成
したもの、カーボン微粒子、金属酸化物等の遮光性粒子を含有させた感光性樹脂層を形成
し、この感光性樹脂層をフォトリソグラフィー法等によりパタ一ニングを行うものであっ
てもよい。
【０１８３】
また、本発明においては、熱転写法により遮光部の形成を行うものであってもよい。熱転
写法とは、例えば、上述したカーボン微粒子等を、上記樹脂に含有させて例えば樹脂フィ
ルム等のフィルム上、または光熱変換層や剥離層等を介してフィルム上に形成する。その
フィルムの上記樹脂形成部を、上記光触媒含有層側となるように配置し、遮光部を形成す
る領域にのみ、フィルム側からレーザー等により光を照射することにより、光熱変換層や
剥離層等の作用により、上記樹脂に含有されたカーボン微粒子層を、光触媒含有層上に転
写する方法である。この方法によれば、あらかじめフィルムや光熱変換層等の上に上記遮
光性を有する樹脂層を形成しておくことから、遮光部形成の際に、遮光部をエネルギー照
射により硬化させる必要がなく、遮光部の膜厚を高いものとすることができ、後述する画
素部の混色等を容易に防ぐことが可能な遮光部を形成することができる。
【０１８４】
またこの場合、熱転写法により形成された遮光部と光触媒含有層との密着性を向上させる
ために、遮光部形成工程を行う前に、後述する密着性向上層形成工程を行うことが好まし
い。この密着性向上層形成工程によって密着性向上層を形成することにより、上記遮光部
と光触媒含有層との密着性を良好なものとすることができるからである。またこの場合、
上記遮光部を形成する遮光部形成工程後、後述するエネルギー照射工程を行うことが好ま
しい。これにより、光触媒含有層と特性変化層との密着性を良好なものとすることができ
るからである。
【０１８５】
ここで、本工程に用いられる遮光部の材料等については、上述した「Ｂ．カラーフィルタ
」の遮光部の項で説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【０１８６】
３．特性変化層形成工程
次に、本発明のカラーフィルタの製造方法における特性変化層形成工程について説明する
。本発明における特性変化層形成工程は、上記工程により形成された遮光部および光触媒
含有層を覆うように、特性変化層を形成する工程である。本工程において形成される特性
変化層は、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により特性が変化する層である。本発明に
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おける特性変化層の形成方法は、このような層が形成可能であれば、特に限定されるもの
ではなく、目的とする特性変化層の種類に応じて、適宜選択されるものである。
【０１８７】
ここで、本発明においては、特性変化層が濡れ性変化層または分解除去層であることが好
ましく、このような濡れ性変化層または分解除去層を形成する方法としては、例えば、濡
れ性変化層または分解除去層を構成する材料を、溶剤中に分散して塗布液を調製し、この
塗布液を基材上に塗布することにより形成することができる。塗布はスピンコート、スプ
レーコート、ディップコート、ロールコート、ビードコート等の公知の塗布方法により行
うことができる。また、上記濡れ性変化層が単分子膜である場合等には、熱ＣＶＤ法等も
用いることが可能である。
【０１８８】
ここで、濡れ性変化層および分解除去層や、形成方法等については、上述した「Ｂ．カラ
ーフィルタ」の特性変化層の項で説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略す
る。
【０１８９】
４．特性変化パターン形成工程
次に、本発明に用いられる特性変化パターン形成工程について説明する。上述した特性変
化層形成工程後、上記特性変化層にエネルギーを照射することにより、特性変化層の特性
が変化した特性変化パターンを形成する特性変化パターン形成工程が行われる。本工程に
より、画素部を形成するパターン状に、特性変化層の特性が変化した特性変化パターンを
形成することによって、後述する画素部形成工程により、容易に画素部を形成することが
可能となるのである。
【０１９０】
本発明においては、上記遮光部が光触媒含有層上に形成されていることから、エネルギー
照射を全面に行った場合であっても、上記遮光部に覆われている領域においては、光触媒
による作用が発現せず、上記遮光部上の特性変化層の特性が変化しないものとすることが
できる。従って、本発明においては、例えば図５（ｄ）に示すように、エネルギー１０の
照射を、特性変化層側から行うものであってもよく、また例えば図６に示すように、エネ
ルギー１０の照射を、透明基材１側から行うものであってもよい。
【０１９１】
また、例えば上記遮光部が形成されていない領域のパターンと、目的とする特性変化パタ
ーンとが異なる場合には、例えば図７に示すように、エネルギー１０の照射を、例えばフ
ォトマスク１１等のマスクを用いて行うものであってもよい。
【０１９２】
ここで、本発明でいうエネルギー照射（露光）とは、特性変化層表面の特性を変化させる
ことが可能ないかなるエネルギー線の照射をも含む概念であり、可視光の照射に限定され
るものではない。
【０１９３】
本発明においては、エネルギー照射に用いる光の波長は、通常４００ｎｍ以下の範囲、好
ましくは３８０ｎｍ以下の範囲から設定される。これは、上述したように光触媒含有層に
用いられる好ましい光触媒が二酸化チタンであり、この二酸化チタンにより光触媒作用を
活性化させるエネルギーとして、上述した波長の光が好ましいからである。
【０１９４】
このようなエネルギー照射に用いることができる光源としては、水銀ランプ、メタルハラ
イドランプ、キセノンランプ、エキシマランプ、その他種々の光源を挙げることができる
。
【０１９５】
ここで、エネルギー照射に際してのエネルギーの照射量は、特性変化層表面の特性の変化
が行われるのに必要な照射量とする。
【０１９６】
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またこの際、特性変化層を加熱しながらエネルギー照射することにより、感度を上昇させ
ることが可能となり、効率的な特性の変化を行うことができる点で好ましい。具体的には
３０℃～８０℃の範囲内で加熱することが好ましい。
【０１９７】
５．画素部形成工程
次に、本発明のカラーフィルタの製造方法における画素部形成工程について説明する。本
発明における画素部形成工程は、上記特性変化パターン形成工程により形成された特性変
化層の特性が変化した特性変化パターン上に、画素部を形成する方法である。本発明にお
いては、上記特性変化層の特性が変化した特性変化パターンが形成されていることから、
例えば濡れ性や凹凸等の特性の差を利用して、容易に画素部を形成することが可能となる
のである。また、本発明によれば、上記特性変化パターン上に画素部を形成することから
、画素部を均一に形成することができ、色抜けや色むらのない画素部を形成することが可
能となるのである。
【０１９８】
本工程における画素部の形成は、上記特性変化パターン上に画素部を形成することが可能
であれば、特に限定されるものではなく、通常画素部を形成する方法を用いることができ
るが、本発明においては、インクジェット法を用いることが好ましい。これにより、赤（
Ｒ）、緑（Ｇ）、および青（Ｂ）の３色を、一回の工程で容易に形成することができ、ま
た混色等のない高精細な画素部とすることができるからである。この場合、用いるインク
ジェット装置としては、特に限定されるものではないが、帯電したインクを連続的に噴射
し磁場によって制御する方法、圧電素子を用いて間欠的にインクを噴射する方法、インク
を加熱しその発泡を利用して間欠的に噴射する方法等の各種の方法を用いたインクジェッ
ト装置を用いることができる。
【０１９９】
また、この際インクジェット法に用いられるインクの種類としては、ＵＶ硬化性インクま
たは熱硬化性インク等の硬化型インクを用いることが好ましい。
【０２００】
ここで、本工程において画素部の形成に用いられるインク等については、上述した「Ｂ．
カラーフィルタ」の画素部の項で説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略す
る。
【０２０１】
６．密着性向上層形成工程
また、本発明においては、上記光触媒含有層形成工程により形成される光触媒含有層上に
、密着性向上層を形成する密着性向上層形成工程を行うことが好ましい。これにより、例
えば上述した光触媒含有層形成工程により形成された光触媒含有層が、無機材料である光
触媒のみからなる場合であっても、光触媒含有層上に形成される遮光部との密着性を良好
なものとすることができる。したがって、光触媒含有層がバインダを含有しているもので
あってもよく、光触媒のみからなるものであってもよく、光触媒含有層の種類が限定され
ないものとすることができるのである。
【０２０２】
ここで、本工程において用いられる密着性変化層の材料としては、光触媒含有層と遮光部
との密着性を向上させることが可能であれば特に限定されるものではなく、例えば上述し
た光触媒含有層形成工程において用いられるバインダ等を用いることができる。本発明に
おいては、上記の中でも、シランカップリング剤を用いることが好ましい。
【０２０３】
本発明において、このような密着性向上層の形成は、上記材料を例えばスピンコート、ス
プレーコート、ディップコート、ロールコート、ビードコート等の公知の塗布方法により
塗布することにより行うことができる。
【０２０４】
なお、本工程により密着性向上層が形成された場合には、上記遮光部形成工程終了後、特
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性変化層形成工程前に、後述するエネルギー照射工程を行うことが好ましい。これにより
、光触媒含有層と特性変化層との密着性を良好なものとすることができるからである。
【０２０５】
７．エネルギー照射工程
ここで、本発明においては、上記遮光部形成工程が熱転写法により行われる場合、上述し
た遮光部形成工程後、光触媒含有層が上記バインダを含有する場合や、上記密着性向上層
が形成された場合、光触媒含有層にエネルギーを照射するエネルギー照射工程が行われる
ことが好ましい。
【０２０６】
上記遮光部形成工程が、熱転写法により行われる場合、上述したように、上記密着性向上
層が形成されることや、上記光触媒含有層は、光触媒含有層がバインダとして、オルガノ
ポリシロキサンや、シランカップリング剤を含有することが好ましい。これにより、光触
媒含有層と遮光部との密着性を良好なものとすることができるからである。しかしながら
、上記特性変化層形成工程により形成される特性変化層は、形成される表面に有機基等を
存在する場合には、その光触媒含有層表面等の有機基の作用によって、光触媒含有層と特
性変化層との密着性が阻害される場合がある。したがって、上記遮光部形成工程後、上記
光触媒含有層にエネルギーを照射するエネルギー照射を行うことにより、光触媒含有層表
面に存在する有機基を、光触媒含有層自体に含有される光触媒の作用によって、分解除去
等することができ、光触媒含有層と特性変化層との密着性を良好なものとすることができ
るからである。
【０２０７】
このようなエネルギー照射は、光触媒含有層側から全面に行うものであってもよく、また
透明基材側から全面に行うものであってもよい。
【０２０８】
ここで、照射されるエネルギーの波長や種類等は、上述した特性変化パターンに用いられ
るものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【０２０９】
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、
本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作
用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【０２１０】
【実施例】
以下、本発明について、実施例を通じてさらに詳述する。
【０２１１】
[実施例１]
（光触媒含有層の形成）
光触媒である酸化チタン水分散体ＳＴ－Ｋ０１（石原産業（株）製）をガラス基板（ＮＨ
テクノガラス製ＮＡ３５）上にスピンコーターにより塗布し、１５０℃で１０分間乾燥処
理し、透明な光触媒含有層（厚み０．１５μｍ）を形成した。
【０２１２】
（遮光部の形成）
前記光触媒含有層が形成されたガラス基板上に、カーボンブラックを含有する黒色レジス
ト（新日鉄化学社製Ｖ－２５９ＢＫレジスト）を塗布し、露光後、現像、ポストベーク処
理を行って、膜厚１．２μｍ、幅２０μｍ、開口部８０μｍ×２８０μｍの遮光部パター
ンを作製した。
【０２１３】
（濡れ性変化層の形成）
フルオロアルキルシラン（ＧＥ東芝シリコーン製ＴＳＬ８２３３）を２４０℃で熱し、そ
の蒸気を前記遮光部が形成されたガラス基板上に当て、光触媒含有層および遮光部を覆う
ように濡れ性変化層を形成した。形成された濡れ性変化層上の水との接触角は、１１０°
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であった。
【０２１４】
（露光）
前記濡れ性変化層が形成されたガラス基板に、濡れ性変化層側から高圧水銀ランプ（散乱
光）を用いて、７００ｍＪ／ｃｍ２（３６５ｎｍ）のエネルギーを全面照射した。その結
果、開口部のみ濡れ性が変化して、水との接触角が１０°以下となった。
【０２１５】
（画素部の形成）
次に、ピエゾ駆動タイプのインクジェット装置を用いて、顔料５重量部、溶剤２０重量部
、重合開始剤５重量部、ＵＶ硬化樹脂７０重量部を含むＲＧＢ各色のＵＶ硬化型多官能ア
クリレートモノマーインク（着色インク）を、開口部に付着させ着色し、これにＵＶ処理
を行い硬化させた。ここで、赤色、緑色、および青色の各インクについて溶剤としてはポ
リエチレングリコールモノメチルエチルアセテート、重合開始剤としてはイルガキュア３
６９（商品名、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製）、ＵＶ硬化樹脂としてはＤ
ＰＨＡ（ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（日本化薬（株）製）を用いた。ま
た顔料としては、赤色インクについては、C. I. Pigment Red 177、緑色インクについて
はC. I. Pigment Green 36、青色インクについてはC. I. Pigment Blue 15+ C. I. Pigme
nt Violet 23をそれぞれ用いた。
【０２１６】
[実施例２]
（光触媒含有層の形成）
光触媒である酸化チタン水分散体ＳＴ－Ｋ０１（石原産業（株）製）をガラス基板（ＮＨ
テクノガラス製ＮＡ３５）上にスピンコーターにより塗布し、１５０℃で１０分間乾燥処
理し、透明な光触媒含有層（厚み０．１５μｍ）を形成した。
【０２１７】
（遮光部の形成）
前記光触媒含有層が形成されたガラス基板上に、カーボンブラックを含有する黒色レジス
ト（新日鉄化学社製Ｖ－２５９ＢＫレジスト）を塗布し、露光後、現像、ポストベーク処
理を行って、膜厚１．２μｍ、幅２０μｍ、開口部８０μｍ×２８０μｍの遮光部パター
ンを作製した。
【０２１８】
（濡れ性変化層の形成）
ポリカーボネートが主成分のユーピロンＺ４００（三菱ガス化学社製）２重量部をジクロ
ロメタン３０重量部と１１２トリクロロエタン７０重量部とに溶解し、さらにフッ素系界
面活性剤（３Ｍ製フロラードＦＣ－４４３０）１重量部を添加して分解除去層用組成物と
した。
【０２１９】
この分解除去層用組成物を、前記遮光部が形成されたガラス基板上にスピンコーターによ
り塗布し、光触媒含有層および遮光部を覆うように分解除去層（厚さ０．０５μｍ）を形
成した。形成された分解除去層上の水の接触角は８７°であった。
【０２２０】
（露光）
前記濡れ性変化層が形成されたガラス基板に、濡れ性変化層側から高圧水銀ランプ（散乱
光）を用いて、７００ｍＪ／ｃｍ２（３６５ｎｍ）のエネルギーを全面照射した。その結
果、開口部のみ分解除去層が分解除去されて、水との接触角が１０°以下となった。
【０２２１】
（画素部の形成）
次に、ピエゾ駆動タイプのインクジェット装置を用いて、顔料５重量部、溶剤２０重量部
、バインダ７５重量部を含むＲＧＢ各色の熱硬化型インク（着色インク）を、開口部に付
着させ着色し、これにＵＶ処理を行い硬化させた。
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【０２２２】
[実施例３]
（オルガノポリシロキサン含有光触媒含有層の形成）
アミノ基含有シラン化合物であるＳ３２０（チッソ（株）製）を５ｇと、水２ｇとを混合
後、８時間攪拌した。この溶液０．１ｇと光触媒である酸化チタン水分散体ＳＴ－Ｋ０１
（石原産業（株）製）５ｇとを混合しガラス基板（ＮＨテクノガラス製ＮＡ３５）上にス
ピンコーターにより塗布し、１５０℃で１０分間乾燥処理し、透明なオルガノポリシロキ
サン含有光触媒含有層（厚み０．１５μｍ）を形成した。
【０２２３】
（遮光部の形成）
前記光触媒含有層および密着性向上層が形成されたガラス基板上に、光熱変換層、カーボ
ンブラックとエポキシ樹脂バインダーからなる転写層が形成された熱転写フィルムを密着
させ、赤外線レーザーにより描画、転写層を転写後、ポストベーク処理を行って、膜厚２
μｍ、幅２０μｍ、開口部８０μｍ×２８０μｍの遮光部パターンを作製した。
【０２２４】
（有機基の分解）
前記遮光層が形成されたガラス基板上に１０００ｍＪ／ｃｍ２（３６５ｎｍ）のエネルギ
ーを全面照射し、開口部に存在するアミノ基含有有機基を分解除去した。
【０２２５】
（濡れ性変化層の形成）
フルオロアルキルシラン（ＧＥ東芝シリコーン製ＴＳＬ８２３３）５ｇ、テトラメトキシ
シラン２ｇ、および１規定塩酸２ｇを８時間混合し、この溶液を前記遮光部が形成された
ガラス基板上に塗布、１５０℃１０分加熱することにより光触媒含有層および遮光部を覆
うように濡れ性変化層（０．０５μｍ）を形成した。形成された濡れ性変化層上の水との
接触角は、１１２°であった。
【０２２６】
（露光）
前記濡れ性変化層が形成されたガラス基板に、濡れ性変化層側から高圧水銀ランプ（散乱
光）を用いて、１２００ｍＪ／ｃｍ２（３６５ｎｍ）のエネルギーを全面照射した。その
結果、開口部のみ濡れ性が変化して、水との接触角が１０°以下となった。
【０２２７】
（画素部の形成）
次に、ピエゾ駆動タイプのインクジェット装置を用いて、顔料５重量部、溶剤２０重量部
、重合開始剤５重量部、およびＵＶ硬化樹脂７０重量部を含むＲＧＢ各色のＵＶ硬化型多
官能アクリレートモノマーインク（着色インク）を、開口部に付着させ着色し、これにＵ
Ｖ処理を行い硬化させた。ここで、赤色、緑色、および青色の各インクについて溶剤とし
てはポリエチレングリコールモノメチルエチルアセテート、重合開始剤としてはイルガキ
ュア３６９（商品名、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製）、ＵＶ硬化樹脂とし
てはＤＰＨＡ（ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（日本化薬（株）製）を用い
た。また顔料としては、赤色インクについては、C. I. Pigment Red 177、緑色インクに
ついてはC. I. Pigment Green 36、青色インクについてはC. I. Pigment Blue 15+ C. I.
 Pigment Violet 23をそれぞれ用いた。
【０２２８】
[実施例４]
（光触媒含有層の形成）
光触媒である酸化チタン水分散体ＳＴ－Ｋ０１（石原産業（株）製）をガラス基板（ＮＨ
テクノガラス製ＮＡ３５）上にスピンコーターにより塗布し、１５０℃で１０分間乾燥処
理し、透明な光触媒含有層（厚み０．１５μｍ）を形成した。
【０２２９】
（密着性向上層の形成）
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アミノ基含有シラン化合物であるＳ３２０（チッソ（株）製）を５ｇ、水２ｇを混合後、
８時間攪拌した。その後、前記光触媒含有層が形成されたガラス基板上に、スピンコータ
ーにより塗布し、１５０℃で１０分間乾燥処理し、透明な密着性向上層（厚み０．１μｍ
）を形成した。
【０２３０】
（遮光部の形成）
前記光触媒含有層および密着性向上層が形成されたガラス基板上に、光熱変換層、カーボ
ンブラックとエポキシ樹脂バインダーからなる転写層が形成された熱転写フィルムを密着
させ、赤外線レーザーにより描画、転写層を転写後、ポストベーク処理を行って、膜厚１
.８μｍ、幅２０μｍ、開口部８０μｍ×２８０μｍの遮光部パターンを作製した。
【０２３１】
（有機基の分解）
前記遮光層が形成されたガラス基板上に１０００ｍＪ／ｃｍ２（３６５ｎｍ）のエネルギ
ーを全面照射し、開口部に存在するアミノ基含有有機基を分解除去した。
【０２３２】
（濡れ性変化層の形成）
フルオロアルキルシラン（ＧＥ東芝シリコーン製ＴＳＬ８２３３）を２４０℃で熱し、そ
の蒸気を前記遮光部が形成されたガラス基板上に当て、密着性向上層、光触媒含有層およ
び遮光部を覆うように濡れ性変化層を形成した。形成された濡れ性変化層上の水との接触
角は、１１０°であった。
【０２３３】
（露光）
前記濡れ性変化層が形成されたガラス基板に、濡れ性変化層側から高圧水銀ランプ（散乱
光）を用いて、８００ｍＪ／ｃｍ２（３６５ｎｍ）のエネルギーを全面照射した。その結
果、開口部のみ濡れ性が変化して、水との接触角が１０°以下となった。
【０２３４】
（画素部の形成）
次に、ピエゾ駆動タイプのインクジェット装置を用いて、顔料５重量部、溶剤２０重量部
、重合開始剤５重量部、およびＵＶ硬化樹脂７０重量部を含むＲＧＢ各色のＵＶ硬化型多
官能アクリレートモノマーインク（着色インク）を、開口部に付着させ着色し、これにＵ
Ｖ処理を行い硬化させた。ここで、赤色、緑色、および青色の各インクについて溶剤とし
てはポリエチレングリコールモノメチルエチルアセテート、重合開始剤としてはイルガキ
ュア３６９（商品名、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製）、ＵＶ硬化樹脂とし
てはＤＰＨＡ（ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（日本化薬（株）製）を用い
た。また顔料としては、赤色インクについては、C. I. Pigment Red 177、緑色インクに
ついてはC. I. Pigment Green 36、青色インクについてはC. I. Pigment Blue 15+ C. I.
 Pigment Violet 23をそれぞれ用いた。
【０２３５】
【発明の効果】
本発明によれば、上記特性変化層を有することから、エネルギー照射に伴う光触媒の作用
により特性の変化した特性変化パターンに沿って、例えばカラーフィルタの画素部等を容
易に形成可能なパターン形成体とすることができる。また、上記光触媒含有層上に上記保
護部が形成されていることから、光触媒含有層の形成時にクラックが入ることなく、高品
質なパターン形成体とすることができるのである。またさらに、上記特性変化層と上記光
触媒含有層との間に保護部が形成されていることから、特性変化層側または透明基材側か
ら特性変化層の全面にエネルギーを照射した場合であっても、上記保護部が形成された位
置においては、光触媒含有層中の光触媒の作用が発現せず、上記特性変化層の特性が変化
しない。これにより、上記保護部が形成されていない位置の特性変化層の特性のみが変化
した特性変化パターンを容易に形成することが可能となるのである。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明のパターン形成体の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明のカラーフィルタの一例を示す概略断面図である。
【図３】本発明のカラーフィルタの他の例を示す概略断面図である。
【図４】本発明のカラーフィルタの他の例を示す概略断面図である。
【図５】本発明のカラーフィルタの製造方法の一例を示す工程図である。
【図６】本発明のカラーフィルタの製造方法におけるエネルギー照射の一例を示す図であ
る。
【図７】本発明のカラーフィルタの製造方法におけるエネルギー照射の他の例を示す図で
ある。
【符号の説明】
１　…　基材
２　…　光触媒含有層
３　…　保護部
４　…　特性変化層
５　…　特性変化パターン
６　…　遮光部
７　…　画素部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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